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新 刊 案 内 

 

◆2015 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、送付先の間違いを防止するため、ご住所とお名前をフルネームでお

知らせください。 

◆第 116 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。 

◆マルチメディアデイジー図書の画像や文字を利用するには、パソコンと再生ソフトが必要です。 

◆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１～68 ・・・・・・・ p.１～15 

貸出準備中 録音 201～203  p.15 

点字図書 点字１～44 ・・・・・・・ p.16～24 

情報誌 ・・・・・・・・・・・・・・・・ p.25 

 

 録音図書 68 タイトル 

 文学 17 タイトル 

録音 九 年
きゅうねん

前の祈り 

1 小野正嗣（オノ，マサツグ）著 デイジー6 時間 15 分 

講談社（2014）■（芥川賞）九年の時を経て重なり合う二人の女性の思い。痛みと優しさに満ち

た〈母と子〉の物語。 

 

録音 どぜう
ど じ ょ う

屋助七
やすけしち

 

2 河治和香（カワジ，ワカ）著 デイジー12 時間 19 分 

実業之日本社（2013）■（時代・歴史小説）浅草の老舗「駒形どぜう」を舞台に、幕末・明治の

歴史の渦に翻弄されつつも、江戸っ子の意地と持ち前の明るさで店を守りぬく主人・助七と店に集

う人びとの人生模様を描く。 

 

１１６ 
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録音 岳飛伝 13 蒼波
そうは

の章 

3 北方謙三（キタカタ，ケンゾウ）著 デイジー10 時間 18 分 

集英社（2015）■金国の新帝は南宋との対決姿勢を強める。岳飛は旧岳家軍、秦容軍と連携して

の北上（ほくじょう）を模索。梁山泊は南宋水軍に奪われた交易拠点を取り戻そうと、決死の作戦

を練っていた。 

 

録音 意
おき

次
つぐ

ノ妄
もう

 居眠り磐音江戸双紙 49 

4 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー7 時間 12 分 

双葉社（2015）■（時代・歴史小説）天明八年、小梅村の尚武館道場に隣接する母屋の庭では、

坂崎磐音の子、空也がひとり稽古に精を出していた。前年の徳川家斉（いえなり）の十一代将軍就

位に際し、御三家らの後ろ盾を受け老中首座に就いた松平定信が改革を推し進める中、磐音は尚武

館道場を訪れた速水左近によって思いもよらぬ報せ（しらせ）をもたらされる。 

 

録音 桜
はな

吹雪
ふぶき

 新・酔いどれ小籐次 3 

5 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）［著］ デイジー6 時間 46 分 

文芸春秋（2015）■（時代・歴史小説）近ごろ呆けの進んだ新兵衛が妙な間合いで「南無妙法蓮

華経」のお題目を唱えるため、みんなは困り果てていた。身延山久遠寺（みのぶさんくおんじ）に

詣でたことを思い出しているらしい。小籐次たちは代参の旅に出るが、何者かが一行を待ち受けて

いた。 

 

録音 冤罪
えんざい

凶 状
きょうじょう

 公事宿事件書留帳 22 

6 沢田ふじ子（サワダ，フジコ）著 デイジー8 時間 5 分 

幻冬舎（2015）■（時代・歴史小説）五人組の武士に突如襲われた菊太郎。公事宿「鯉屋」が密

かに再調査を始めた強盗殺人事件にかかわる者の仕業か。胸を打つ人間ドラマを情感豊かに描く表

題作を含む全６編を収録。 
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録音 岳飛伝 1 金軍
きんぐん

侵攻
しんこう

ノ巻 

7 田中芳樹（タナカ，ヨシキ）編訳 デイジー8 時間 21 分 

録音 岳飛伝 2 宋 朝
そうちょう

中 興
ちゅうこう

ノ巻 

8 田中芳樹（タナカ，ヨシキ）編訳 デイジー9 時間 7 分 

録音 岳飛伝 3 精
せい

忠
ちゅう

岳家軍
がくかぐん

ノ巻 

9 田中芳樹（タナカ，ヨシキ）編訳 デイジー9 時間 40 分 

録音 岳飛伝 4 天日
てんじつ

昭
しょう

昭
しょう

ノ巻 

10 田中芳樹（タナカ，ヨシキ）編訳 デイジー8 時間 58 分 

中央公論新社（2001）■宋の時代、北の脅威・金国から祖国を救わんと、ひとりの若者が立ち上

がった－。「説岳全伝」を原典として、田中芳樹が贈る、中国史上最高の英雄・岳飛の物語。天よ

りくだった大鵬岳飛のもと、精鋭が結集する。 

 

録音 サラバ！ 下 

11 西加奈子（ニシ，カナコ）著 デイジー9 時間 35 分 

小学館（2014）■（直木賞）一家離散。親友の意外な行動。恋人の裏切り。自我の完全崩壊。絶

望のただ中で、宙吊りにされた歩（あゆむ）は、衝き動かされるように彼の地へ飛んだ…。 

 

録音 ボスの遺言 昭和四十九年、人間ロケットで富士山を飛び越した男 

12 西村真（ニシムラ，マコト）著 デイジー6 時間 59 分 

青志社（2014）■ビジネスで破産したその男は、改造したロケットバイクで富士山を飛び越して

消えた！ 戦後日本の栄光と挫折のはざまをいっきに駆けぬけた男の生と死のドラマ。 

 

録音 しにがみのバラッド。3 

13 ハセガワケイスケ［著］ デイジー4 時間 46 分 

メディアワークス（2004）■少女は届けます。人から人に、届けます。哀しい「気持ち」を。や

さしい「想い」を。これは、白い死神の哀しくてやさしい物語です。 

 

