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新 刊 案 内 

 

 

◆2014 年８月～９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 110 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１～56 ・・・・・・・ p.1～13 

貸出準備中 録音 201～202 ・・・・・・・ p.13 

点字図書 点字１～57 ・・・・・・・ p.14～25 

情報誌 ・・・・・・・・・・・・・・・・ p.26 

 

 録音図書 35 タイトル 

 文学 11 タイトル 

録音 池谷の爺
じい

と婆
ばあ

 

1 池田枝月（イケダ，シゲツ）著 デイジー3 時間 50 分 

日本文学館（2011）■新潟の山村で生まれ育ち、暮らし続ける老夫婦の人情味あふれる来し方、

地震をきっかけに村へやってきた災害ボランティアの若者達との心あたたまる交流を描く表題作

他、人と人との絆の大切さを描いた好短編２編を収録 

 

録音 岳飛
が く ひ

伝 9 

2 北方謙三（キタカタ，ケンゾウ）著 デイジー10 時間 23 分 

集英社（2014）■（時代・歴史小説）各地で戦の機運が高まり、南宋水軍は梁山泊の交易路を潰

す為、沙門島を急襲。呼応して金国軍も動き始めるが、梁山泊と本格的な交戦には至らない…。 
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録音 地獄堂霊界通信 ５ 完全版 

3 香月日輪（コウヅキ，ヒノワ）著 デイジー6 時間 29 分 

講談社（2010）■てつしたちの前に現れた謎の集団「西ノ院」。彼らは、一族の悲願「神の復活」

を企んでいた。だが、その裏にはさらなる「影」が潜んでいて…。ワルガキ３人組が最後の戦いに

挑む！全２話を収録。 

 

録音 弓
ゆみ

張
はり

ノ月 居眠り磐音江戸双紙 46 

4 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー7 時間 14 分 

双葉社（2014）■（時代・歴史小説）佐野善左衛門邸に潜入し、佐野善左衛門が松平定信に借り

受けた刀を携え登城することを耳にした霧子は、小梅村に舞い戻る。霧子から報告を受けた坂崎磐

音は、急遽、奏者番速水左近への書状を認め、霧子に託すが…。 

 

録音 虹の見えた日 公事宿事件書留帳 21 

5 沢田ふじ子（サワダ，フジコ）著 デイジー9 時間 29 分 

幻冬舎（2013）■（時代・歴史小説）お清が女公事師になりたいと、公事宿「鯉屋」にやってき

た。その申し出を快諾した源十郎は、呉服屋と瀬戸物問屋との公事訴訟にお清を立ち合わせるが…。

お清の成長を描く表題作など全６編を収録。 

 

録音 春の庭 

6 柴崎友香（シバサキ，トモカ）著 デイジー3 時間 42 分 

文芸春秋（2014）■（芥川賞）離婚したばかりの元美容師は、世田谷にある取り壊し寸前の古い

アパートに引っ越してきた。あるとき、同じアパートに住む女性が、隣の家の敷地に侵入しようと

する。注意しようと呼び止めたところ、彼女から意外な動機を聞かされて…。 

 

録音 飛
ひ

魂
こん

 

7 多和田葉子（タワダ，ヨウコ）著 デイジー6 時間 1 分 

講談社（1998）■森の奥に亀鏡という女虎使いが住んでいた。彼女を師と慕う若い女たちが、大

勢、家を捨てて森に入っていった。女たちは森の寄宿舎で寝食を共にし、「虎」を求めた。読者を

酩酊させるイメージの奔流。幻想的世界に誘う長篇綺譚。 

 

 

 

 

 

録音 
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録音 大目付一件帳 2  

8 宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 デイジー6 時間 48 分 

角川春樹事務所（2002）■（時代・歴史小説）沼田藩御用達の海藻問屋が賊に襲われ、主従三十

三人が惨殺のうえ、千両が奪われた。一方、藩の飛び地伊豆で天草を横領して私腹を肥やす代官が

いるという密告が藩に届けられる。沼田藩家老の土方は、幕府大目付に不正事件を内密に解決して

欲しいと懇願し、大目付の末弟・井上麟之助（いのうえりんのすけ）に裏探索の命が下る。果たし

て、押し込みと横流しの繋がりは…。 

 

録音 女のいない男たち 

9 村上春樹（ムラカミ，ハルキ）著 デイジー8 時間 20 分 

文芸春秋（2014）■ある夜半過ぎ、かつての恋人の夫から、悲報を告げる電話がかかってきた…。

表題作など、絡み合い、響きあう全６編の短編集。 

 

録音 生まれてきてよかった てんでバリバラ半生記 

10 玉木幸則（タマキ，ユキノリ）著 デイジー3 時間 44 分 

解放出版社（2012）■脳性まひの著者が、生まれたときのこと、結婚と阪神・淡路大震災、自立

生活運動、ＮＨＫ「バリバラ」のレギュラー出演など、44 年間の「思いもよらなかった人生」を

明るく綴る。 

 

録音 ターザンとアトランティスの秘宝 ターザン・ブックス 

11 エドガー・ライス・バロウズ著／高橋豊（タカハシ，ユタカ）訳 

デイジー8 時間 21 分  

早川書房（1972）■（ＳＦ）内にたぎる冒険心に誘われたターザンは、最愛の妻ジェーンを残し、

黄金の都オパールへと旅立つ。アクシデントで人間としての記憶を失ったターザンは、ひとり、ジ

ャングルをさまようことになるが…。シリーズ第４作。 

 

 人生訓・思想 ２タイトル 

録音 ９９歳一日一言
いちげん

 

12 むのたけじ（ムノ，タケジ）著 デイジー4 時間 9 分 

岩波書店（2013）■日々の過ごし方、仕事への心構え、政治参加、卒寿を越えての境地、男と女

の機微…。99 歳を目前にした現役ジャーナリストによる、示唆に満ちた知恵のことばを紹介する。 

 

録音 
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録音 １億総自己ベストの時代 人生の仕事の見つけ方 

13 高橋佳子（タカハシ，ケイコ）著 デイジー6 時間 9 分 

三宝出版（2013）■人生の仕事＝ミッションワーク。それは、「私はこのために生まれてきた」

と思えるほどの充実感をもたらし、想像を超えた力を１人ひとりの中から引き出す。５人の真実の

物語と共に、ミッションワークの探し方を解説する。 

 

