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新 刊 案 内 

 

 

◆2014 年 4 月～5 月登録の新刊をご紹介しています。 

◆図書のお申し込みの際には、お名前をフルネームでお知らせください。 

◆第 108 号の「録音○番」「点字○番」というお申込みができます。必ず「録音」「点字」の種

別をお知らせください。 

◆デイジー図書をお聞きになるには、専用機が必要です。 

◆種別ごとの新刊案内の末尾には、サピエ図書館に新しく登録された図書も一部ご紹介をして

おります。いずれも取り寄せでの貸出が可能です。 

 

目次 

 

録音図書 録音１～76 ・・・・・・・ p.1～16 

貸出準備中 録音 201～204 ・・・・・・・ p.17 

点字図書 点字１～45 ・・・・・・・ p.18～27 

情報誌 ・・・・・・・・・・・・・・・・ p.28 

 

 録音図書 52 タイトル 

 文学 22 タイトル 

録音 妊娠小説 

1 斎藤美奈子（サイトウ，ミナコ）著 デイジー10 時間 20 分 

筑摩書房（1997）■『舞姫』から『風の歌を聴け』まで、望まない妊娠を扱う一大小説ジャンル

が存在している。意表をついたネーミングと分析で、一大センセーションを巻き起こした処女評論。 

 

録音 万葉集 

2 角川書店（カドカワ ショテン）編 デイジー6 時間 

角川書店（2001）■さまざまな階層の人々が自らの心を歌ったわが国最古の歌集「万葉集」から

名歌約 140 首を選び丁寧に解説。参考歌を含めて約２００首を収録。参考情報を付しながら、歌

に託した万葉人のさまざまな思いがよくわかるように構成。 
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録音 香
こう

彩
さい

七色
なないろ

 香りの秘密に耳を澄まして 

3 浅葉なつ（アサバ，ナツ）［著］ デイジー8 時間 53 分 

アスキー・メディアワークス（2013）■（推理小説）犬並みの嗅覚を持つ結月（ゆづき）は、香

道宗家（こうどうそうけ）跡取り・千尋（ちひろ）と出会う。今まで意識しなかった様々な香りに

耳を傾けると、彼らは何より饒舌に秘密を語っていた－。人々が香りに託した様々な想いを読み解

いていく、アロマミステリー。 

 

録音 海と月の迷路 

4 大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 デイジー16 時間 51 分 

毎日新聞社（2013）■（推理小説）軍艦島をモデルにしたＨ島が舞台。1959 年新米の駐在が主

人公。少女の遺体が発見されて、事故として処理されるが殺人ではないかと疑う。８年前にも同様

の事件があった。同じ駐在の「ことなかれ主義」、島内の労働者の対立に巻きこまれつつ孤独な捜

査を始めた。真相は…。 

 

録音 毒を解け アルバイト・アイ 

5 大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 デイジー5 時間 30 分 

角川書店（2013）■最強の親子探偵、冴木隆（サエキリュウ）と涼介（リョウスケ）が、活躍す

るシリーズ第２弾。隆は毒を盛られた父・涼介を救うべく東京の街を駆け巡る。表題作他３編。 

 

録音 穴 

6 小山田浩子（オヤマダ，ヒロコ）著 デイジー6 時間 14 分 

新潮社（2014）■仕事を辞め、夫の田舎に移り住んだ夏。奇妙な獣を追ううちに、私は得体の知

れない穴に落ちる－。平凡な日常の中にときおり顔を覗かせる異界。表題作ほか全３編を収録した

第２作品集。 

 

録音 小説ＬＩＡＲ
ラ イ ア ー

 ＧＡＭＥ
ゲ ー ム

 ＲＥＢＯＲＮ
リ ボ ー ン

－再生－ 

7 甲斐谷忍（カイタニ，シノブ）原作／岡田道尚（オカダ，ミチタカ），黒

岩勉（クロイワ，ツトム）脚本 デイジー5 時間 20 分  

集英社（2012）■ようこそ、禁断の“イス取りゲーム”へ…。卒業式を終えたばかりの女子大生・

篠宮ユウを救うため、ゲームの天才・秋山深一がふたたび LIAR GAME に参加する。2012 年３

月公開映画のノベライズ。 
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録音 夜のうつろい 

8 北沢拓也（キタザワ，タクヤ）著 デイジー5 時間 25 分 

徳間書店（2006）■（ポルノ） 

 

録音 楽園ダイニング夏
なつ

篠崎
しのざき

 奇跡、拾いました。 

9 樹生かなめ（キフ，カナメ）著 デイジー6 時間 35 分 

角川書店（2013）■鎌倉の海岸沿いに佇む隠れ家ダイニング、夏篠崎。そこでスタッフとして働

きはじめた元エリートサラリーマンの伸弥は、ある日、店の前で薄汚い青年を拾う。彼はなんと、

有名な美形占い師の廉雀（れんじゃく）で、ある男達に追われていて…。 

 

録音 開港
かいこう

 交代寄合伊那衆異聞 20 

10 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）［著］ デイジー7 時間 32 分 

講談社（2014）■（時代・歴史小説）優美な帆船の船倉を一杯にして玲奈たちが初交易から帰っ

てきた。藤之助との二人の洋上披露宴に、長崎は沸く。大冒険活劇、２０巻到達！ 

 

録音 髪結 吉原裏同心 20 

11 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー7 時間 24 分 

光文社（2014）■（時代・歴史小説）吉原で近頃人気の中籬（なかがき）に脅迫文が投げ込まれ

た。相談を受けた吉原会所の神守幹次郎らが調べ始めたところ、その前に刺客・夜嵐の参次が現れ

た。 

 

録音 ハーレムパイレーツ 

12 竹内けん（タケウチ，ケン）著 デイジー6 時間 9 分 

キルタイムコミュニケーション（2005）■（ポルノ） 

 

録音 ゴットハルト鉄道 

13 多和田葉子（タワダ，ヨウコ）著 デイジー6 時間 44 分 

講談社（1996）■ゴット（神）ハルト（硬い）は、わたしという粘膜に炎症を起こさせた。ヨー

ロッパの中央に横たわる巨大な山塊（さんかい）ゴットハルト。暗く長いトンネルの旅を“聖人の

お腹”を通り抜ける陶酔と感じる「わたし」の微妙な身体感覚を詩的メタファーを秘めた文体で描

く表題作他２篇。 

 

 

 

録音 
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録音 しにがみのバラッド。2 

14 ハセガワケイスケ［著］ デイジー4 時間 39 分 

メディアワークス（2003）■死を司る少女には、他の仲間と違うところがありました。その姿が、

雪のように真っ白なこと。その心が、春のようにやさしいこと。これは、白い死神の哀しくてやさ

しい物語です。 

 

録音 昭和の犬 

15 姫野カオルコ（ヒメノ，カオルコ）著 デイジー7 時間 

幻冬舎（2013）■（直木賞）犬から透けて見える飼い主の事情－。柏木イク、昭和 33 年生まれ。

８歳で犬に咬まれる。咬み痕を笑う母。19 歳、東京の歯科の貸間に住む。美人妻の秘密。49 歳、

遠距離介護。自らも病に…。 

 