録音 おくどはん 続々 

14 花登筐（ハナト，コバコ）著 デイジー3 時間 48 分 

潮出版社（1979）■都堂の女主人あやが、余命１ヶ月という診断を受ける。活子は桂の手から、

都堂と桂の策略で姿を隠した守を取り戻そうと、懸命に奔走する。そして守があやのもとへ帰ると、

活子は東京で新たな生活を始める。 
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録音 峠しぐれ 

15 葉室麟（ハムロ，リン）著 デイジー8 時間 53 分 

双葉社（2014）■（時代・歴史小説）小柄で寡黙な亭主と、旅人に親しまれる女房が営む峠の茶

店。ある年の夏、慎ましく暮らしている二人に事件が起こり、静かな生活がかき乱されていく。 

 

録音 現実脱出論 

16 坂口恭平（サカグチ，キョウヘイ）著 デイジー4 時間 52 分 

講談社（2014）■僕たちは見えないものに包まれて生きている。言葉にならない知覚を取り戻し、

本当は誰もが知っているあの〈懐かしい場所〉へ帰ろう。異能の作家・坂口恭平が、これまで知覚

したことを綴る。 

 

録音 8 時 15 分 ヒロシマで生きぬいて許す心 

17 美甘章子（ミカモ，アキコ）著 デイジー6 時間 52 分 

講談社エディトリアル（2014）■悪いのはアメリカ人ではなく、戦争だ－。被爆二世の心理学博

士が、至近距離で被爆しながらも生存している数少ない生き証人である父親の体験と「許す心」の

尊さを綴る。 

 

 日本の名著 １タイトル 

録音 中江
なかえ

兆
ちょう

民
みん

 日本の名著 36 

18 河野健二（カワノ，ケンジ）責任編集 デイジー24 時間 53 分 

中央公論社（1984）■明治時代、自由民権運動の理論的指導者となった、東洋のルソーと評され

る中江兆民。河野健二氏による解説のほか、東洋自由新聞論説、民約訳解、三酔人経綸問答、選挙

人目ざまし、新聞論説集、一年有半などを所収。 

 

 人生訓 ２タイトル 

録音 大丈夫、いつもそばにいるよ。 

19 浅見帆帆子（アサミ，ホホコ）著 デイジー1 時間 32 分 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2014）■何となくうまくいっている、何となくうまくいかない…。それは、

あなた自身の意識が決めていること。目に見えない「意識」というものを、「ブタ」のキャラクタ

ーを通し物語形式でわかりやすく紹介する。 
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録音 世界のエリートたちに学んだ心が自由になる働き方 

20 大沢幸弘（オオサワ，ユキヒロ）著 デイジー4 時間 52 分 

かんき出版（2014）■心が自由になる働き方をすれば、結果はついてくる。自由な心でキャリア

を磨く「仕事のプロ」と呼ばれるエリートたちから学んだ、楽しみながら結果を出す「考え方とビ

ジネススキル」を紹介。 

 

 郷土資料 ５タイトル 

録音 知っておきたい新潟県の歴史 

21 田村裕（タムラ，ヤスシ），伊藤充（イトウ，ミツル）監修／知っておき

たい新潟県の歴史編集委員会編集 デイジー21 時間 54 分  

新潟日報事業社（2010）■原始・古代から近現代まで、新潟県に関わる 101 項目のテーマにつ

いて、最新の研究成果を紹介する。新潟県市町村図、年表なども収録。新潟県の歴史がわかる入門

書。 

 

録音 中魚沼の物語 

22 小林存（コバヤシ，ナガロウ）著 デイジー13 時間 29 分 

中魚沼の物語刊行会（1956）■横越村（現新潟市江南区）に生まれた民俗学研究家の小林存が、

新潟の風土や慣習をつづる。 

 

録音 越後の民俗 信仰の受容変容にみる人の動き 

23 金田文男（カネダ，フミオ）著 デイジー8 時間 47 分 

三協社（2013）■新潟の興味深い風習をまとめた論考。 

 

録音 新潟の妖怪 

24 高橋郁丸（タカハシ，フミマル）著 デイジー3 時間 37 分 

考古堂書店（2010）■ちょっと怖いけれど、懐かしい存在でもある妖怪。娑池の大蛇、ともかつ

ぎ、ヤサブロバサなど、地域の人と深いつながりのある新潟県の妖怪をイラストを交えて紹介。新

潟県妖怪地図も収録。『新潟日報』連載に加筆修正し書籍化。 
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録音 食は新潟にあり 新潟の風土・食・食文化 

25 本間伸夫（ホンマ，ノブオ）著 デイジー10 時間 14 分 

新潟日報事業社（2010）■新潟県内にはどんな食べ物があるか、その由緒来歴と意義役割、県内

外、特に日本国内での位置付けなどを季節ごとに紹介。また、県内を幾つかの地域に分け、その地

域の風土と食との関わりを記述する。 

 

 伝記 １タイトル 

録音 ガンジー 非暴力の兵士 

26 カルヴィン・カイトル著／岳真也（ダケ，シンヤ）訳 

デイジー8 時間 19 分  

潮出版社（1983）■インド独立の父、マハトマ・ガンジーの主義・心情をその人生にそってつづ

る。 

 

 社会 ４タイトル 

録音 知ってほしいアフガニスタン 戦禍はなぜ止まないか 

27 レシャード・カレッド編著 デイジー6 時間 50 分 

高文研（2009）■祖国の惨状に心を痛め、医療・教育ボランティアに献身してきた日本在住のア

フガン人医師が、アフガニスタンの現状と、この実態を生んだ歴史的経緯について述べる。 

 

録音 私たちは政治の暴走を許すのか 

28 立憲デモクラシーの会（リッケンデモクラシーノカイ）編 

デイジー3 時間 10 分  

岩波書店（2014）■歯止めをなくした安倍政権にブレーキをかけ、まっとうな民主主義（デモク

ラシー）を取り戻そう！ 「日中は抗争時代に向かうのか」「無から有は引きだせない」などのほ

か、問題提起、座談会も収録。 

 

録音 性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック  

29 田中嘉寿子（タナカ，カズコ）著 デイジー15 時間 5 分 

立花書房（2014）■被害者に与える二次被害を最小限に留める配慮のある捜査・公判手続とは何

か。性犯罪捜査や児童虐待の捜査・公判における留意点などについて分かりやすく解説する。検察

庁の被害者支援も紹介。 
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録音 マンション管理組合理事になったら読む本 