 地理・紀行 １タイトル 

録音 悠久の山々 

14 月岡恵（ツキオカ，サトシ）著 デイジー4 時間 51 分 

考古堂書店（2010）■日本人は有史以前から様々な形で山に関わってきた。北海道から東北、関

東、中部、近畿、四国、九州まで、日本全国から厳選した 50 の山々を、歴史的な要素を散りばめ

ながら紹介する。 

 

 社会科学 ２タイトル 

録音 中国の大問題 

15 丹羽宇一郎（ニワ，ウイチロウ）著 デイジー6 時間 51 分 

ＰＨＰ研究所（2014）■中国を決して侮ってはいけない。しかし、過剰にひるむ必要もない－。

商社マンとして 30 年、大使として２年半。政財界トップの性質や思惑から庶民の生活実態まで、

「病める中国」の姿をつぶさに見てきた著者の迫真のレポート。 

 

録音 場と共
きょう

創
そう

 

16 清水博（シミズ，ヒロシ）編著／久米是志（クメ，タダシ），三輪敬之（ミ

ワ，ヨシユキ），三宅美博（ミヤケ，ヨシヒロ）共著 

デイジー14 時間 29 分 
 

ＮＴＴ出版（2000）■日本社会の様々な場所で知的創出力の低下と倫理的崩壊が起きている。こ

の文明の転換期、存立の危機に直面した「場所」（共同体）がどう危機を克服し、自らの文化的特

徴を生かして、その将来を開拓すればよいかを明確に示す。 
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 社会福祉 ２タイトル 

録音 高齢者と障害者のための読み書き支援 

「見る資料」が利用できない人への代読・代筆 17 

 日本盲人社会福祉施設協議会（ニホン モウジン シャカイ フクシ シ

セツ キョウギカイ）編 デイジー5 時間 51 分  

小学館（2014）■障害者や高齢者に向けた読み書きの支援に必要な技術や知識を、実践的に解説

したテキスト。図書館、在宅訪問、行政・医療・金融機関等での対応も具体的に紹介し、支援事業

を行うための参考資料も収録する。 

 

録音 わかちあい、育てあう親の会 

病気や障害のある子と家族のために 18 

 小林信秋（コバヤシ，ノブアキ）著 デイジー7 時間 21 分 

大月書店（2005）■病気や障害のある子どもを抱える親の会の、基本的な考え方や運営の仕方を

具体的に解説。制度改善など、行政へのはたらきかけの経験をもとに市民運動としてのあり方を提

示する。巻末に、難病のこども支援の連絡会リストを収載。 

 

 伝説・民話 １タイトル 

録音 せいろうまちの文化財と昔ばなし 

19 聖籠町教育委員会（セイロウマチ キョウイク イインカイ）発行 

デイジー4 時間 4 分  

聖籠町教育委員会（2011）■新潟県北部に位置する聖籠町には、有形文化財や無形文化財をはじ

め、町の文化史上重要な史跡や名勝、天然記念物などが数多くあります。それらを紹介するととも

に、次第に忘れられていく地域の昔ばなしをあつめました。 

 

 動物学 １タイトル 

録音 全集 野の鳥の生態 上 

20 仁部富之助（ニベ，トミノスケ）著 デイジー11 時間 50 分 

光文社（1951）■我が国の野鳥研究の祖、仁部富之助の野鳥観察の記録。上巻。 

 

 

 

録音 
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 医学・健康 ２タイトル 

録音 鍼科
し ん か

新書 草稿版 

21 谷口富次郎（タニグチ，トミジロウ）著 デイジー5 時間 40 分 

京都府立盲学校同窓会（2013）■京都府立盲学校同窓会が、創立 135 周年記念事業として、谷

口富次郎著「鍼科新書」（明治 39 年）を復刻。京都府立盲学校の教諭であった谷口が、鍼灸の歴

史・当時最新の治効理論などをまとめて上梓したもの。 

 

録音 免疫を高めて病気を治す「爪もみ」療法ＤＶＤブック 

22 福田稔（フクダ，ミノル）監修／安保徹（アボ，トオル）協力 

デイジー5 時間 24 分  

マキノ出版（2010）■自律神経のバランスを整え、心と体の毒の排泄を促すのに役立つ「爪もみ」

療法を紹介、具体的なやり方を解説する。『壮快』『安心』掲載に加筆修正し再編集。 

 

 あはき師国家試験問題集 ６タイトル 

録音 国家試験問題と解答 第 21 回 あん摩マッサージ指圧師 

23 医道の日本社（イドウ ノ ニッポンシャ）編 デイジー1 時間 17 分 

医道の日本社（2013）■あん摩マッサージ指圧師国家試験の問題と解答。解説なし。 

 

録音 国家試験問題と解答 第 21 回 はり師きゅう師 

24 医道の日本社（イドウ ノ ニッポンシャ）編 デイジー1 時間 17 分 

医道の日本社（2013）■はり師きゅう師国家試験の問題と解答。解説なし。 

 

録音 国家試験問題と解答 第 22 回 あん摩マッサージ指圧師 

25 医道の日本社（イドウ ノ ニッポンシャ）編 デイジー1 時間 15 分 

医道の日本社（2014）■あん摩マッサージ指圧師国家試験の問題と解答。解説なし。 

 

録音 国家試験問題と解答 第 22 回 はり師きゅう師 

26 医道の日本社（イドウ ノ ニッポンシャ）編 デイジー1 時間 26 分 

医道の日本社（2014）■はり師きゅう師国家試験の問題と解答。解説なし。 

 

録音 
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録音 徹底攻略国家試験過去問題集 あん摩マッサージ指圧師用 

第 21 回（2014）［抜粋］ 27 

 明治東洋医学院編集委員会（メイジ トウヨウ イガクイン）編 

デイジー3 時間 52 分  

医道の日本社（2013）■第２１回国家試験に出題された問題に解説と解答を付す。 

 

録音 徹底攻略国家試験過去問題集 はり師きゅう師用 

第 21 回（2014）［抜粋］ 28 

 明治東洋医学院編集委員会（メイジ トウヨウ イガクイン）編 

デイジー4 時間 20 分  

医道の日本社（2013）■第２１回国家試験に出題された問題に解説と解答を付す。 

 