録音 大目付一件帳 

16 宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 デイジー6 時間 22 分 

角川春樹事務所（2002）■（時代・歴史小説）女形の芝居役者・粂八（くめはち）が高輪（たか

なわ）で土左衛門となって見つかった。庶藩探索方の井上麟之助（りんのすけ）は、越前藩の内情

と水死事件の関りを調べはじめることに…。次々と浮かび上がる越前藩中屋敷の黒い実態。そして

麟之助に襲い掛かる忍者集団。 

 

録音 或る男 

17 武者小路実篤（ムシャノコウジ，サネアツ）著 デイジー19 時間 20 分 

新潮社（1923）■実篤自身の誕生に筆を起こし、三三歳の時、宮崎県木城村（きじょうむら）に

「新しき村」を開くまでの歩みを書き綴った長編自伝小説。 

 

録音 杏っ子 

18 室生犀星（ムロウ，サイセイ）著 デイジー15 時間 35 分 

新潮社（2001）■人生のよどみを過酷なまでに、生涯の情熱を傾けて描ききった自伝的長編小説。 
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録音 私にふさわしいホテル 

19 柚木麻子（ユズキ，アサコ）著 デイジー6 時間 58 分 

扶桑社（2012）■「元アイドルと同時受賞」という、史上最悪のデビューを飾った新人作家・中

島加代子。さらに「単行本出版を阻止される」「有名作家と大喧嘩する」「編集者に裏切られる」等々、

絶体絶命のトラブルに次々と襲われる羽目に。しかし、あふれんばかりの野心と、奇想天外なアイ

デアで加代子は自分の道を切り拓いていく。今こそ読みたい新世代の女子下剋上物語。 

 

録音 最後の決断 戊辰戦争ー越後四藩の苦悩 

20 渡辺れい（ワタナベ，レイ）著 デイジー6 時間 37 分 

新潟日報事業社（2012）■（時代・歴史小説）「新政府か列藩同盟か」双方からの容赦ない恫喝。

迷走する藩論、本心とは異なる対応。極限状態の中で譜代も外様も、越後四藩は生死を賭けた最後

の決断を迫られた。戊辰戦争、新旧勢力激突の中で自藩を存続させる道を必死に探り、翻弄される

越後四藩の姿と苦悩の決断を描く。 

 

録音 謎 007 スペシャル・ブレンド・ミステリー 

21 桜庭一樹（サクラバ，カズキ）選／日本推理作家協会編 

デイジー8 時間 49 分  

講談社（2012）■推理小説イケメンで独身の病院長宅に届いた宅配便。中には腐乱した女の死体

が…。夏樹静子「宅配便の女」をはじめ、桜庭一樹が１９７６年、１９８６年、１９９６年の作品

から厳選した全７編のミステリーを収録したアンソロジー。 

 

録音 毎日がアルツハイマー 

22 関口祐加（セキグチ，ユカ）著 デイジー6 時間 41 分 

パド・ウィメンズ・オフィス（2012）■映画「毎日がアルツハイマー」の監督が、アルツハイマ

ーの母と自分の関係や、映画の制作過程について綴る。母との暮らしをつぶやいたツイッターの文

章、東西の認知症研究者へのインタビューも収録。 

 

 NHK ライブラリー 10 タイトル 

録音 練習 球
きゅう

 ラジオ文芸館 

23 あさのあつこ著／山崎智彦（ヤマザキ，トモヒコ）朗読 デイジー43 分 

NHK■野球を続けがたい現状に抗い、「夏の甲子園」を目指して野球に打ち込む者たち―。高３の

夏、肩を壊した元エース・真郷（まさと）と、過去にトラウマをもつ現エース・律（りつ）は、心

ひとつにして甲子園を目指していた…。 

録音 
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録音 銀のデート ラジオ文芸館 

24 石田衣良（イシダ，イラ）著／村上里和（ムラカミ，サトワ）朗読 

デイジー43 分  

NHK■若年性アルツハイマー病の夫を介護する妻。そうした中、ある朝突然、「デートに行く」と

言い出した。今日が勤労感謝の日であることで、我にかえった妻は、30 数年前、夫との初デート

の日と同じ勤労の日、３時、和光（わこう）の前で、もしや！と銀座に後を追う。 

録音 切子皿 ラジオ文芸館 

25 伊集院静（イジュウイン，シズカ）著／青沼郁夫（アオヌマ，イクオ）朗

読 デイジー43 分  

ＮＨＫ■幼い頃、母と自分を置いて出て行った父を正一は憎んでいた。二十数年ぶりに小料理屋の

カウンターに父と並んだ正一は、話題も途切れがちで、料理を盛られて出された切子の器の美しさ

が妙に心に残った。 

 

録音 桃太郎ＶＳ
た い

金太郎 ラジオ文芸館 

26 清水義範（シミズ，ヨシノリ）著／杉原満（スギハラ，ミツル）朗読 

デイジー43 分  

ＮＨＫ■桃太郎と金太郎、どっちが日本一の勇猛児か！？パロディ、パスティーシュ、諷刺、諧謔

（かいぎゃく）、文章（もんじょう）の名手が贈る。 

 

録音 妻が椎茸だったころ ラジオ文芸館 

27 中島京子（ナカジマ，キョウコ）著／阿部陽子（アベ，ヨウコ）朗読 

デイジー43 分  

ＮＨＫ■先に逝った妻がレシピ帳に残した言葉が、夫婦の記憶の扉を開く。 

 

録音 薄田泣菫の爺さんの話 朗読 

28 薄田泣菫（ススキダ，キュウキン）著／八木光生（ヤギ，コウセイ）朗読 

デイジー1 時間 17 分  

ＮＨＫ■「法隆寺の老人」「支那老爺と繍眼兒（めじろ）」「釜屋の老人」「世間」（目次より）。 
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録音 中島敦の妖怪の話 朗読 

29 中島敦（ナカジマ，アツシ）著／川久保潔（カワクボ，キヨシ）朗読 

デイジー1 時間 16 分  

ＮＨＫ■「文字禍（もじか）」「悟浄出世抄（ごじょうしゅっせしょう）」（目次より）。 

 

録音 水野広徳の悪ガキの話 朗読 

30 水野広徳（ミズノ，ヒロノリ）著／小宮和枝（コミヤ，カズエ）朗読 

デイジー1 時間 16 分  

ＮＨＫ■「上中の川組」「お囲池の主」「椋の実と新聞配達」「『坊っちゃん』の中学校（上）（下）」

「修学旅行とストライキ」「掉尾（ちょうび）の乱闘」（目次より）。 

 

録音 源氏物語、千年紀・選 古典講読 

31 伊井春樹（イイ，ハルキ）解説／加賀美幸子（カガミ，サチコ）朗読 

デイジー37 時間 55 分  

ＮＨＫ■世界最古の長編小説として、日本が世界に誇る文学作品「源氏物語」が、史実に登場した、

1008 年１１月１日から数え、2008 年で成立 1000 年という、節目を迎える。それを記念して、

日本人の「男と女それぞれの生き方」や、「美徳」などの意識を改めて回顧しつつ、その不滅の魅

力を紹介する。作品の一部を朗読した後、その部分の解説が入る。繰り返しながら全文を読み進め

ていく。 

 

録音 ＮＨＫ障害福祉賞入選作品集 第 48 回 

32 NHK 編 デイジー4 時間 15 分 

ＮＨＫ■最優秀「神様の弟子と暮らす」、優秀「いつも前向きで」「母と妻と、時々障害者」「発達

障害ピンチサーバー」「北海道一周自転車旅行 父と子の 2433.8Km の軌跡」ほか収録。 

 