30 貴船美彦（キフネ，ヨシヒコ）著 デイジー5 時間 54 分 

幻冬舎メディアコンサルティング（2014）■マンションの価値は理事で決まる！マンションを取

り巻く基本的な法律、マンション理事の基本的な考え方、管理会社との付き合い方、押さえておき

たい大規模修繕工事の知識などを解説する。先輩理事の事例も収録。 

 

 障害者福祉 2 タイトル 

録音 福祉のしおり 新潟市視覚障がい者向け福祉行政サービスガイド 

平成 27 年度 31 

 新潟市（ニイガタシ）［編］ デイジー1 時間 17 分 

［新潟市］（2015）■新潟市の福祉サービスガイド（平成２７年４月現在）。 

 

録音 障害学を語る 

32 倉本智明（クラモト，トモアキ），長瀬修（ナガセ，オサム）編著／石川

准（イシカワ，ジュン）ほか述 デイジー6 時間 13 分  

エンパワメント研究所（2000）■1998 年度に東京都障害者福祉会館が主催して実施した福祉講

座「障害学へのお誘い」の講演録。障害、障害者を社会、文化という視点から考え直すと同時に社

会、文化を障害、障害者という視点から考え直す。 

 

 災害 １タイトル 

録音 ドキュメント豪雨災害 そのとき人は何を見るか 

33 稲泉連（イナイズミ，レン）著 デイジー6 時間 48 分 

岩波書店（2014）■東日本大震災から半年後、紀伊半島を襲った台風は、100 名近くの犠牲者

を生んだ。奈良県十津川村、和歌山県那智勝浦町の現場を、ノンフィクション作家がたどる。豪雨

災害の実態を伝える迫真のドキュメント。 
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 医学・健康 ５タイトル 

録音 認知症を知る 

34 飯島裕一（イイジマ，ユウイチ）著 デイジー6 時間 37 分 

講談社（2014）■治療可能な認知症もある。ためらわず早期受診を！30 年近く認知症を取材し

てきたベテラン医療記者が、記者として、患者家族として、両方の視点から書いた認知症の本。漢

方薬も含めた薬の用い方もアドバイスする。 

 

録音 うつを鍼灸で治す 

35 斎藤剛康（サイトウ，タケヤス）著 デイジー4 時間 1 分 

ＳＢクリエイティブ（2013）■鍼灸は身体の不調を治すものという印象が強いが、うつ病、気分

障害、自律神経失調症、睡眠障害など、心の疾患にも効果がある。心の不調に悩む現代人に向けて、

鍼灸を用いたうつの治療法を紹介する。 

 

録音 食物アレルギーのすべてがわかる本 イラスト版 

36 海老沢元宏（エビサワ，モトヒロ）監修 デイジー4 時間 53 分 

講談社（2014）■血液検査が陽性でも食べられないとは限らない。専門医が、食物アレルギーの

タイプやメカニズム、正しい食事管理から緊急時の対応法までを、イラストを交えて徹底的に解説

する。 

 

録音 自分で治せる！顎
がく

関節症 イラスト版 

37 木野孔司（キノ，コウジ）監修 デイジー4 時間 11 分 

講談社（2014）■顎関節症の最大の原因は、ＴＣＨと名づけられた上下の歯の接触グセ。ＴＣＨ

の見つけ方や、ＴＣＨコントロール法、リハビリトレーニングなど、自分でできるセルフケアをイ

ラストや図を交えて解説する。 

 

録音 現代病は「塩」が原因だった！ 

「精製塩＝化学塩」はこんなに怖い！「にがり」不足が諸悪の根源だ 38 

 真島真平（マシマ，シンペイ）著 デイジー5 時間 48 分 

泉書房（2000）■塩のにがりが体内生理を活性化させ、現代病を根本から治す。ガン、高血圧、

糖尿病、そして子供が「キレる」原因もにがり不足のせいだった。免疫力を高め現代病を克服する、

にがりのパワーの秘密とは。 
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 白書 １タイトル 

録音 食料・農業・農村白書 平成 26 年度 

39 農林水産省（ノウリン スイサンショウ）編 デイジー55 分 

農林水産省（2015）■特集１ 人口減少社会における農村の活性化，特集２ 新たな食料・農業・

農村基本計画，第１章 食料の安定供給の確保に向けた取り組み，第２章 強い農業の創造に向け

た取組，第３章 地域資源を活かした農村の振興，第４章 東日本大震災からの復旧・復興 

 

 児童 ６タイトル 

録音 キララの海へ 黒ねこサンゴロウ 2 

40 竹下文子（タケシタ，フミコ）作 デイジー2 時間 1 分 

偕成社（1994）■おれのなまえはサンゴロウ、うみねこ族だけの住む島〈うみねこ島〉の船乗り

だ。うみねこ島に、おそろしい病がはやり、おれは、命より大切な船〈マリン号〉に乗り、薬の原

料のガラス貝をキララの海へとりにいくことになった。 

 

録音 やまねこの島 黒ねこサンゴロウ 3 

41 竹下文子（タケシタ，フミコ）作 デイジー2 時間 15 分 

偕成社（1994）■サンゴロウたちうみねこ族とは宿敵関係にあるやまねこ族。カレハ熱が流行し

たやまねこ族の島をサンゴロウが命をかけて救う。 

 

録音 黒い海賊船 黒ねこサンゴロウ 4 

42 竹下文子（タケシタ，フミコ）作 デイジー1 時間 47 分 

偕成社（1994）■ぼくの名まえはイカマル。うみねこ島の見習い水夫だ。いつか、サンゴロウ親

分のように自分の船をもつのが夢だ。もちろん、マリン号のような船を手に入れるのはたいへんな

ことだろうけど…。そんな、あこがれの親分とこんど、いっしょに仕事をすることになった。 

 