 工学 ２タイトル 

録音 ボクらのエネルギーって、どうなるの！？ 

電気から食べ物まで、ボクらは限られたエネルギーで生きている 29 

 岸田一隆（キシダ，イッタカ）著 デイジー6 時間 28 分 

エクスナレッジ（2012）■電気やガソリン、ガスだけではなく、食べ物も着る物も、生活に必要

なすべてのものはエネルギーなしでは成り立たない。しかし、使えるエネルギーの量は限られてい

る。社会とエネルギーの未来について考える。 

 

録音 Windows
ウ ィ ン ド ウ ズ

 Media
メ デ ィ ア

 Player
プレイヤー

１２活用ガイド P C
ピーシー

－Talker
ト ー カ ー

編 

30 ラビット（ラビット）［編］ デイジー2 時間 26 分 

［録音書き下ろし］（2011）■音楽ＣＤをパソコンに取り込んだり、ＤＶＤを再生したり、オリ

ジナルのＣＤを作成することが出来るソフト、Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｅｄｉａ Ｐｌａｙｅｒ１２の

活用法を解説する。 

 

 

 

 

 

 

 

録音 
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 料理 １タイトル 

録音 発酵美人酒かすレシピ 

31 中島有香（ナカジマ，ユカ）［著］ デイジー3 時間 46 分 

ニール（2012）■汁物から漬け物、揚げ物、主食や煮込み料理、スイーツまで、ダイエットや老

化防止にさまざまな効果を期待できる「酒かす」を使ったレシピを収録。酒かすの知識を紹介した

「酒かす講座」も掲載。 

 

 スポーツ １タイトル 

録音 箱根駅伝を歩く 

32 泉麻人（イズミ，アサト）著 デイジー5 時間 20 分 

平凡社（2012）■箱根駅伝ファンの泉麻人が、自らの足で１区（復路 10 区）～５区（復路６区）

までの全区間を踏破。権太坂（ごんたざか）、遊行寺（ゆぎょうじ）、函嶺洞門（かんれいどうもん）

など中継でおなじみの風景や、気になる物件を紹介する。 

 

 児童 １タイトル 

録音 ホップ、ステップ！卓球部 卓球部シリーズシーズン２‐１ 

33 横沢彰（ヨコサワ，アキラ）作 デイジー3 時間 1 分 

新日本出版社（2013）■団体戦に出るため、必死の勧誘作戦で新入部員をゲットするが、ジュニ

アチームで活躍していた１年生・日向はわがまま放題。卓球部の方針に従わせようと拓は日向に試

合を申し込むが…。「卓球部」シリーズ、シーズン２スタート！ 

 

 一般 CD 2 タイトル 

録音 西沢
にしざわ

利
とし

明
あき

 浦島さん 

34 太宰治（ダザイ，オサム）著／西沢利明（ニシザワ，トシアキ）朗読 

1 時間  

Shion（シオン）（2013）■『お伽草紙』から。浦島太郎の話を、太宰が再解釈。助けたカメが

浦島に「お礼をしたい」と申し出ると…。 

 

 

 

 

録音 
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録音 にいがた市民文学 第 16 号［抜粋］ 音楽 CD版 

35 「にいがた市民文学」運営委員会編著 全９枚（約９時間） 

新潟市（2013）■受賞作ほか抜粋版。貸出しは１枚単位で行うことができます。 

 

 ８月～９月 サピエ図書館の新刊図書 

 録音図書 10 タイトル 

録音 神谷
か み や

美恵子
み え こ

 ハンセン病と歩んだ命の道程 

36 大谷美和子（オオタニ，ミワコ）著 デイジー4 時間 59 分 

ヘレン図製作  

くもん出版（2012）■若いころハンセン病患者に出会い、医者になってハンセン病患者の助け手

となりたいとねがいつづけ、40 歳をすぎてハンセン病の国立療養所・長島愛生園の医師となった

神谷美恵子。彼女のたどった精神の道程と実践の歴史を綴る。 

 

録音 生き心地の良い町 この自殺率の低さには理由がある 

37 岡檀（オカ，マユミ）著 デイジー5 時間 16 分 札幌視情セ製作 

講談社（2013）■全国でも極めて自殺率の低い「自殺“最”希少地域」、徳島県旧海部町（かい

ふちょう）。生き辛さを取り除く、町民たちのユニークな人生観と処世術を４年にわたる現地調査

によって解き明かす。 

 

録音 東洋医学基本としくみ カラー図解 

38 仙頭正四郎（セントウ，セイシロウ）監修 デイジー15 時間 3 分 

大阪府立中央図製作  

西東社（せいとうしゃ）（2011）■気・血（けつ）・津液（しんえき）から経絡、漢方まで、はた

らきと治療法を解説。東洋医学ならではの健康観やそのしくみ、診察・診断法や治療の最新情報ま

で、図を活用してわかりやすく紹介する。 

 

録音 「ＡＶ女優」の社会学 なぜ彼女たちは饒舌
じょうぜつ

に自らを語るのか 

39 鈴木涼美（スズキ，スズミ）著 デイジー11 時間 7 分 福島点図製作 

青土社（せいどしゃ）（2013）■自己を語り、自己を売ることに酔うとき、人はすべて「ＡＶ女

優」になる。ＡＶ女優の労働のアジェンダを見つめなおし、性の商品化の現場で真に商品化されて

いる「何か」を解体していくことで、自由意志論を机上から解き放つ。 

 

録音 
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録音 シルバー川柳 特別編 ババァ川柳 

40 みやぎシルバーネット，河出書房新社編集部，毒蝮三太夫（ドクマムシ，

サンダユウ）著 デイジー1 時間 18 分 宮城視情セ製作  

河出書房新社（2014）■仙台の高齢者向けフリーペーパー『みやぎシルバーネット』などに投稿

された、60～90 歳代のおばあちゃんたちが詠んだ傑作川柳 112 句を、シルバーのアイドル毒蝮

三太夫の毒舌＆愛情コメント付きで紹介する。 

 

録音 ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」完全シナリオ集 第１部 

41 宮藤官九郎（クドウ，カンクロウ）著 デイジー27 時間 45 分 

岩手視聴情製作  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2013）■2013 年４月～９月放送のＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」の、

宮藤官九郎による書き下ろしシナリオを集成。第１部は、ヒロイン・天野アキが北三陸にやってく

る第１週から第１２週までの「故郷編」。 

 