 カウンセリング １タイトル 

録音 さよならの先 

33 志村季世恵（シムラ，キヨエ）［著］ デイジー6 時間 10 分 

講談社（2013）■いのちの終わりが迫った人が、大切な人に残す「最後のメッセージ」。自分が

死んだ後も、家族や恋人を支え続けられる言葉とは？多くの人を看取ってきたセラピストによる、

人が愛おしくなるエッセイ集。 

 

録音 



メールにいがた 108号（2014年 6月号）別冊 

8 
 

 

 宗教 １タイトル 

録音 置かれた場所で咲きなさい 

34 渡辺和子（ワタナベ，カズコ）著 デイジー3 時間 2 分 

幻冬舎（2012）■どんな花でも咲けない日があります。その時は、根を下へ下へと降ろしましょ

う。つらい日々も笑える日につながっているのです…。読む人の心に和らぎをもたらす言葉を紹介。 

 

 歴史 １タイトル 

録音 武士の家計簿 「加賀藩
か が は ん

御算用者
ごさんようもの

」の幕末維新 

35 磯田道史（イソダ，ミチフミ）著 デイジー6 時間 52 分 

新潮社（2003）■東京・神田の古書店で、加賀藩士がつけた「家計簿」が発見された。饅頭ひと

つ買っても記録した詳細なものである。金沢城下の武士の暮らしぶりが手にとるようにわかる。家

計簿をつけたのは加賀藩御算用者・猪山直之（いのやまなおゆき）。藩の経理係であり、将軍家か

ら前田家へ輿入れした姫様のそろばん役を務めていた。幕末明治から大正にかけて、激動期を生き

た家族の肖像写真。 

 

 伝記 ３タイトル 

録音 光の人中村久子 下 マンガ伝記 

36 藤木てるみ（フジキ，テルミ）著 デイジー4 時間 42 分 

探究社（2004）■３歳の時、病気で両手足を失った中村久子さんの一生。自活するために見世物

芸人に出る決心をするための、全半生をマンガで綴る。 

 

録音 皇帝フリードリッヒ二世の生涯 上 

37 塩野七生（シオノ，ナナミ）著 デイジー12 時間 9 分 

録音 皇帝フリードリッヒ二世の生涯 下 

38 塩野七生（シオノ，ナナミ）著 デイジー10 時間 55 分 

新潮社（2013）■シチリア王にして神聖ローマ帝国皇帝であり、後世に「世界の驚異」と呼ばれ

た男、フリードリッヒ二世の生涯を描く。上は、幼少時代からロンバルディア同盟解体まで、下は、

ブレッシア攻防戦からフリードリッヒ二世の死後までを収録。 

 

 

録音 
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 政治 １タイトル 

録音 北朝鮮で何が起きているのか 金
キム

正 恩
ジョンウン

体制の実相 

39 伊豆見元（イズミ，ハジメ）著 デイジー6 時間 45 分 

筑摩書房（2013）■弾道ミサイル発射、核実験、南北朝鮮の休戦協定白紙化…。北朝鮮が挑発を

繰り返す裏には、金正恩の深刻な権威不足があった。北朝鮮ウォッチャーの第一人者が現状を的確

に分析し、日本や国際社会がとるべき対応を提示する。 

 

 社会福祉 １タイトル 

録音 ふくしまに生きるふくしまを守る 警察官と家族の手記 

40 福島県警察本部（フクシマケン ケイサツ ホンブ）監修 

デイジー7 時間 33 分  

福島県警察互助会（2012）■千年に一度とも言われる巨大地震と大津波、そして原発事故。日本

の警察として経験のない事態に立ち向かった警察職員とその家族の思いをつづった手記集。70 篇

で構成。 

 

 教育 １タイトル 

録音 アメリカ下層教育現場 

41 林壮一（ハヤシ，ソウイチ）著 デイジー5 時間 56 分 

光文社（2008）■アメリカ在住のノンフィクションライターである著者は、恩師に頼まれ高校の

教壇に立つことになった。そこは、市内で最も学力の低い子供たちが集まる学校だった。希望を見

出せない子供たちに著者は全力で向かい合っていくが…。 

 

 民話 １タイトル 

録音 稲城
いなぎ

の昔ばなし 

42 
東京都稲城市教育委員会（トウキョウト イナギシ キョウイク イイン

カイ）編 デイジー1 時間 54 分 

稲城市教育委員会（2007）■稲城市に伝承された昔ばなし 30 話を収録。 

 

 

 

録音 
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 医学 １タイトル 

録音 末期がんを克服した医師のゲルソン療法のススメ 

５年生存率０％からの生還 43 

 星野仁彦（ホシノ，ヨシヒコ）著 デイジー6 時間 38 分 

アスコム（2010）■ゲルソン療法とにんじんジュースが私の命を救ってくれた！５年生存率０％

という統計をくつがえし、ゲルソン療法でがんと闘った医師による闘病記。星野式ゲルソンレシピ

付き。 

 

 白書 ２タイトル 

録音 厚生労働白書 平成 25 年版 

44 厚生労働省（コウセイ ロウドウショウ）編 

デイジー8 時間 50 分 カセット６巻  

日経印刷（2013）■結婚、出産・子育て、仕事というライフイベントに関連した意識等に焦点を

当て、他の世代や諸外国との比較も行うことによって現在の若者の意識や考え方の特徴を浮き彫り

にする。様々な若者への支援施策も紹介。 

 

録音 食料・農業・農村白書 平成 24 年度 

45 農林水産省（ノウリン スイサンショウ）編 デイジー53 分 

[農林水産省]（2012）■第１章東日本大震災からの復興・復興への歩み、第２章食料の安定供給

の確保に向けた取組、第３章農業の持続的な発展に向けた取組、第４章地域資源を活かした農村の

振興・活性化。 

 

 化学 １タイトル 

録音 破綻 バイオ企業・林 原
はやしばら

の真実 

46 林原靖（ハヤシバラ，ヤスシ）著 デイジー6 時間 23 分 

ワック（2013）■岡山の地で創業し、130 年にわたり、世界に知られるバイオ先端企業として

発展してきた「林原」が破綻した。黒字を計上し続けてきた優良企業に何が起こったのか？「林原」

の経営者のひとりであった著者が真実を綴る。 
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 料理 １タイトル 

録音 クッキングペーパー使いこなしレシピ８０ これひとつで料理上手！  

47 ライオン株式会社監修 デイジー3 時間 31 分 

双葉社（2013）■クッキングペーパーを使えば、料理がもっとおいしくなる！ぶり大根やとんか

つなどの慣れ親しんだメニューから、ごちそうレシピ、お弁当、おやつまで、リードヘルシークッ

キングペーパーの特徴を活かした８０品の料理を紹介。 

 

 ペット １タイトル 

録音 動物の診察室から 

48 草村正人（ソウムラ，マサト）著 デイジー6 時間 30 分 

新潟日報事業社（2013）■病気で苦しんでいる動物たちを助けたい―動物大好きの獣医師がつづ

る、わんちゃん、猫ちゃん、診療日誌。新潟日報好評連載を単行本化！ 

 