録音 ほこらの神さま 

43 富安陽子（トミヤス，ヨウコ）作／小松良佳（コマツ，ヨシカ）絵 

デイジー3 時間 53 分  

偕成社（2002）■小学５年生の勇平たちが拾ったのは、神様の家「ほこら」だった。ねがいごと

をしてみると次々にかなったが、同時にいやなことも起こった。ちいさなほこらをめぐるファンタ

ジー。 
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録音 どじ魔女ミルの大てがら ミルドレッドの魔女学校 3 

44 ジル・マーフィ作・絵／松川真弓（マツカワ，マユミ）訳 

デイジー2 時間 18 分  

評論社（2002）■どじ魔女ミルも二年生。軽い気持ちでついたうそでいじわるエセルの怒りを買

い、カエルにされてしまったミルは、庭の池で年取ったカエルに出会う。なんとこのカエルは…。

イギリスの人気シリーズ第３作。 

 

録音 ほこりまみれの兄弟 

45 ローズマリー・サトクリフ著／乾侑美子（イヌイ，ユミコ）訳 

デイジー8 時間 44 分  

評論社（2010）■孤児の少年ヒューは、意地悪なおばさんの家を逃げ出した。お供は愛犬のアル

ゴスとツルニチニチソウの鉢植え。めざすは学問の都オクスフォード。だが途中で旅芸人の一座に

出会い…。少年の成長を温かい目で見つめた感動作。 

 

 ８月～９月 サピエ図書館の新刊図書 

 録音図書 11 タイトル 

録音 止まった時計 麻原彰晃の三女・アーチャリーの手記 

46 松本麗華（マツモト，リカ）著 デイジー9 時間 34 分 奈良視福セ製作 

講談社（2015）■オウム真理教教祖・麻原彰晃の三女で「アーチャリー」と呼ばれた少女は、父

母が逮捕され、ひとり教団に取り残された－。地下鉄サリン事件から 20 年。数奇な運命を辿った

著者が、これまでの人生を明かす。 

 

録音 家族という病 

47 下重暁子（シモジュウ，アキコ）著 デイジー3 時間 50 分 

西宮視障製作  

幻冬舎（2015）■日本人の多くが「一家団欒」という言葉にあこがれ、そうあらねばならないと

いう呪縛にとらわれている。なぜ「家族」は美化されるのか。家族の実態をえぐりつつ、「家族と

は何か」を提起する。 
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録音 アポロは月に行かなかった 

48 草川隆（クサカワ，タカシ）著 デイジー5 時間４分 山口点図製作 

栄光出版社（2014）■日本の特撮映画監督山本武は、日本政府首脳からアメリカ行きを命じられ

る。ＮＡＳＡは国の名誉と威信を賭け、アポロ計画を成功させるため、周到に準備した前代未聞の

仕掛けを用意していた…。 

 

録音 １秒って誰が決めるの？ 時計から光格子時計まで 

49 安田正美（ヤスダ，マサミ）著 デイジー3 時間 56 分 横浜市中央製作 

筑摩書房（2014）■時を計ること、その道具（時計）を作ること、そしてその精度を高めること

は、政治や産業、科学技術と常に関わり大きな影響を及ぼしてきた。時代と共に１秒の定義も変化

している。１秒を計る技術の最前線に迫る。 

 

録音 漂流郵便局 届け先のわからない手紙、預かります 

50 久保田沙耶（クボタ，サヤ）著 デイジー2 時間 15 分 香川福セ製作 

小学館（2015）■瀬戸内の小さな島にある郵便局は、届け先のわからない手紙を受け付ける、た

ったひとつの郵便局です。漂流郵便局（旧粟島郵便局）に寄せられた、心をゆさぶる６９通の手紙

を収録。実際の漂流郵便局のしつらえなども紹介します。 

 

録音 サラリーマン川柳ごくじょう傑作選 

51 やくみつる，やすみりえ，第一生命（ダイイチセイメイ）選 

デイジー3 時間 6 分 高知点図製作  

ＮＨＫ出版（2015）■第一生命「サラリーマン川柳コンクール」第２８回応募作品から選ばれた

優秀作を収載。さらに、サラリーマン川柳にみるトレンドワードの検証、穴埋め問題集なども収録

する。 

 

録音 極悪専用 

52 大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著 デイジー9 時間 26 分 

旭川点図製作  

文芸春秋（2015）■やんちゃがすぎた俺は、裏社会の大物であるじいちゃんの命令で、マンショ

ンの管理人助手として働かされることになった。が、そこはプロの殺し屋、元ＣＩＡ、詐欺師など

警察も手が出せないとんでもない極悪人たちの住むマンションだった。殺しなど日常茶飯事のこの

マンションで何が待ちうけていたか？ 
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録音 日本レンタルパパの会 

53 竹内雄紀（タケウチ，ユウキ）著 デイジー7 時間 9 分 京ラ情ス製作 

祥伝社（2015）■結婚式で新婦の父親役、運動会では息子の応援係、子どもの遊び相手や、娘を

叱ってほしいという依頼まで－。レンタルパパたちが、ワケあり家族をお助け！ ダメ男３人の、

笑って泣ける、ドタバタ奮闘記。 

 

録音 キネマの華 

54 加藤元（カトウ，ゲン）著 デイジー8 時間 28 分 島根ラ製作 

講談社（2015）■地主の父親と芸者の母親の婚外子の千鶴は、ある日、父親の家に引き取られた。

腹違いの妹との出会い、暗い欲望をもった兄との禁断の関係を経て、ひょんなことから女優の道を

歩み始めることに…。あるスタア女優の一代記。 

 

録音 過ぎ去りし王国の城 

55 宮部みゆき（ミヤベ，ミユキ）著 デイジー10 時間 3 分 西宮視障製作 

KADOKAWA（2015）■大小さまざまな不幸を背負いながら、それでも現実に踏みとどまり、

必死に生きようとする姿を描く社会派ファンタジーの傑作！ 

 