録音 ジャックを殺せ、 

42 今村友紀（イマムラ，トモキ）著 デイジー4 時間 34 分 秋田点図製作 

河出書房新社（2013）■ジャックを殺さなければならない－どんな手段を使ってでも絶対に。ジ

ャック暗殺指令を受けたミス・レイディ。殺害は成功したはずだったが、謎の男から暗殺失敗を告

げられ…。哲学×アクション小説。『文芸』掲載を単行本化。 

 

録音 ランチタイムは死神
アンクー

と 

43 柴田よしき（シバタ，ヨシキ）著 デイジー8 時間 11 分 小樽点図製作 

徳間書店（2014）■（推理小説）恋愛や仕事がうまくいかず、閉塞した日々を送る２人の女性の

前に現れた「死神」。死と向き合った時、生きることの実感と歓びを知るのかもしれない…。おと

ぎばなしをモチーフに描く寓話的（ぐうわてき）ミステリー。 

 

録音 婚活の湯 

44 白根翼（シラネ，ツバサ）著 デイジー4 時間 37 分 山形点図製作 

祥伝社（2011）■（ポルノ） 

 

 

 

録音 
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録音 眠れないほど面白い『今昔物語』 欲望、性愛、嫉妬、ユーモア…男と女

の「生の息づかい」 45 

 由良弥生（ユラ，ヤヨイ）著 デイジー9 時間９分 青森視情セ製作 

三笠書房（2014）■大路のにぎわい、漆黒の闇、男と女の生の本能、死と隣り合わせの暮らしか

ら生まれるたくましさ・ユーモア…。平安に生きた人々の等身大の喜怒哀楽を「今昔物語集」から

厳選、大胆・鮮やかに再現した 36 話を収録。 

 

 

 シネマデイジー 11 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］幸せへのキセキ 

46 キャメロン・クロウ監督 デイジー2 時間 6 分 

アメリカ（2012）■閉鎖した動物園付きの家を買った主人公と２人の子どもたちが、愛する人の

死から立ち直り、感動の奇跡を起こすまでを紡ぐヒューマン・ドラマ。 

 

録音 ［シネマデイジー］沈まぬ太陽 

47 若松節朗（ワカマツ，セツロウ）監督 デイジー3 時間 27 分 

日本（2009）■腐敗した組織の中で、歴史的な航空事故、政界をも巻き込む会社再建などに翻弄

される主人公が、不屈の精神で立ち向かっていく姿を描く。山崎豊子著の同名小説を映画化。第

33 回日本アカデミー賞最優秀作品賞ほか受賞。 

 

録音 ［シネマデイジー］ウォーターボーイズ 

48 矢口史靖（ヤグチ，シノブ）監督 デイジー1 時間 35 分 

日本（2001）■ひょんなことから学園祭で“シンクロナイズドスイミング”を発表する羽目にな

った、平凡な男子高校生たちのひと夏の奮闘を、テンポよく描いた青春コメディ。 

 

 

録音 
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録音 ［シネマデイジー］12 人の優しい日本人 

49 中原俊（ナカハラ，シュン）監督 デイジー1 時間 59 分 

日本（1991）■ある殺人事件の審議のため、12 人の陪審員が集められた。被告が若くて美人で

あることから無罪で決まりかけたが、陪審員の一人がそれに異を唱え、議論は白熱紛糾する。 

 

録音 ［シネマデイジー］シュリ 

50 カン・ジェギュ監督 デイジー2 時間 9 分 

韓国（1999）■韓国情報部員の男と、北朝鮮から派遣された女スナイパー。２人の切なくも激し

い愛を、壮絶なアクションを盛り込みつつ描く。 

 

録音 ［シネマデイジー］ショーシャンクの空に 

51 フランク・ダラボン監督 デイジー2 時間 26 分 

アメリカ（1994）■無実の罪で終身刑となったエリート銀行員。服役生活の中でも希望を失わな

かった彼にやがて奇跡が…。決して自由を諦めなかった男の、友情と希望の物語。 

 

録音 ［シネマデイジー］スウィングガールズ 

52 矢口史靖（ヤグチ，シノブ）監督 デイジー1 時間 33 分 

日本（2004）■東北の片田舎を舞台に、ひょんなことからビッグバンドを始めた女子高生たちが、

ジャズの魅力にひきこまれていく様子を描いた青春音楽ドラマ。 

 

録音 ［シネマデイジー］スタンド・バイ・ミー 

53 ロブ・ライナー監督 デイジー1 時間 31 分 

アメリカ（1986）■オレゴンの片田舎に住む 12 歳の 4 人の少年たち。夏休み、行方不明になっ

た少年の死体を発見しようと、線路沿いを歩いて冒険旅行に出かける。 

 

録音 ［シネマデイジー］ステキな金縛り－once in a blue moon－ 

54 三谷幸喜（ミタニ，コウキ）監督 デイジー2 時間 27 分 

日本（2011）■妻殺害の容疑をかけられた男のアリバイを証明できるのは、一晩中彼の上にのし

掛かっていた、落ち武者の幽霊だけ。事件を担当する若手弁護士はその幽霊を証人として法廷に召

喚させる。 

 

 

 

録音 
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録音 ［シネマデイジー］草原の椅子 

55 成島出（ナルシマ，イズル）監督 デイジー2 時間 24 分 

日本（2013）■人生に迷った大人たちが、母親に虐待されて心に傷を負った少年との出会いによ

って再生していく姿を綴る。 

 

録音 ［シネマデイジー］ツレがうつになりまして。 

56 佐々部清（ササベ，キヨシ）監督 デイジー2 時間 2 分 

日本（2012）■実直なサラリーマンの夫に頼りきりだった漫画家の妻が夫のうつ病発症をきっか

けに夫婦の関係を見つめ直していく姿を描く。2008 年のＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」でも共演し好

評を博した宮崎あおいと堺雅人が同ドラマ以来約２年半ぶりに強い絆で結ばれた夫婦を再び演じ

る。 

 

 

 貸出準備中 ２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 虹の岬の喫茶店 

201 森沢明夫（モリサワ，アキオ）著 

幻冬舎（2011）■女優の吉永小百合が初めて自ら企画から立ち上げた主演作「ふしぎな岬の物語」

原作。心に傷を抱えたお客さんたちの人生は、岬の喫茶店と女主人との出逢いで変化し始める。心

がやわらかさを取り戻す、感涙の長編小説。 

 