 音楽 １タイトル 

録音 西洋音楽史 印象派以後 

49 柴田南雄（シバタ，ミナオ）著 デイジー16 時間 4 分 

音楽之友社（1967）■近代・現代音楽（1900 年～現代）の流れを解説。前半では２つの体制を

区切りとして、３つの時代区分にしたがって、その作曲様式等の変遷を述べ、後半では国別に主要

な作曲家と作品を紹介しています。 

 

 スポーツ ２タイトル 

録音 弱くても勝てます 開成高校野球部のセオリー 

50 高橋秀実（タカハシ，ヒデミネ）著 デイジー6 時間 35 分 

新潮社（2012）■練習時間、グランド、施設、すべてが足りない！超進学校・開成高校野球部が

考えた常識破りの方法とは？部員に密着し、弱くても勝つための大胆な発想と戦略を探る。 

 

録音 カリスマサイクリスト鳴嶋
なるしま

英雄
ひでお

の自転車（ロードバイク）の楽しみ方 

51 光森忠勝（ミツモリ，タダカツ）著 デイジー5 時間 55 分 

朝日新聞出版（2012）■サイクルチーム“なるしまフレンド”の主宰者であり、カリスマ的自転

車人として知られる鳴嶋英雄のロードバイクの楽しみ方を紹介する。これから自転車をはじめる人

に向けた心得なども掲載。 

録音 
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 児童 １タイトル 

録音 いっしょに歩こう 元実験犬ハッピーの物語 

52 ホリコシアイコ作／加藤真砂美（カトウ，マサミ）絵 デイジー57 分 

新風舎（2007）■動物実験犬として生まれ育ち、人間のためにつらい実験に耐えてきたハッピー。

「ワン」となくことすらできなかった状態から、あたたかい家族の愛情につつまれて、幸せを見つ

けるまで―。 

 

 4 月～5 月 サピエ図書館の新刊図書 

 録音図書 10 タイトル 

録音 司書はひそかに魔女になる 

53 大島真理（オオシマ，マリ）著 デイジー3 時間 47 分 

日ラ情文製作  

郵研社（2013）■東日本大震災をくぐり抜けた“魔女”が、復興途上の東北から送るエール。「『黙

過』ということ」「非常時の図書館」「アナログ新聞」など、図書館をめぐる２０のエピソードを収

録。13 冊の本、15 本の映画・ドラマも紹介。 

 

録音 武器より一冊の本をください 少女マララ・ユスフザイの祈り 

54 ヴィヴィアナ・マッツァ著／横山千里（ヨコヤマ，チサト）訳 

デイジー3 時間 16 分 西宮視障製作  

金の星社（2013）■わたしが勉強したいという思いを、銃で撃つことはできない－。女性の教育

について訴え、タリバンに撃たれた少女マララ・ユスフザイの物語。彼女の国連演説抄録（和訳）

も掲載。 

 

録音 長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい 健康プレミアムシリーズ 

55 槙孝子（マキ，タカコ）著／鬼木豊（オニキ，ユタカ）監修 

デイジー2 時間 50 分 横須賀点製作  

アスコム（2013）■第２の心臓と呼ばれるほど重要な働きをもつ、ふくらはぎ。１日５分もむだ

けで、体が温まって免疫力がアップする、新健康法ふくらはぎマッサージを、体験談を交えて紹介

する。 

 

 

録音 
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録音 ｉＰｈｏｎｅ
ア イ フ ォ ン

買っちゃった！？ けど、使いこなせてないあなたへ 

56 美崎栄一郎（ミサキ エイイチロウ）著 デイジー4 時間 50 分 

大阪府立中央製作  

ビジパブ（2013）■機械部品メーカーの営業マン伊達浩志は、iPhone を買わざるを得ない状況

に。少しずつ使いこなしていくと…。iPhone の使い方を物語形式で解説。ソフトバンク、au、NTT

ドコモ＆iPhone５ｓ／５ｃ対応。 

 

録音 アトミック・ボックス 

57 池澤夏樹（イケザワ，ナツキ）著 デイジー13 時間 58 分 

鳥取点図製作  

毎日新聞社（2014）■（推理小説）父には知らない顔があった。美汐（みしお）27 歳。瀬戸内

海の逃避行、追手はあまりにも大きい。震災後文学最高峰「核」めぐるサスペンス誕生。 

 

録音 軌跡
きせき

 

58 今野敏（コンノ，ビン）著 デイジー5 時間 18 分 桐生点図製作 

KADOKAWA（2014）■（推理小説）若い男性が血を流して倒れているのが発見された。心理

調査官の島崎優子と組んで聞き込みを行うことになった大島刑事たちは、彼女の言葉に事件解決の

糸口を見出すが…。「老婆心」をはじめ全６編を収録した短編集。 

 

録音 ケシゴムは嘘を消せない 

59 白川三兎（シラカワ，ミト）著 デイジー6 時間 56 分 熊本点図製作 

講談社（2014）■（恋愛小説）離婚が成立して一人やけ酒をあおる男の部屋に、女性の透明人間

が侵入する。何でも消してしまえる特殊能力を持つ女は、謎の「組合」に追われていると男に助け

を求めた。奇妙で不思議な同棲生活の行方と「見えない」恋の結末は…？ 

 

録音 ジャーニー・ボーイ 

60 高橋克彦（タカハシ，カツヒコ）著 デイジー8 時間 43 分 

旭川点図製作  

朝日新聞出版（2013）■（時代・歴史小説）明治十一年、英語が堪能で腕も立ち、“ピストル・

ボーイ”の異名を持つ伊藤鶴吉は、イザベラ・バードという英国人女性探検家の旅行に同行するこ

とを岸田吟香（きしだぎんこう）から依頼される。通訳兼護衛役の密命を帯びていた。真実の日本

の姿を見聞するために、好奇心旺盛で自由奔放にふるまうバードに伊藤は悩まされる。日光を目指

す二人に、反政府勢力の魔手が迫る…。東北みちのくを舞台とした奇跡の明治冒険譚！ 

録音 
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録音 恋しくて ten
テ ン

 selected
セレクテッド

 love
ラ ブ

 stories
ストーリーズ

 

61 村上春樹（ムラカミ，ハルキ）編訳 デイジー12 時間 15 分 

日点図製作  

中央公論新社（2014）■（恋愛小説）村上春樹が選んで訳した海外の短編恋愛小説９編に、訳者

自身の書き下ろし短編「恋するザムザ」を加えた、全 10 編の恋愛小説集。 

 

録音 お父さんの恋人 

62 ユン・テヒ著 デイジー7 時間 周南視障図製作 

創芸社（そうげいしゃ）（2013）■（恋愛小説）私は、両親の子どもではなく、父とその恋人の

子どもだった－。時代に引き裂かれた韓国人男性と日本人女性の悲しい恋。著者が父の体験談をも

とに描いた、限りなくノンフィクションに近い恋愛小説。 

 

 シネマデイジー 14 タイトル 

新しいデイジー図書である「シネマデイジー」をご紹介します。 

 シネマデイジーとは、一枚のＣＤに映画本編の主音声と、登場人物の動きや場面、

背景等の視覚情報を言葉で説明した音声解説をともに録音したものです。映画の映

像を見ることはできませんが、お手持ちのデイジー再生機で手軽に映画の音声を楽

しむことができます。貸し出しができる作品を、順次ご紹介していきます。 

いずれも貸し出しができますので、当館までお申込みください。 
 

録音 ［シネマデイジー］男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け 

63 山田洋二（ヤマダ，ヨウジ）監督 デイジー1 時間 53 分 

日本（1976）■寅さんが飲み屋で知り合った老人は、日本画の大家だった。兵庫で老人と再会し

た寅さんは、宴会の席で美人芸者にひと目ぼれしてしまう。シリーズ第 17 作。 

 