録音 ジョン・マン５ 立志編 

56 山本一力（ヤマモト，イチリキ）著 デイジー6 時間 17 分 

上田点図製作  

講談社（2015）■親代わりのホイットフィールド船長の励ましと自身の頑張りで、晴れて航海術

の専門学校に合格した万次郎は、首席で卒業することを誓う。中浜万次郎ことジョン・マンの生涯

を描いた第５弾。 
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 シネマデイジー 12 タイトル 

 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］鍵泥棒のメソッド 

57 内田けんじ（ウチダ，ケンジ）監督 デイジー2 時間 13 分 

日本（2012）■ひょんなことからお互いの人生が入れ替わりになってしまった売れない貧乏役者

の桜井と、記憶を失った殺し屋コンドウ。そんなふたりと婚活中の女性が巻き起こす騒動をコミカ

ルに描く。出演は、堺雅人、香川照之、広末涼子ほか。第３６回日本アカデミー賞最優秀脚本賞、

第５５回ブルーリボン賞監督賞受賞。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］カノジョは嘘を愛しすぎてる 

58 小泉徳宏（コイズミ，ノリヒロ）監督 デイジー2 時間 2 分 

日本（2013）■ベストセラーになった青木琴美のコミックを実写化したラブストーリー。音楽業

界を冷めた目で見つめるサウンドクリエイターと、シンガーとしての人並み外れた才能を秘めた少

女の恋の行方を描く。ロマンチックな物語はもとより、パワフルで臨場感に満ちたライブや歌唱シ

ーンにも魅了されてしまう。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］サクラサク 

59 田中光敏（タナカ，ミツトシ）監督 デイジー1 時間 53 分 

日本（2014）■原作・主題歌は、さだまさし。仕事一筋に生きてきた俊介。だが父親が認知症を

発症したことで、家族と向き合わざるを得なくなる。そこで見たものは、崩壊寸前の家族の姿だっ

た。「春、満開の桜が美しかった」という父の言葉に、俊介は家族旅行を決行する。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］超高速！参勤交代 

60 本木克英（モトキ，カツヒデ）監督 デイジー2 時間 4 分 

日本（2014）■江戸期、八代将軍・吉宗の時代。小藩・磐城国湯長谷（いわきのくにゆながや）

藩の金山略奪を狙い、江戸幕府が「５日以内に参勤交代しなければ藩を取り潰す」と無理難題を吹

っ掛ける。金も時間もない湯長谷藩。参勤交代を果たし、無事に藩を守れるのか。 
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録音 ［シネマ・デイジー］壬生
み ぶ

義士伝
ぎ し で ん

 

61 滝田洋二郎（タキタ，ヨウジロウ）監督 デイジー2 時間 22 分 

日本（2003）■幕末の京都・壬生。新撰組隊士・吉村貫一郎を主人公に、「守銭奴」とさげすま

れても、愚直なまでに愛する者のために生き抜いた一人の男の波瀾の運命を描く。浅田次郎原作の

同名小説を映画化。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］時をかける少女 

62 細田守（ホソダ，マモル）監督 デイジー1 時間 43 分 

日本（2006）■時間を過去に遡ってやり直せる能力に目覚めた女子高生は、奔放にその能力を使

っていた。そんなある日、２人の男友達との関係に微妙な変化が訪れる。第３０回日本アカデミー

賞アニメーション作品賞ほか受賞。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］運動靴と赤い金魚 

63 マジッド・マジディ監督 デイジー1 時間 32 分 

イラン（1997）■直したばかりの妹の靴をうっかり失くしてしまった少年。マラソン大会の賞品

の運動靴をもらおうと、３等を目指して必死に走る。貧しい家の兄と妹が１足の靴をめぐって奮闘

する様子をあたたかく描く。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］猟奇的な彼女 

64 クァク・ジェヨン監督 デイジー2 時間 8 分 

韓国（2001）■大学生のキョヌは、夜の地下鉄ホームで美しい「彼女」と出会う。ワイルドで強

引な「彼女」に振り回されつつも、次第に特別な感情を抱いていく。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］タイタニック 

65 ジェームズ・キャメロン監督 デイジー3 時間 19 分 

アメリカ（1997）■１９１２年、処女航海に出た豪華客船タイタニック号。アメリカを目指す画

家志望の青年と上流階級の娘は運命的な出会いを果たし、互いに惹かれ合うが…。第７０回アカデ

ミー賞作品賞ほか受賞。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］ロッキー 

66 ジョン・Ｇ．アビルドセン監督 デイジー2 時間 3 分 

アメリカ（1976）■ボクシングで細々と稼いでいるチンピラが、ある日チャンスを掴みチャンピ

オンへの苦難の道を駆け上がってゆく。シルベスター・スタローン主演・脚本。１９７６年度、第

４９回米アカデミー賞作品賞ほか３部門受賞。 
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録音 ［シネマ・デイジー］スラムドッグ＄ミリオネア 

67 ダニー・ボイル監督 デイジー2 時間 4 分 

イギリス（2008）■スラム街で育った少年が、世界的なクイズ番組で一夜にして億万長者のチャ

ンスを掴むが…。逆境に負けることなく、運命を勝ち取っていく少年を描く。第８１回アカデミー

賞作品賞など８部門、ほか受賞。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］ベイマックス 

68 ドン・ホール，クリス・ウィリアムズ監督 デイジー1 時間 46 分 

アメリカ（2014）■謎の事故で最愛の兄を失った天才少年ヒロ。深く傷ついた彼を救ったのは、

人々の心と体を守るため兄が開発したケア・ロボットのベイマックスだった。兄の死の真相をつか

もうとする２人の前に、未知なる強大な敵が立ちはだかる。 

 

 貸出準備中 ３タイトル 

 現在、製作中・準備中の図書の中からご紹介します。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。準備ができましたら、

予約順に貸し出しを始めます。 
 

録音 狐
きつね

舞
まい

 吉原裏同心 23 

201 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 

光文社（2015）■吉原会所の若い衆が事件に巻き込まれ、神守幹次郎が解決に乗り出すのだが…。 

 