録音 虚ろな十字架 

202 東野圭吾（ヒガシノ，ケイゴ）著 

光文社（2014）■別れた妻が殺された。もし、あのとき離婚していなければ、私はまた遺族にな

るところだった。東野圭吾にしか書けない圧倒的な密度と、深い思索に裏付けられた予想もつかな

い展開。私たちはまた、答えの出ない問いに立ち尽くす。 

 

 

 

録音 
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 点字図書 47 タイトル 

 文学 14 タイトル 

点字 青空の軌跡
き せ き

 高田一葉詩集 

1 高田一葉（タカダ，カズヨ）著 1 冊 

高田一葉（2013）■（詩集）ふるさとの青空を見上げて目覚めた「私」が、その「青空の育んだ

命のゆくえ」－自身の今と過去から、母や父や祖母の、家族の物語へと視界を広げた、新境地を示

す第４詩集。 

 

点字 毎日俳句大賞 2013 作品集 第 17 回俳句 α
あるふぁ

増刊号 

2 「毎日俳句大賞」事務局（マイニチ ハイク タイショウ ジムキョク）

編 7 冊  

毎日新聞社（2013）■（俳句集）俳句α（あるふぁ）増刊号より 2013 年第 17 回毎日俳句大

賞作品集の部分を抜粋したもの。 

 

点字 犬と麻
あさ

ちゃん 

3 阿川弘之（アガワ，ヒロユキ）著 7 冊 

文芸春秋（1969）■瀬戸内海の島・長島で生まれ育った田中麻子は、友人の山根えい子と共に上

京、麻子は東京・多摩の作家・野村耕平の一家にお手伝いさんとして就職する。麻子の可愛さは牛

乳屋の三郎、魚屋の平吉の心をときめかせてしまう。野村一家や友人たち、そして迷い込んだ子犬

との交流と麻子たちの青春の物語を描く。 

 

点字 風炎
ふうえん

連峰
れんぽう

 

4 梓林太郎（アズサ，リンタロウ）著 4 冊 

幻冬舎（1999）■（推理小説）西穂高で日系ブラジル人ウンベルトが刺殺体で発見された。後日、

被害者の勤務先近くでも主婦が包丁で刺殺され、捜査中の道原は西穂高での会社員遭難を知る。遭

難推定日時は、ウンベルト殺害と一致するが…。 

 

点字 金田一少年の事件簿４ 鬼火
お に び

島
じま

殺人事件 

5 天樹征丸（アマギ，セイマル）著 6 冊 

講談社（1997）■（推理小説）かぎ穴の奥の惨劇…だがドアを開けると死体も犯人も消えていた。

その謎に金田一少年が挑む。 
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点字 謎の沈没
ちんぼつ

船
せん

を追え！ 上 

6 大石英司（オオイシ，エイジ）著 4 冊 

点字 謎の沈没船を追え！ 下 

7 大石 英司（オオイシ，エイジ）著 4 冊 

中央公論新社（2014）■（推理小説）三陸沖から救難依頼が舞い込み、航空自衛隊救難教育隊が

駆けつけると、中国軍人数名が海の中で助けを求めていた。奇妙なことに、全員数日間の記憶を失

っている。調べを進めると、この海域に不審船が沈んでいることが判明し…。 

 

点字 口なしの女達 

8 黒岩重吾（クロイワ，ジュウゴ）著 4 冊 

東方社（1975）■表題作「口なしの女達」はじめ、「双恋の蜘蛛」「灯のないホール」「裸で死ん

だわ」「脅迫者」「北満病棟記」を収録。 

 

点字 空の果てまで 

9 高橋たか子（タカハシ，タカコ）著 4 冊 

新潮社（1973）■一人の女のきりきりと研ぎ澄まされた感性と、それに対立する明晰なまでの理

性。すべては現実なのか、それとも一切は暗い夢のなかの出来事なのか…。 

 

点字 火の河のほとりで 

10 津島佑子（ツシマ，ユウコ）著 6 冊 

講談社（1983）■雪の日にひとりのこどもを殺した！…少女時代の悪夢が、姉妹に遠い影を投げ

かける。血の絆に惹かれるように、妹の夫と関係を結ぶ姉牧。抜き差しならない深みに入り込んで

いく二人に、気づこうとしない妹百合。性の地獄にさらわれながら、ついに女たちは生の明るみへ

と突き抜けていく。 

 

点字 八重の桜 3 

11 山本むつみ（ヤマモト，ムツミ）作／五十嵐佳子（イガラシ，ケイコ）ノ

ベライズ 5 冊  

ＮＨＫ出版（2013）■（時代・歴史小説）新島八重の生涯を描いた、2013 年ＮＨＫ大河ドラマ

「八重の桜」の完全小説版。第３巻では、会津戦争で敗北した八重が、京都へと向かい、新島襄（に

いじまじょう）と出会う。 
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点字 八重の桜４ 

12 山本むつみ（ヤマモト，ムツミ）作／五十嵐佳子（イガラシ，ケイコ） 

ノベライズ ６冊  

ＮＨＫ出版（2013）■（時代・歴史小説）最終巻では、八重が仲間とともに篤志看護婦として名

乗りをあげる。 

 

点字 今だからこそ、良寛 

13 樋口強（ヒグチ，ツヨシ）著 2 冊 

考古堂書店（2014）■良寛をよりたくさんの人に親しみやすく伝えるための落語「良寛ものがた

り」を収録するほか、良寛の楽しい逸話と古典落語の世界、良寛流に生きる３人の感動的な成長の

姿を紹介する。 

 

点字 アナスタシア 響きわたるシベリア杉シリーズ１ 

14 ウラジーミル・メグレ著／水木綾子（ミズキ，アヤコ）訳／岩砂晶子（イ

ワサ，アキコ）監修 5 冊  

ナチュラルスピリット（2012）■1995 年、実業家ウラジーミルは、オビ川のほとりで美女アナ

スタシアに出会い、タイガの森の奥深くで不可思議な３日間を過ごす。美貌と叡智と超能力を備え

た彼女が語る、人間と自然、宇宙、そして神についての真実とは？ 

 

 宗教 １タイトル 

点字 南無阿弥陀仏 

15 柳宗悦（ヤナギ，ムネヨシ）著 5 冊 

岩波書店（1986）■民芸運動という実践的活動をつづけながら仏教に学んだ柳宗悦が、最後にた

どり着いた深い思想地点。法然から親鸞への流れが強調されることが多い浄土思想家の中で、一遍

上人を浄土思想の到達点に位置づけた著者ならではの論点がきわだつ一冊。 
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 伝記 １タイトル 