録音 ［シネマデイジー］Always 三丁目の夕日 

64 山崎貴（ヤマザキ，タカシ）監督 デイジー2 時間 17 分 

日本（2005）■昭和 33 年東京下町。自動車修理工場に、少女が集団就職でやってくる。一方、

駄菓子屋の店主で売れない小説家は、好きな飲み屋のおかみに頼まれて、少年を世話することにな

る。第 29 回日本アカデミー賞作品賞ほか受賞。 

 

 

録音 
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録音 ［シネマデイジー］Always 続・三丁目の夕日 

65 山崎貴（ヤマザキ，タカシ）監督 デイジー2 時間 33 分 

日本（2007）■昭和 34 年の東京。黙って去った飲み屋のおかみを思いながら少年と暮らす駄菓

子屋の店主のもとに、少年の実父が少年を連れ戻しに来る。第 31 回日本アカデミー賞主演男優賞

ほか受賞。 

 

録音 ［シネマデイジー］歩いても歩いても 

66 是枝裕和（コレエダ，ヒロカズ）監督 デイジー1 時間 58 分 

日本（2007）■夏の終わり、開業医の父とソリのあわない主人公は、兄の命日のため妻子を連れ

て久々に帰郷する。久々に顔を揃えたある一家を描いた、ほろ苦くも温かな家族ドラマ。第 51 回

ブルーリボン賞助演女優賞ほか受賞。 

 

録音 ［シネマデイジー］鬼平犯科帳 劇場版 

67 小野田嘉幹（オノダ，ヨシキ）監督 デイジー1 時間 49 分 

日本（1995）■池波正太郎原作の時代劇「鬼平犯科帳」の劇場版、松竹創業 100 周年記念作品。

“鬼の平蔵”と恐れられる火付け盗賊改方・長谷川平蔵の活躍を描く。鬼平の抹殺を企む悪の大組

織が、悪行の限りを尽くして、鬼平へと戦いを挑む。  

 

録音 ［シネマデイジー］隠し剣・鬼の爪 

68 山田洋次（ヤマダ，ヨウジ）監督 デイジー2 時間 16 分 

日本（2004）■幕末の東北・海坂藩（うなさかはん）。秘剣を伝授された下級武士が、藩のお家

騒動に巻き込まれる一方、かつての奉公人の娘との身分を越えた恋に心揺れる姿を描く。 

 

録音 ［シネマデイジー］風と共に去りぬ 

69 ビクター・フレミング監督 デイジー3 時間 55 分（CD２巻） 

アメリカ（1939）■南北戦争を舞台に、大地主の娘スカーレット・オハラが、愛や戦争に翻弄さ

れながらも力強く生き抜く姿を描く。第 12 回アカデミー賞作品賞ほか受賞。 

 

録音 ［シネマデイジー］蒲田行進曲 

70 深作欣二（フカサク，キンジ）監督 デイジー1 時間 52 分 

日本（1982）■映画スターと大部屋俳優、そして２人の間で揺れ動く女優。３人の奇妙な人間関

係を、撮影所の舞台裏を織り交ぜて描く。第 86 回直木賞を受賞した同名小説を映画化。第 6 回日

本アカデミー賞最優秀作品賞ほか受賞。 

 

録音 
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録音 ［シネマデイジー］崖の上のポニョ 

71 宮崎駿（ミヤザキ，ハヤオ）監督 デイジー1 時間 45 分 

日本（2008）■崖の上の一軒家に暮らす男の子はある日、家出してきたさかなの子・ポニョと出

会う。それ以来、彼らの間に絆が芽生えていくのだが…。第 32 回日本アカデミー賞最優秀アニメ

ーション作品賞ほか受賞。 

 

録音 ［シネマデイジー］キューポラのある街 

72 浦山桐郎（ウラヤマ，キリオ）監督 デイジー1 時間 43 分 

日本（1962）■鋳物工場の街・埼玉県川口市を舞台に、貧しくとも強くたくましく、明るく美

しく生きてゆく若者たちの姿を等身大で描く。早船ちよ著の同名小説を映画化。第 13 回ブルー

リボン賞作品賞ほか受賞。 

 

録音 ［シネマデイジー］銀河鉄道の夜 

73 杉井ギサブロー（スギイ，ギサブロウ）監督 デイジー1 時間 52 分 

日本（1985）■星祭りの夜、ジョバンニは不思議な汽車に乗り、銀河の旅に出る…。宮沢賢治

著の物語を、猫を主人公にしたアニメーションで描く。 

 

録音 ［シネマデイジー］ 紅
くれない

の豚 

74 宮崎駿（ミヤザキ，ハヤオ）監督 デイジー1 時間 36 分 

日本（1992）■1920 年代のイタリア・アドリア海。賞金稼ぎの飛行艇乗りとして最も名を上

げていた男は、自らに魔法をかけて豚の姿になっていた。一大航空活劇。 

 

録音 ［シネマデイジー］皇帝ペンギン 

75 リュック・ジャケ監督 デイジー1 時間 30 分 

フランス（2005）■絶食して必死に卵をあたためる父ペンギン。エサを求めて命がけの旅に出

る母ペンギン。南極に生きる皇帝ペンギンの親子愛を描いたドキュメンタリー。第 78 回アカデ

ミー賞ドキュメンタリー長編賞受賞。 

 

録音 ［シネマデイジー］ゴッドファーザー 

76 フランシス・フォード・コッポラ監督 デイジー2 時間 59 分 

アメリカ（1972）■アメリカで巨万の富を築いたマフィア、コルレオーネ一家の家族模様と、

敵対するファミリーとの血の抗争や苦悩などを描いた壮大な物語。第 45 回アカデミー賞作品賞

ほか受賞。 

 

録音 
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 貸出準備中 4 タイトル 

 もうすぐ貸し出しできる図書をご紹介します！ 

 現在、製作中／準備中の図書の中から、まもなく貸し出しできる予定のタイトル

をご紹介します。予約を受け付けておりますので、ご希望の図書がありましたら当

館までお申込みください。発送準備ができた時点で、予約順に貸し出しを始めます。 

 

録音 後見
うしろみ

の月 鎌倉河岸捕物控 24 の巻 

201 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 

角川春樹事務所（2014）■（時代・歴史小説）仲秋八月一日は、「八朔（はっさく）」と称し、

白無垢を着た花魁道中（おいらんどうちゅう）が行われるのが仕来りだ。祝儀を届けることに

なった政次は…。 

 

録音 安南
あんなん

から刺客
しかく

 新・古着屋総兵衛８ 

202 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 

新潮社（2014）■（時代・歴史小説）京の錦市場で忽然と姿を消した桜子としげの消息は依

然として知れないままであった。総兵衛は御堂に篭りひたすら思念を送り続ける。一方、江戸

では、大黒屋へとつながる秘密の地下道を探り当てた元同心池辺三五郎が不穏な動きを見せ始

めた。 

 