録音 飛躍 交代寄合伊那衆異聞 23 

202 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 

講談社（2015）■改修を終えたベンガル号を得て、東方交易は順風満帆に見えた。だが、新拠点

横浜から悲報が。黄大人（ホアンターレン）たちが襲撃されたという。攘夷派かそれとも幕閣の差

し金か。横浜へ急ぐ座光寺藤之助は、一統を率いる者として、重大な決断を迫られる。幕末前夜を

駆ける大スケールの冒険譚、ついに完結！ 

 

録音 君の膵臓を食べたい 

203 住野よる（スミノ，ヨル）著 

双葉社（2015）■偶然、僕が拾った１冊の本。それは、クラスメイトである山内桜良（やまうち

さくら）が綴っていた秘密の日記帳だった。発売前から話題の新人デビュー作。 
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 点字図書 44 タイトル 

 文学 20 タイトル 

点字 文学を〈凝視
ぎょうし

する〉 

1 阿部公彦（アベ，マサヒコ）著 5 冊 

岩波書店（2012）■（サントリー学芸賞）人は「凝視する」行為のなかで何を見いだすのか？ 「目

の文化」としての近代を問い直し、新しい知の可能性に迫る文学論。第３５回サントリー学芸賞受

賞。 

 

点字 踏
とう

青
せい

 句集 

2 小川公巴（オガワ，コウハ）編集 1 冊 

十日町踏青俳句会（2008）■一言一句といえども疎かにせず、感性と集中力を高める努力で、あ

る程度は伸ばせる。仲良く楽しく俳句を学びながら、美しい日本語を守る砦の、一石となりたい。 

 

点字 磯見漁師 斉藤凡太句集 

3 斉藤凡太（サイトウ，ボンタ）著 1 冊 

角川書店（2012）■（新潟出版文化賞優秀賞）「遠花火山下清何処で見る」出雲崎に住み、磯を

漁場として生活する俳人の第一句集。第８回新潟出版文化賞優秀賞受賞作。 

 

点字 くじけないで 

4 柴田トヨ（シバタ，トヨ）文 1 冊 

飛鳥新社（2010）■「人生、いつだってこれから」９８歳の詩人、トヨさんがつむぎ出すみずみ

ずしい言葉の数々。原本より全１０編の詩を抜粋。 

 

点字 傘の死体とわたしの妻 

5 多和田葉子（タワダ，ヨウコ）著 1 冊 

思潮社（2006）■たづなを解かれたことばは縦横無尽に弾け飛び、意味の穴やお尻の穴、あらゆ

る穴をのぞきこむ。言葉の領域で物語をあやつる魔術師の、本邦初詩集。『現代詩手帖』掲載を単

行本化。 
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点字 俺に墓はいらない 

6 大薮春彦（オオヤブ，ハルヒコ）著 5 冊 

光文社（1975）■宮崎県上空で自衛隊機二機が撃墜された。日本を防衛する電子システムのデー

タが漏洩していたのだ。秘密工作員の鷹見徹夫に、謀略集団をつきとめその基地を破壊することが

命じられた。報酬はなんと五億円! 

 

点字 地獄堂霊界通信５ 完全版 

7 香月日輪（コウズキ，ヒノワ）著 4 冊 

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。 

 

点字 地獄堂霊界通信６ 完全版 

8 香月日輪（コウズキ，ヒノワ）著 3 冊 

講談社（2010）■謎の薬屋「地獄堂」のおやじの力により、術師となったてっちゃん・リョーチ

ン・椎名のワルガキ３人悪。彼らのもとに４つの「花」にまつわる怪事件が。校庭に香る椿と、友

人の消失の関係は！？ 全６話を収録。 

 

点字 暗殺 交代寄合伊那衆異聞 21 

9 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）［著］ 4 冊 

講談社（2014）■（時代・歴史小説）雪の桜田門外が鮮血で染まる。大老井伊直弼の急死で外交

の行方は。藤之助を乗せた交易船団はインド洋で、英国も手を焼く海賊退治へ！ 

 

点字 小説 野に生きる良寛 

10 高橋玲司（タカハシ，レイジ）著 4 冊 

考古堂書店（2013）■今の時代だからこそ良寛！「清貧」と「慈愛」に生きた越後の名僧、良寛

に学ぶ。良寛の生き方にふれ、「無為の豊かさ」を知り、「心のふるさと」を取り戻してほしい。 

 

点字 地獄の掟 闇目付参上 

11 鳴海丈（ナルミ，タケシ）著 4 冊 

文芸社（2014）■（時代・歴史小説）町奉行所の裁けぬ事件、裁こうとせぬ事件を「悪を許さざ

る」という決意で町年寄が結成した「死番猿」。その処刑執行人が、凄腕の浪人、闇目付・結城嵐

四郎。男装の盗人・幻小僧お凛を相棒に今宵も淫虐非道な巨悪を斬りまくる！ 
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点字 サラバ！ 上 

12 西加奈子（ニシ，カナコ）著 7 冊 

点字 サラバ！ 下 

13 西加奈子（ニシ，カナコ）著 6 冊 

小学館（2014）■（直木賞）１９７７年５月、圷歩は、イランで生まれた。父の海外赴任先だ。

チャーミングな母、変わり者の姉も一緒だった。イラン革命のあと、しばらく大阪に住んだ彼は小

学生になり、今度はエジプトへ向かう。後の人生に大きな影響を与える、ある出来事が待ち受けて

いる事も知らずに――。 

 

点字 櫂 上 

14 宮尾登美子（ミヤオ，トミコ）著 4 冊 

点字 櫂 下 

15 宮尾登美子（ミヤオ，トミコ）著 5 冊 

筑摩書房（1973）■（太宰治賞）高知の下町に生れ育った喜和（きわ）は、十五の歳に渡世人・

岩伍（いわご）に嫁いだ。芸妓紹介業を営み始めた夫は、商売にうちこみ家を顧みない。二人の子

供を抱え必死に生きる喜和。やがて岩伍が娘義太夫に生ませた綾子（あやこ）に深い愛をそそぐが

…。大正から昭和戦前の高知を舞台に、強さと弱さを併せもつ女の哀切な半生を描き切る。作者自

らの生家をモデルに、太宰治賞を受賞した名作。 

 