点字 上杉景勝
かげかつ

 

16 児玉彰三郎（コダマ，ショウザブロウ）著 5 冊 

ブレインキャスト（2010）■謙信の死、御館（おたて）の乱、上洛、会津転封、関ケ原、大坂の

陣…。剛直寡黙な戦国武将・上杉景勝の生涯を、緻密で平明な筆致で綴る伝記研究の決定版。歴史

学者であった著者の交通事故死によって埋もれた悲運の名著。 

 

 地理・紀行 ３タイトル 

点字 山に登って考える 

17 大野剛義（オオノ，タケヨシ）著 2 冊 

幻冬舎（2012）■経済成長時代には企業戦士として走り続け、その後、コンサルティング会社を

設立した著者が、60 歳を過ぎてから知った山の魅力や心のあり方を、思い出の写真とともに綴る。 

 

点字 富士さんぽもってこ！マップ 世界遺産になったよ！  

18 ３冊 

学研パブリッシング（2013）■世界文化遺産に登録されたことで、例年以上の注目が集まってい

る富士山。そのふもとのパワースポットやおしゃれカフェ、ご当地グルメなどを紹介する。エリア

ガイドも充実。ドットテイラー製地図が付属。データ：2013 年７月現在。 

 

点字 チャックより愛をこめて 

19 黒柳徹子（クロヤナギ，テツコ）著 3 冊 

文芸春秋（1979）■天真爛漫さと奇想天外な発想で読者を楽しませるチャックが、一年間をすご

したニューヨークから、初めてのアパート生活やショービジネスについて、日本に書き送ったアメ

リカだより。 

 

 社会科学 ４タイトル 

点字 社会を変えるには 

20 小熊英二（オグマ，エイジ）著 7 冊 

講談社（2012）■（新書大賞）社会を変えるというのは、どういうことなのか。歴史的、社会構

造的、思想的に考え、社会運動の新しい可能性を探る。第６回新書大賞受賞。 
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点字 新保守革命 

21 渡辺美智雄（ワタナベ，ミチオ），柿澤弘治（カキザワ，コウジ），伊吹文

明（イブキ，ブンメイ）著 4 冊  

ネスコ（1994）■自民党解党の覚悟を胸に秘めた保守二党論など、現在の混乱、不況から日本を

救うために、二十一世紀に向けてなすべき政策、国家ビジョンをミッチーが具体的に提言する。 

 

点字 ホメトーーク！ 

難易度ＭＡＸのあの人も思わず「ニンマリ」のホメフレーズ集 22 

 西村貴好（ニシムラ，タカヨシ）監修 2 冊 

学研パブリッシング（2013）■なぜか社内で評判がいい人、なぜかモテる人…。彼らはみんなホ

メ上手だった！職場や営業先、日常、デートといった 53 のシーン別に、必勝ホメフレーズの例と、

ついやってしまうＮＧ対応を紹介する。 

 

点字 性暴力 

23 読売新聞大阪本社社会部（ヨミウリ シンブンシャ）著 3 冊 

中央公論新社（2011）■あなたが、家族が、そして恋人が、性暴力にあったらどうしますか？ 心

の痛み、苦しみを超えて語られる真実を伝える。性暴力対策Ｑ＆Ａ、関連団体の連絡先も掲載。『読

売新聞』連載を加筆・修正して書籍化。 

 

 法律 １タイトル 

点字 成年後見制度とは・・・ 制度を理解するために 改訂第２版 

24 東京都社会福祉協議会（トウキョウト シャカイ フクシ キョウギカ

イ）編／額田洋一（ヌカダ，ヨウイチ）監修 1 冊  

東京都社会福祉協議会（2013）■成年後見制度について、その背景と理念、「補助」「保佐」「後

見」の各制度、利用手続の流れ、成年後見登記制度、活用事例、Ｑ＆Ａなどを紹介する。 

 

 白書 ４タイトル 

点字 犯罪被害者白書（概要版） 平成２５年版 

25 内閣府（ナイカクフ）編 1 冊 

内閣府（2013）■地域における被害者支援の広がりについて特集するとともに、平成 24 年度に

講じた犯罪被害者等のための施策の概要をまとめる。 
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点字 自殺対策白書（概要版） 平成２５年版 

26 内閣府（ナイカクフ）編 1 冊 

内閣府（2013）■我が国での自殺の現状、自殺対策の基本的な枠組み、平成 24 年度の自殺対策

の実施状況の概要をまとめるとともに、自殺動向の変化について特集する。 

 

点字 高齢社会白書（概要版） 平成２５年版 

27 内閣府（ナイカクフ）編 2 冊 

内閣府（2013）■我が国の高齢化の状況等を分析するとともに、平成 24 年度に政府が講じた高

齢社会対策の実施状況及び平成 25 年度に講じようとする対策の概要をまとめる。 

 

点字 交通安全白書（概要版） 平成２５年版 

28 内閣府（ナイカクフ）編 1 冊 

内閣府（2013）■（厚生省委託図書）陸上、海上及び航空の分野ごとに、平成 24 年度の交通事

故の状況及び交通安全施策の実施状況、平成 25 年度の交通安全施策の計画の概要をまとめる。 

 

 社会福祉 １タイトル 

点字 高齢者と障害者のための読み書き支援 

「見る資料」が利用できない人への代読・代筆 29 

 日本盲人社会福祉施設協議会（ニホン モウジン シャカイ フクシ シ

セツ キョウギカイ）編 3 冊  

小学館（2014）■障害者や高齢者に向けた読み書きの支援に必要な技術や知識を、実践的に解説

したテキスト。図書館、在宅訪問、行政・医療・金融機関等での対応も具体的に紹介し、支援事業

を行うための参考資料も収録する。 

 

 火山学 １タイトル 

点字 妙高
みょうこう

は噴火するか 

30 早津賢二（ハヤツ，ケンジ）著 2 冊 

新潟日報事業社（2012）■1990 年刊行の『妙高は噴火するか─妙高の生いたちを探る─』を、

その後の 20 年以上にわたる研究に基づき全面的に書き改めた。研究書『妙高火山群』の内容を、

一般向けに解説。 
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 遺伝学 １タイトル 

点字 発生と生命の進化 新しい遺伝学とヒトゲノム解析 

はじめて学ぶゲノム生物学 31 

 2 冊 

ニュートンプレス（2002）■現在わかっている発生のメカニズム、「ヒトゲノム解析計画」の全

貌とその成果、ダイナミックな進化の過程をわかりやすく解説する。 

 