録音 女のいない男たち 

203 村上春樹（ムラカミ，ハルキ）著 

文芸春秋（2014）■絡み合い、響き合う６編の物語。村上春樹、９年ぶりの短編小説世界。 

 

録音 岳飛伝
がくひでん

８ 龍 蟠
りゅうばん

の章 

204 北方謙三（キタカタ，ケンゾウ）著 

集英社（2014）■中華の外の地域で変化が起きていた。西遼では耶律大石が死に、南方では

秦容が街を拡大。基盤作りを始めた岳飛を南宋の軍が狙う。そして梁山泊と南宋が遂に激突し

…。 

 

  

録音 
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 点字図書 35 タイトル 

 文学 11 タイトル 

点字 穴 

1 小山田浩子（オヤマダ，ヒロコ）著 3 冊 

新潮社（2014）■（芥川賞）仕事を辞め、夫の田舎に移り住んだ夏。奇妙な獣の姿を見かけた私

は、後を追ううちに得体の知れない穴に落ちた。 

 

点字 轍
わだち

が弔うお前の恨み 

2 勝目梓（カツメ，アズサ）著 5 冊 

徳間書店（1989）■（推理小説）小平市のタクシー運転手・宮原が刺殺され、車ごと黒焦げ死体

で発見された。宮原と親しかった同僚の小関は、実直な宮原の死に不審を抱いた。怨恨の線は考え

られない。強盗の犯行か…。傑作サスペンス。 

 

点字 地獄堂
じごくどう

霊界
れいかい

通信
つうしん

３ 完全版 

3 香月日輪（コウズキ，ヒノワ）著 4 冊 

講談社（2009）■てっちゃん・リョーチン・椎名のワルガキトリオは、山で神隠しにあってしま

った友だちを捜すため、街はずれにある謎の薬屋「地獄堂」のおやじの力を借り、「神の国」を目

指すことに…。全５話を収録。 

 

点字 神々の黄昏
たそがれ

 帝国の死角 第２部 

4 高木彬光（タカギ アキミツ）著 6 冊 

光文社（1972）■（推理小説）戦後 20 数年の歳月が奇怪な因縁を生みだし、「鈴木文書」の謎

が連続殺人事件に発展。著者のスケール雄大な大河本格ミステリー！ 

 

点字 聖女伝説 

5 多和田葉子（タワダ，ヨウコ）著 3 冊 

太田出版（1996）■「少女」から「美しき死」が奪い去られてしまったら、「少女」はいったい

誰になるのか。オフィーリアの系譜に決別する画期的な少女小説の誕生。性と生と聖の少女小説。 
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点字 らっきょうの花 星の章 

6 花登筺（ハナト，コバコ）著 5 冊 

光文社（1973）■北陸・越前海岸を舞台に、「幸せの花」を咲かせようと懸命に生きる女たちの

姿を描く、才筆・花登筺の傑作長編。 

 

点字 永遠の０
ゼロ

 

7 百田尚樹（ヒャクタ，ナオキ）著 7 冊 

太田出版（2006）■生への執着を臆面もなく口にし、仲間からさげすまれたゼロ戦パイロット。

「生きて帰る」という妻との約束にこだわり続けた男は、なぜ特攻を志願したのか？はるかなる時

を超えて結実した、苛酷にして清冽なる愛の物語。 

 

点字 牢獄
ろうごく

の超人 

8 美達大和（ミタツ，ヤマト）著 6 冊 

中央公論新社（2012）■将来への希望に満ちた青年の命を奪い、組を破門された遼は、長期刑務

所で服役することになった。自らの罪と向き合うこともなく無反省な日々を過ごしていたが、「超

人」と畏怖される男と出会い…。無期懲役囚が描く衝撃の物語。 

 

点字 水の葬列 

9 吉村昭（ヨシムラ，アキラ）著 5 冊 

新潮社（1976）■妻を殺し、山奥のダム工事現場へ入り込んだ男と、水没を目前にしながらも沈

黙を続ける集落の人々。彼らの心の交流を描いた表題作など、全６編を収録。 

 

点字 結論はまた来週 

10 高橋秀実（タカハシ，ヒデミネ）著 5 冊 

角川書店（2011）■人生はつまらなくて結構、生きがいなんて必要ない。生きてるだけでおめで

とう！若者と、かつて若者だった人たちに贈る、ヒデミネ流人生訓。 

 

点字 情報への作法 

11 日垣隆（ヒガキ，タカシ）［著］ 8 冊 

講談社（2011）■本書は、「表層的な人物紹介や商品開発自慢や整理術のような枠から思いきり

抜け出して、真摯で感銘深い人生ドキュメント」として、１９９７年に出版された『情報の技術』

の復刊文庫版である。今日読み返すと、時代はすべて「この本」に書かれた通りになった。徹底し

た現場密着主義が生みだした、永遠に読み継がれるべき 25 本のルポルタージュ集。 
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 歴史 ２タイトル 

点字 歴史学ってなんだ？ 

12 小田中直樹（オダナカ，ナオキ） 3 冊 

ＰＨＰ研究所（2012）■歴史学には、コミュニケーション改善のツールや、常識を覆す魅力的な

「知の技法」が隠されていたのだ！歴史小説と歴史書のちがいや、従軍慰安婦論争などを例に、日

常に根ざした存在意義を模索する。歴史家たちの仕事場を覗き「使える教養」の可能性を探る、素

人のための歴史学入門講座。 

 

点字 父と母の歴史 私たちの昭和史 

13 鶴見和子（ツルミ，カズコ）著／市川禎夫（イチカワ，サダオ）絵 

4 冊  

筑摩書房（1969）■父母の戦争体験を具体的に綴った旧著（「新中学生全集」の１巻として 1962

年刊）にその後の事件を加える。 

 

 法令集 5 タイトル 

点字 障害者の雇用の促進等に関する法律 

14 2 冊 

総務省法令データ提供システム（2013）■障害者の雇用や職業生活上の自立を促進するための措

置を講じ、障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律。現行の平成 25 年６月 19 日改正内

容全文。 

 

点字 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずる

ための関係法律の整備に関する法律 他 15 

 1 冊 

総務省法令データ提供システム（2013）■平成 24 年６月 27 日公布の表題ほか、平成 25 年６

月 19 日改正の「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」を収録。 
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点字 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 

いじめ防止対策推進法 他 16 

 2 冊 

総務省法令データ提供システム（2013）■表題ほか、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」「配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の全４法令を収録。 

 

点字 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

17 3 冊 

総務省法令データ提供システム（2013）■地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サー

ビスの充実等必要な支援を総合的に行なうことを目的とした法律。「障害者自立支援法」を改正し、

平成 25 年４月１日施行。 

 

点字 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行規則 18 

 1 冊 

総務省法令データ提供システム（2013）■平成 23 年 11 月 28 日改正の「精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行令」と、平成 24 年７月５日改正の「精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律施行規則」を収録。 

 