点字 陰謀ノ砦 隠密助太刀稼業 

16 宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 4 冊 

角川春樹事務所（2006）■（時代・歴史小説）幕府勘定組頭の男谷平蔵が、突如、忍の集団に襲

われた。その後も幕臣たちが次々と謎の忍に襲われることになる。忍の目的は、一族の仇討ちなの

か。最強の助太刀が悪を絶つ、書き下ろし時代長篇。 

 

点字 小説天空の城ラピュタ 前編 

17 宮崎駿（ミヤザキ，ハヤオ）原作／亀岡修（カメオカ，オサム）文 2 冊 

点字 小説天空の城ラピュタ 後編 

18 宮崎駿（ミヤザキ，ハヤオ）原作／亀岡修（カメオカ，オサム）文 2 冊 

徳間書店（1986）■人気アニメのノベライズ版 
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点字 無伴奏ソナタ 

19 オースン・スコット・カード著／金子浩（カネコ，ヒロシ），金子司（カ

ネコ，ツカサ），山田和子（ヤマダ，カズコ）訳 6 冊  

早川書房（2014）■（ＳＦ）２歳にして音楽の天才と評されたクリスチャンは、人里離れた森の

奥で、ただ鳥の声や風の歌声だけを聴いて育ち…。表題作ほか処女作「エンダーのゲーム（短篇版）」

など、独創的なアイデアと奔放華麗な想像力で描く全１１篇。 

 

点字 嵐の淵で 

20 サンドラ・ブラウン著／林啓恵（ハヤシ，ヒロエ）訳 9 冊 

集英社（2013）■８年前の嵐の日、美しくて奔放な姉が下着を剥ぎ取られ惨殺された。事件は、

当時１２歳の妹ベラミーの心に深い疵を残した。大人になったベラミーは過去を清算するつもりで

事件を小説に綴ったが、それが予想外のベストセラーになると、彼女の身辺で次々と不気味な出来

事が起きる。真相を探るため当時の姉の恋人で第一容疑者だったデントに急接近するのだが…。ラ

ブ・サスペンスの女王、サンドラの傑作！ 

 

 歴史 １タイトル 

点字 九月、東京の路上で １９２３年関東大震災ジェノサイドの残響 

21 加藤直樹（カトウ，ナオキ）著 3 冊 

ころから（2014）■関東大震災の直後に響き渡る叫び声。ふたたび五輪を前に繰り返されるヘイ

トスピーチ。１９２３年９月、ジェノサイドの街・東京を描き、現代に残響する忌まわしい声に抗

う。同名ブログをもとに加筆修正し単行本化。 

 

 郷土資料 2 タイトル 

点字 黄金の島を歩く 佐渡金銀山の歴史と文化 

22 佐渡市教育委員会世界遺産・文化振興課，新潟県教育庁文化行政課編著 

2 冊  

新潟日報事業社（2008）■１７世紀から２０世紀にかけて、日本最大の金銀山であり続けた佐渡

金銀山。現在も数多く残る史跡を巡り、「日本の縮図」と称される島独特の文化を訪ねる。文化遺

産の位置を示すマップや、博物館などの情報も収載。 
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点字 新潟湊の繁栄 湊とともに生きた町・人 

23 新潟市（ニイガタシ）編 3 冊 

新潟日報事業社（2011）■平安時代の蒲原津に始まり、中世の三か津の時代を経て新潟湊は江戸

時代半ば以降は、全国各地から集まる回船でにぎわい、繁栄を遂げた。津から湊へ。本書では、幕

末に日本海側の開港場と決定され、明治元年に開港するまでの新潟湊の歴史を記し、湊と一体とな

って発展した新潟の姿を伝える。 

 

 社会 8 タイトル 

点字 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 

24 伊豆見元（イズミ，ハジメ）著 3 冊 

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。 

 

点字 硝煙の向こうの世界 渡部陽一が見た紛争地域 

25 渡部陽一（ワタナベ，ヨウイチ）著 2 冊 

講談社（2012）■イラク戦争、アフガニスタン戦争、スーダン・ダルフール紛争、チベット・ウ

イグル暴動…。新聞やテレビ報道、教科書では伝えきれない戦場の現実を、戦場カメラマンがわか

りやすく解説する。東日本大震災についての文章も収録。 

 

点字 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関

する法律 1 冊 26 

総務省法令データ提供システム（2014）■消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的

被害を集団的に回復するための裁判手続について定めた法律。平成２５年１２月１１日公布内容全

文。 

 

点字 難病の患者に対する医療等に関する法律 再生医療等の安全性の確保等

に関する法律 アレルギー疾患対策基本法 １冊 27 

総務省法令データ提供システム（2014）■平成２６年５月３０日公布の「難病の患者に対する医

療等に関する法律」、平成２５年１１月２７日公布の「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、

平成２６年６月２７日公布の「アレルギー疾患対策基本法」を収録。 
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点字 経営がみえる会計 実学入門 目指せ！キャッシュフロー経営 

28 田中靖浩（タナカ，ヤスヒロ）著 3 冊 

日本経済新聞出版社（2013）■「投資とリターン」の法則だけで会計の基本がわかる入門書。難

しい専門用語や堅苦しい表現は徹底的に排除し、「右脳でわかる」直感的な図を使ってビジュアル

に解説。「マクドナルドの価格戦略」といった実際のケースも満載。 

 

点字 社会福祉施設等調査の概況平成２４年 

29 厚生労働省［編］ 2 冊 

厚生労働省（2014）■全国の社会福祉施設等を対象に、平成２４年１０月１日現在で実施した調

査の結果の概要をまとめる。施設数、定員、利用状況、従事者の状況等の調査結果を収録。 

 