 医学・健康 ３タイトル 

点字 顔面神経麻痺の治療とケア 

32 岩田誠（イワタ，マコト）著 1 冊 

暮しの手帖社（2013）■顔面神経麻痺の原因、治療法、ケアについてわかりやすくご説明します。

どのタイプであっても、治療開始ができるかぎり早くなくてはなりません。目が閉じられない、口

や頬などが自由に動かせない、口に含んだ水がこぼれる、などの麻痺が出たら、すぐに神経内科を

受診してください。 

 

点字 アルツハイマー病は今すぐ予防しなさい 第一人者が教える脳の守り方 

33 高島明彦（タカシマ，アキヒコ）著 3 冊 

産経新聞出版（2013）■アルツハイマー病がどのような病気であるか、その実態を明らかにする

とともに、どうしたら病気の発症リスクを少なくできるか、何に注意すれば脳の老化速度を遅くで

きるかをわかりやすく紹介する。 

 

点字 100 歳までサビない生き方 体の中からキレイになれる 101 の習慣 

34 白沢卓二（シラサワ，タクジ）著 2 冊 

ポプラ社（2012）■一口で云うと身体が健康な人は美人になるということ。研究資料をもとに具

体的なレシピもあり、アンチエイジングの第一人者を誇る著者のベストセラー。 

 

 食品（酒） １タイトル 

点字 ひとりフラぶら散歩酒 

35 大竹聡（オオタケ，サトシ）著 4 冊 

光文社（2013）■酒呑み／呑まれの達人が、気の向くまま風の向くまま散歩に出かけ（ぶらぶら）、

気になる酒場をはしご酒（フラフラ）。安上がりだけれど最高に贅沢な道楽をご紹介します。 
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 住居の収納 １タイトル 

点字 ５０歳をすぎたら家の整理を始めなさい 

36 近藤典子（コンドウ，ノリコ）著 2 冊 

ポプラ社（2012）■50 代は、新しい人生が始まる時代。好きなものや必要なものだけに囲まれ

て生き生きと暮らすために、家の整理を始めましょう！とっておきの時間を楽しむための暮らしの

知恵を紹介する。お試しＤＩＹ家具のつくり方も収録。 

 

 水産学 １タイトル 

点字 川の吐息、海のため息 ルポ黒部川ダム排
はい

砂
さ

 

37 角幡唯介（カクハタ，ユウスケ）著 4 冊 

桂書房（2006）■黒部川連携排砂について、国・企業・専門委員などの意見を聞き、双方が出し

た各種データを提示、流域の人々の生業と暮らしを描く。『朝日新聞』富山版連載を大幅に加筆修

正。印刷には大豆油・植物油インクを使用。 

 

 児童 ９タイトル 

点字 ヤマネのすむ森 湊先生のヤマネと自然研究記 

38 湊秋作（ミナト，シュウサク）著 ２冊 

学研教育出版（2010）■清里のヤマネミュージアム館長を務める著者。ヤマネを研究しそこから

人間をとりまく環境について研究や提言を進めている。ヤマネの不思議にせまり、ヤマネや人をと

りまく森のことを考える。 

 

点字 魔女の宅急便その３ キキともうひとりの魔女 

39 角野栄子（カドノ，エイコ）作 4 冊 

福音館書店（2000）■16 歳になった魔女のキキのもとへ、ケケという 12 歳の女の子が転がり

こんできます。彼女にふりまわされ、時に傷つきながら成長するキキ。ふたりの女の子の自立して

いく姿を描きます。 

 

点字 魔女の宅急便その４ キキの恋 

40 角野栄子（カドノ，エイコ）作 3 冊 

福音館書店（2004）■とんぼさんがかえってくる！ふたりでむかえる夏休み。キキの胸はたのし

い計画でいっぱいになりました。そこに送られてきた一通の手紙。その意味は…。 



メールにいがた 110号（2014年 10月号）別冊 

22 

点字 天山の巫女ソニン 江南
カンナム

外伝 海
かい

竜
りゅう

の子 

41 菅野雪虫（スガノ，ユキムシ）作 ３冊 

講談社（2013）■人気ロングセラーファンタジー小説「天山の巫女ソニン」の番外編。多くの人々

の心をひきつける江南の第 2 王子クワンの絶望と波乱にみちた魂の再生の物語。 

 

点字 アンナのうちはいつもにぎやか アンナ・ハイビスカスのお話 

42 アティヌーケ作 １冊 

徳間書店（2012）■アンナ・ハイビスカスは、アフリカの都会に住む女の子。お父さんとお母さ

ん、ふたごの弟、おじいさんとおばあさん、おじさんやおばさん、いとこたちと暮らしています。

毎日、とてもにぎやかです。のびのびと暮らすアフリカの小さな女の子の日常を、あたたかく描き

ます。小学校低・中学年から。 

 

点字 ゆうかんなテディ・ロビンソン 

43 ジョーン・Ｇ．ロビンソン作 ２冊 

岩波書店（2012）■テディ・ロビンソンは、家の中にいるだけのぬいぐるみではありません。も

ち主のデボラや家族といっしょに、農場へ、海辺へとくりだします。たったひとりで牧場の牛と対

決したり、トレーラーハウスの屋根でフクロウを撃退し野ねずみを助けたり、人魚にさそわれて海

に入ったり…。楽しい冒険のおはなし 6 つ。小学校低・中学年から。 

 

点字 テディ・ロビンソンとサンタクロース 

44 ジョーン・Ｇ．ロビンソン作 ２冊 

岩波書店（2012）■クリスマスイヴ、なんとサンタクロースがあらわれ、何年もまえにテディ・

ロビンソンがデボラの家にきたときのことを語ってくれます。テディ・ロビンソンはいまでは古び

て、お店で高く売られている人形のようじゃないし、デボラみたいに背も高くならないけれど、世

界一しあわせなくまなのです。ゆかいなおはなし 6 つ。小学校低・中学年から。 

 