 経営 １タイトル 

点字 経営者のための、にいがた士業ネット便利帳 

19 士業ネット便利帳編集委員会（シギョウ ネット ベンリチョウ 

ヘンシュウ イインカイ）ほか編集 2 冊  

ＮＰＯ法人にいがた士業ネット（2012）■新潟県内に事務所・連絡先のある、「弁護士」「公認会

計士」「不動産鑑定士」「司法書士」「税理士」「社会保険労務士」「行政書士」といった法律関連の

専門職から、「宅地建物取引主任者」「ファイナンシャルプランナー」「ネットマーケティング・コ

ンサルタント」といった幅広い分野の専門職まで、企業経営に役立つ専門家（士業）の方々をご紹

介する冊子。 
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 統計 １タイトル 

点字 平成 22 年国勢調査人口等基本集計結果 結果の概要 

20 総務省統計局（ソウムショウ トウケイキョク）編 4 冊 

総務省統計局（2011）■平成 22 年国勢調査による、男女別・年齢別人口、世帯、住居に関する

結果、高齢者世帯等に関する結果について集計した人口等基本集計の概要をまとめる。 

 

 文化社会学 １タイトル 

点字 （英語２級）Ｌｅｔ
レ ッ

’
ツ

ｓ Ｅｎｇｌａｎｄ
イ ン グ ラ ン ド

 

Ａ
ア

 Ｆｏｒｅｉｇｎ
フ ォ ー リ ン

 Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｅｎｔ
コ レ ス ポ ン デ ン ト

 Ｃｏｍｅｓ
カ ム ズ

 

Ｈｏｍｅ
ホ ー ム

 

21 

 

 コリン・ジョイス著 3 冊 

ＮＨＫ出版（2011）■気候や料理などベーシックな話題から、社会の真相に迫る奥深いテーマま

で、イギリス人なら誰もが共有している習慣や感覚を、異邦人の目であらためてじっくり観察。「本

当の英国」をユーモアたっぷりに解説した至極のガイド。英語 2 級。 

 

 福祉 １タイトル 

点字 みんなで知っ得「助かる」「助ける」 

視覚障害者のための防災対策マニュアル 22 

 

日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会（ニホン モウジン シャ

カイ フクシ シセツ キョウギカイ ジョウホウ サービス ブカイ）

［編］ 2 冊 

日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会（2012）■災害から視覚障害者自身が助かるため、

また視覚障害者を助けるための、日頃の備え等を解説。東日本大震災や新燃岳（しんもえだけ）の

噴火で得た教訓を加筆した増補版。非売品。 
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 医学・健康 2 タイトル 

点字 職場の人間関係とメンタルヘルス 

労災保険の新しい精神障害認定基準を参考に 23 

 
中央労働災害防止協会（チュウオウ ロウドウ サイガイ ボウシ キョ

ウカイ）編 3 冊 

中央労働災害防止協会（2012）■職場での対人トラブルなどによるストレスの現状、精神障害に

よる新たな労災認定基準、ストレス軽減やハラスメント防止のポイントなどを解説。 

 

点字 一発合格！アロマテラピー検定１級・２級テキスト＆問題集 

24 木田順子（キダ，ジュンコ）著 7 冊 

高橋書店（2012）■アロマテラピー検定１級・２級の対策が同時にできる参考書。出題されるポ

イントに絞って解説し、練習問題と模擬問題を収録。2012 年度からの新試験に対応。 

 

 児童 11 タイトル 

点字 金原瑞人〈監修〉による 12 歳からの読書案内 海外作品 

25 金原瑞人（カネハラ，ミズヒト）監修 4 冊 

すばる舎（2006）■10 代で出合う本は「誰にも言えない悩み」に応えてくれる。強く生きる「勇

気」を与えてくれる－。世界各国の若者たちが愛読しているヤングアダルトセレクト、海外の名作

100 冊を紹介。中・高校生向け。 

 

点字 学歴入門 14 歳の世渡り術 

26 橘木俊詔（タチバナキ，トシアキ）著 3 冊 

河出書房新社（2013）■進学、就職、結婚など、人生にまとわりつく「学歴」。学歴の成り立ち

から現在の大学事情まで、大学とは何を学ぶべき場所なのかを正しく明らかにする。世界各国の実

情にも言及。中・高校生向け。 

 

点字 羽州
うしゅう

ものがたり 

27 菅野雪虫（スガノ，ユキムシ）[著] ４冊 

角川書店（2011）■ひとつしか瞳をもたない鷹のアキと暮らす少女・ムメは、都から来たばかり

の少年・春名丸と出会った。やがて見違えるような娘へと育ったムメは、春名丸との友情をはぐく

んでいく。だがそのころ、羽州では都に対する戦いが起きようとしていて…。中学生向け。 
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点字 読む知る話すほんとうにあったお話 １年生 

28 笠原良郎（カサハラ，ヨシロウ），浅川陽子（アサカワ，ヨウコ）監修 

1 冊  

講談社（2012）■1900 年以降の本当にあった出来事を８話紹介。もっと知りたい子のための「も

うひとつのお話」コラム、もっと話したい子のための「お話のかいだん」ページ、もっと読みたい

子のための「巻末ブックガイド」も収録。小学校低学年向け。 

 

点字 読む知る話すほんとうにあったお話 ２年生 

29 笠原良郎（カサハラ，ヨシロウ），浅川陽子（アサカワ，ヨウコ）監修 

1 冊  

講談社（2012）■1900 年以降の本当にあった出来事を１０話紹介。もっと知りたい子のための

「もうひとつのお話」コラム、もっと話したい子のための「お話の木」ページ、もっと読みたい子

のための「巻末ブックガイド」も収録。小学校低学年向け。 

 

点字 読む知る話すほんとうにあったお話 ３年生 

30 笠原良郎（カサハラ，ヨシロウ），浅川陽子（アサカワ，ヨウコ）監修 

1 冊  

講談社（2012）■1900 年以降の本当にあった出来事を 11 話紹介。もっと知りたい子のための

「もうひとつのお話」コラム、もっと話したい子のための「お話の根」ページ、もっと読みたい子

のための「巻末ブックガイド」も収録。小学校中学年向け。 

 

点字 読む知る話すほんとうにあったお話 ４年生 

31 笠原良郎（カサハラ，ヨシロウ），浅川陽子（アサカワ，ヨウコ）監修 

1 冊  

講談社（2012）■1900 年以降の本当にあった出来事を１２話紹介。もっと知りたい子のための

「もうひとつのお話」コラム、もっと話したい子のための「お話のつみ木」ページ、もっと読みた

い子のための「巻末ブックガイド」も収録。小学校中学年向け。 

 

点字 図書室からはじまる愛 

32 パドマ・ヴェンカトラマン著／小梨直（コナシ，ナオ）訳 4 冊 

白水社（2010）■1941 年、インド。お嬢さまとして何不自由なく育ったヴィドヤは、尊敬する

父親が重いけがを負ったことで生活が一変、苦しみの日々を送るようになる。しかし、禁じられた

図書室にしのび込んだことから、希望を見いだしていく…。中・高校生向け。 
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点字 きみ、ひとりじゃない 

33 デボラ・エリス作／もりうちすみこ訳 ３冊 

さ・え・ら書房（2011）■なぜ、命がけでドーバー海峡をわたるのか?戦乱のバグダッドを去っ

た 15 歳のアブドゥルは、フランス、カレーの移民キャンプ「ジャングル」からイギリスへ向かお

うとする。立ちはだかる高波と国境の壁。中・高校生向け。 

 