点字 帰ってきた半ズボン隊 上 事件編 

45 ゾラン・ドヴェンカー作 4 冊 

点字 帰ってきた半ズボン隊 下 解決編 

46 ゾラン・ドヴェンカー作 4 冊 

岩波書店（2009）■２月 13 日と 14 日、半ズボン隊がオッカーヴィル町へ帰還したことによっ

て、悪夢のような事件が起こった。イスランド、ルドルフォ、スニッカーズが、いなくなったセメ

ントを探して、町をかけめぐる。手に汗にぎる冒険物語。『走れ！半ズボン隊』の続編。 
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 点字絵本 １タイトル 

点字 ぐりとぐら てんじつきさわるえほん 

47 中川李枝子（ナカガワ，リエコ）作／大村百合子（オオムラ，ユリコ）絵 

1 冊  

福音館書店（2013）■大きなたまごを見つけたぐりとぐらは、カステラを作り始める。イラスト

を浮き上がらせ、点字・墨字を併記。見える人も見えない人も一緒に楽しめる絵本。 

 

 

 ８月～９月 サピエ図書館の新刊図書 

 点字図書 10 タイトル 

点字 一生ボケない脳をつくる 77 の習慣 

48 和田秀樹（ワダ，ヒデキ）著 ２冊 乙訓
おとくに

製作 

ディスカヴァー・トゥエンティワン（2014）■前頭葉が衰えると「ボケ」が始まる！前頭葉を鍛

えるには、計算やパズルをするより、日常的に感情や思考を刺激することが大切。そのために役立

つ７７の習慣を紹介します。  

 

点字 猫は音楽を奏でる 

49 『ねこ新聞』編集部（ネコ シンブン ヘンシュウブ）監修 ３冊 

福島にじ製作  

竹書房（2013）■人間を虜にしてやまない可愛らしくも妖艶な存在、猫。角田光代、三浦しをん、

恩田陸、北村薫、養老孟司、藤田宜永など 42 人が、愛猫について綴る。猫文学紙『ねこ新聞』掲

載を単行本化。 

 

点字 下町ボブスレー  

僕らのソリが五輪に挑む 大田区の町工場が夢中になった800日の記録  50 

 奥山睦（オクヤマ，ムツミ）著 ２冊 大田区声の図製作 

日刊工業新聞社（2013）■大田区の町工場がソチオリンピックを目指し奮闘を続けてきた 800

日の記録。見たことも触ったこともないボブスレーと出会い、ものにできるかどうかの確証もない

ままソリの設計製作に手をつけた一部始終を収録する。 
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点字 愛される話し方 アナウンサーが教える 

51 吉川美代子（ヨシカワ，ミヨコ）著 ３冊 旭川点図製作 

朝日新聞出版（2013）■スピーチやプレゼンテーションが見違えるように上手になり、自分の声

に対するコンプレックスも解消できる！アナウンサー歴 37 年のカリスマ女性アナウンサーが、愛

される話し方を身につける方法を伝授する。 

 

点字 完璧な犯罪 ベストミステリー短編集 

52 鮎川哲也（アユカワ，テツヤ）著 ４冊 福岡点図製作 

光文社（2013）■（推理小説）人気推理作家の夫から、愛人が妊娠したことを喜びとともに知ら

された妻・多鶴子。夫の殺害を決意し、完全犯罪を企てたが…。「小さな孔（あな）」など傑作ミス

テリー６編と、文庫未収録２編の計８編を収めた短編集。 

 

点字 首折り男のための協奏曲 

53 伊坂幸太郎（イサカ，コウタロウ）著 ５冊 滋賀視障セ製作 

新潮社（2014）■「首折り男」に度肝を抜かれ、「初恋」に惑って「怪談」に震え、「昆虫」は覗

き見され、「合コン」では泣き笑い。全７編、胸元えぐる豪速球から消える魔球まで出し惜しみな

く投じられた、贅沢すぎる連作集。  

 

点字 いつか夜の終わりに 

54 高田郁（タカダ，カオル）著 ４冊 大阪盲福セ製作 

双葉社（2013）■目を閉じると思い出す、彼女の吐息、髪の匂い－。幻のキノコ“テノヒラタケ”

を求めて山に入った僕は、山奥の村で美しい「ひかがみ」を持つ女性と出会った…。切なくも希望

に満ちたラストが鮮烈な表題作など、全４篇を収録。 

 

点字 夢巻
ゆめまき

 

55 田丸雅智（タマル，マサトモ）著 ３冊 名古屋ラ盲製作 

出版芸術社（2014）■古い友人につれられて入った店は一軒のシガーバーだった。タバコはやら

ないと躊躇する私に、彼は「ここはただのシガーバーじゃないんだよ」と言い…。新世代のショー

トショート作家のちょっと不思議な 20 編を収録。 
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点字 超高速！参勤交代 

56 土橋章宏（ドバシ，アキヒロ）著 ５冊 香川福セ製作 

講談社（2013）■（時代・歴史小説）改革の嵐吹き荒れる８代将軍・徳川吉宗の時代。１万５千

石の磐城湯長谷（いわきゆながや）藩に隠し金山嫌疑がかかり、老中から「５日以内に参勤せねば

藩を取り潰す」と難題をふっかけられ…。痛快アクション小説。 

 

点字 偽りの森 

57 花房観音（ハナブサ，カンノン）著 ４冊 西宮視障製作 

幻冬舎（2014）■美しい四姉妹には、いやらしく哀しい秘密が－。毎年、平安神宮の紅枝垂れ（べ

にしだれ）の前で集まる雪岡家。今年も同じ春が来るかは、失踪した父だけが知っていて…。 
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 ７月～８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≫ 

●点字にいがた（第 253号・H26夏号） 新潟県発行 

●ふれあいらしんばん（vol.38） 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 7/6、7/20、8/3、8/17号） 新潟市発行 

●広報かしわざき（第 1120 号～1123 号） 柏崎市発行 

●点字厚生（第 243 号、244 号） 日本盲人会連合発行 

●東洋療法（第 243 号、244 号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

●広報いしかわ（第 165号） 石川県視覚障害者協会発行 

●にってんブレイル（７月号） 日本点字図書館発行 

●にってんボイス（８月号） 日本点字図書館発行 

●読書（７月号、８・９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 137 号） 名古屋盲人情報文化センター発行 

●ひかり（第 675号、676 号）天理教点字文庫発行 

●子どもの点字本（121） 大阪 YWCA 点字子ども図書室発行 

●ふれあい文庫だより（第 41 号） てんやく絵本ふれあい文庫発行 

●ニッポン放送点字・拡大文字番組表（平成 26年度前期版）ニッポン放送発行 
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