点字 シフト 

34 ジェニファー・ブラッドベリ作／小梨直（コナシ，ナオ）訳 4 冊 

福音館書店（2012）■高校を卒業して、大学が始まるまでの夏休み、親友のクリスとウィンは 2

カ月かけてアメリカ大陸を横断する自転車旅行に出かける。だが、ゴールの西海岸に到着する寸前、

ウィンは突然姿をくらます。大学が始まっても戻らないウィン。行方不明となったウィンを捜して、

クリスはふたたび二人で通った道を辿る。中・高校生向け。 

 

点字 りっぱな兵士になりたかった男の話 

35 グイード・スガルドリ作／杉本あり（スギモト，アリ）訳 2 冊 

講談社（2012）■カスパールは、小屋を見はりつづける。たとえ、敵がひとりもやってこなくて

も…。イタリアアンデルセン賞受賞作家がユーモアをまじえて描く、戦争のむなしさ。小学校高学

年・中学生向け。 

 

 

 ４月～５月 サピエ図書館の新刊図書 

 点字図書 10 タイトル 

点字 裏の顔まで見える本当の心理テスト 

あなたの隠れた本性があばかれる… 36 

 
章月綾乃（ショウズキ，アヤノ）著／碓井真史（ウスイ，マフミ）監修 

3 冊 熊本点図製作 

西東社（2013）■なにげなく選んだ答えに、普段無意識に考えていること、思っていることがあ

らわれる！ 性格から恋愛・結婚、対人・コミュニケーション、マネー、仕事・社会生活まで、本

当の自分が浮かび上がる心理テストを紹介する。 
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点字 いくつになっても、脳は磨ける  「アンチエイジング脳」読本 

37 築山節（ツキヤマ，タカシ）［著］ 2 冊 ヘレン図製作 

講談社（2014）■脳神経外科専門医が教える、お金もかけず、今すぐできる、新・脳の健康習慣。

脳を上手に働かせる「環境」づくりの大切さと、「冴える脳を守るための心がけ」＝「脳のアンチ

エイジング（抗加齢）法」を紹介します。 

 

点字 機嫌よく暮らす  桂子師匠９０歳、元気の秘密 

38 内海桂子（ウツミ，ケイコ）著／石橋英明（イシバシ，ヒデアキ）監修 

２冊 愛媛点図製作  

マキノ出版（2013）■平成 24 年に「卒寿」を迎えた内海桂子師匠。医学の専門家から見ても実

年齢以上に若い師匠の日々の健康の秘訣を写真とともに公開するほか、自身の生い立ちや夫とのな

れそめなども語る。 

 

点字 月光の誘惑 

39 赤川次郎（アカガワ，ジロウ）著 4 冊 島根ラ製作 

新潮社（2014）■（推理小説）修学旅行帰りの事故から暴かれていく人々の愛憎と嘘。悪意の手

は母が娘のために封印した十五年前の秘密にも忍び寄る。圧巻のノンストップ・サスペンス。  

 

点字 雪まろげ  古手屋喜
ふ る て や き

十
じゅう

為
し

事覚え
ご と お ぼ

 

40 宇江佐真理（ウエザ，マリ）著 4 冊 神奈川ラ製作 

新潮社（2013）■（時代・歴史小説）店の前に捨てられていた赤ん坊を養子にした喜十。ある日、

生き別れになった赤子のきょうだいがあらわれた。 

 

点字 シュレーダーの階段 

41 小島達矢（コジマ，タツヤ）著 ３冊 鹿児島視情セ製作 

双葉社（2014）■真っ白な部屋。閉ざされたドア。誘拐犯の監視下、ゲームが始まった。殺され

るまで、あと２時間…！「脱出」する少女と「侵入」する少年を描くサスペンス。 

 

点字 デビュー 

42 今野敏（コンノ，ビン）著 3 冊 福岡点図製作 

実業之日本社（2013）■（推理小説）19 歳、童顔のトップアイドル・高梨美和子。その実彼女

は、カリフォルニア大を卒業、理論物理学と哲学の修士号を持つ天才だった。虚栄にまみれた芸能

界で次々に発生する難事件に、美和子は持ち前の頭脳と正義感で挑む。 
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点字 美幸
みゆき

 

43 鈴木おさむ（スズキ，オサム）著 3 冊 丹後視障製作 

KADOKAWA（2014）■あなたのために、復讐してあげるから－。残酷ないじめにあい、絶望

から身を守るために、歪んだ独り遊びを作り出した美幸。彼女が全てを投げ出した「無償の愛」の

行方は…。著者が作・演出を手がけた同名舞台をもとにした小説。 

 

点字 ゾーンにて 

44 田口ランディ（タグチ，ランディ）著 3 冊 上田点図製作 

文芸春秋（2013）■福島第一原発から半径 20 キロ圏内は警戒区域となった。人が立ち入ること

のできない場所「ゾーン」に棲むものたち。極限に生きる命の輝きを描いた４篇を収録。 

 

点字 アナと雪の女王 

45 ハンス・クリスチャン・アンデルセン原作 3 冊 鹿児島視情セ製作 

竹書房（2014）■魔法の力を持つことを隠して生きてきた王家の娘エルサは冬の王国を作りだし、

“雪の女王”となることで生きる喜びを手に入れた。一方、妹アナはエルサと王国を救うため、旅

に出る。2014 年３月公開映画のノヴェライズ。 

 

 

 ３月～４月 点字の情報誌 

 ご寄贈いただいた点字の情報誌をご紹介します。 

 いずれも貸し出しができますので、当館までお申込みください。 

≪点字≫ 

●JR 時刻表（平成 26 年 3 月 15日改定） 新潟市視覚障害者福祉協会発行 

●新潟市中央区防災だより 避難所・津波編（平成 26 年 3 月） 新潟市発行 

●視覚障害者と健常者が共に築く職場 桜雲会発行 

●NHK テレビ放送番組時刻表（総合・E テレ）平成 26 年 NHK 発行 

●NHK テレビ放送番組時刻表（BS1・BSプレミアム）平成 26 年 NHK発行 

●NHK ラジオ放送番組時刻表（第 1・第 2・FM）平成 26 年 NHK発行 

●第 82 回全国盲学校弁論大会弁論集 毎日新聞社発行 

●ふれあいらしんばん（vol.36） 内閣府発行 

●中央区だより・東区だより・西区役所だより・江南区役所だより 

 （各 3/2、3/16、4/6、4/20号） 新潟市発行 
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（点字情報誌つづき） 

●広報かしわざき（第 1112 号～1115 号、2014 特集号） 柏崎市発行 

●点字厚生（第 242 号） 日本盲人会連合発行 

●ワールド・ナウ（第 40 号） 日本盲人会連合発行 

●東洋療法（第 239 号、240 号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

●ビッグアイ i-CO（アイコ）（vol.14） 国際障害者交流センター発行 

●盲導犬情報（第 12 号） 全国盲導犬施設連合会盲導犬情報室発行 

●にってんブレイル（３月号） 日本点字図書館発行 

●にってんボイス（4 月号） 日本点字図書館発行 

●読書（3 月号、4 月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行 

●らしんばん（第 135 号） 名古屋盲人情報文化センター発行 

●ひかり（第 671号、672 号）天理教点字文庫発行 

●広報いしかわ（第 164号） 石川県発行 

●協会だより （No.6） 石川県視覚障害者協会発行 

●ふれあい文庫だより 第 40 号 てんやく絵本ふれあい文庫発行 
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