点字 核の難民 ビキニ水爆実験「除染」後の現実 

30 佐々木英基（ササキ，ヒデキ）著 4 冊 

ＮＨＫ出版（2013）■避難を続けるマーシャル諸島の住民、アメリカ、日本の動き。三者の足取

りを辿ったとき、浮かび上がるのは核覇権のシステムだった－。核実験場マーシャルと原発大国日

本を結び、米国の秘められた核戦略をあぶり出す。 

 

点字 ドイツ装甲師団 電撃戦の立役者 

31 ケネス・マクセイ著／加登川幸太郎（カトガワ，コウタロウ）訳／大木毅

（オオキ，タケシ）監修 4 冊  

並木書房（2000）■ドイツ軍の先鋒として縦横無尽に暴れまわった「ドイツ装甲師団」の技術と

戦術、名将の活躍を総合的にとらえる。１９７１年サンケイ新聞社出版局刊「ドイツ機甲師団」の

改題改訂。 

 

 昆虫 1 タイトル 

点字 ファーブル昆虫記 完訳 第６巻 下 

32 ジャン＝アンリ・ファーブル著／奥本大三郎（オクモト，ダイザブロウ）

訳 7 冊  

集英社（2008）■バッタは、どうやって鳴いているのか？フランス文学者であり日本昆虫協会の

会長でもある奥本大三郎がファーブルの世界を完訳する。『すばる』連載を改訳、図版・脚注・訳

注を増補し単行本化。 
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 医療・健康 1 タイトル 

点字 お世話する人・される人がラクになるちょうどいい介護 

33 宮子あずさ（ミヤコ，アズサ）著 3 冊 

ＰＨＰエディターズ・グループ（2011）■人のお世話は、やりがいや自己の成長といった、きれ

いな言葉だけでは語れません。私はそうした苦労も実感したうえで、なおもこの仕事にひかれ続け

ています。こうした体験から、人のお世話をする方に、少し気楽になるヒントを伝えられたらと思

います。 

 

 児童 1 タイトル 

点字 黒魔女さんが通る！！ ｐａｒｔ０ そこにきみがいなかったころの巻 

34 石崎洋司（イシザキ，ヒロシ）作／藤田香（フジタ，カオル）絵 3 冊 

講談社（2011）■「黒魔女さんが通る！！」シリーズのはじまりのお話。タイトルの由来や、ギ

ュービッドさまの機関銃攻撃の秘密、ピンクのゴスロリの謎などが次々にあきらかに！ 

 

 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 気にしすぎ症候群 

35 伊東明（イトウ，アキラ）著 3 冊 群馬点図製作 

小学館（2015）■ＬＩＮＥで友人が書いた何気ない一言が気になる、上司が見せた苦笑いの意味

が気になる…。私たちの周りに周到に仕組まれた「気にしすぎ」のメカニズムを解き明かし、その

厄介な心理とうまくつきあっていく方法を解説する。 

 

点字 ゴミ情報の海から宝石を見つけ出す 

これからのソーシャルメディア航海術 36 

 津田大介（ツダ，ダイスケ）著 3 冊 埼玉点図製作 

ＰＨＰ研究所（2014）■ソーシャルメディア時代の情報リテラシーとは「人を見る力」である。

ゴミ情報の海から貴重な知や人脈を拾い出す具体的な方法論、ツィッターで人を見抜いたり、発想

を得たりする具体例を、津田大介がＱ＆Ａ形式で紹介する。特別対談、川上量生「アルゴリズムに

支配されないために」。特別解説、「津田大介論、あるいはパーソナルメディアの誕生」島田裕巳。 
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点字 医学探偵の歴史事件簿 

37 小長谷正明（コナガヤ，マサアキ）著 3 冊 福岡点図製作 

岩波書店（2014）■歴史上の人物の行動には、病気と医学が深く関わっている。病気持ちの大統

領や独裁者、王たちは歴史をどう変えたか。最近の遺伝子鑑定や歴史医学研究、歴史記録の解読を

通じて、歴史を動かした病気の謎を解く。 

 

点字 1964 年のジャイアント馬場 

38 柳沢健（ヤナギサワ，タケシ）著 9 冊 島根ラ製作 

双葉社（2014）■日本人メジャーリーガーなど存在しなかった１９６０年代、ジャイアント馬場

はたったひとりの「世界標準の男」だった－。劣等感と挫折を乗り越え、プロレスの本場を高下駄

で闊歩した男の物語。 

 

点字 青きドナウの吸血鬼 

39 赤川次郎（アカガワ，ジロウ）著 3 冊 秋田点図製作 

集英社（2015）■（推理小説）クロロックの仕事に便乗して、ヨーロッパ旅行に出かけたエリカ

たち。ロマンティックな古都ウィーンを舞台に、吸血鬼父娘の推理が冴え渡る！表題作ほか全３編

を収録。「吸血鬼はお年ごろ」シリーズ第１２弾。 

 

点字 友喰い 県警対自衛隊〈最高機密〉 

40 安達瑶（アダチ，ヨウ）著 5 冊 札幌視情セ製作 

光文社（2014）■（推理小説）美しい湾に海上自衛隊の一等海尉の死体が漂着した。捜査を始め

た刑事・溝口は、死因に疑問を抱き、一等海尉と古参の部下との確執に辿り着く。だが、機密を盾

にした自衛隊側に阻まれ…。溝口は真相に迫れるのか？ 

 

点字 小説＜映画＞進撃の巨人 ＡＴＴＡＣＫ ＯＮ ＴＩＴＡＮ 

41 諌山創（イサヤマ，ハジメ）原作／浅倉冬至（アサクラ，トウジ）小説 

3 冊 鹿児島視情セ製作  

講談社（2015）■百年以上前、突如現れた巨人たちに人類の大半は喰われ、文明は崩壊した―。

この巨人大戦を生き残った者たちは巨人の侵攻を防ぐため、巨大な壁を三重に築き、内側で生活圏

を確保して平和を保っていた。だが百年、壁が壊されなかったといって、今日、壊されない保証は

どこにもない―。 
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点字 迷い人 品川しみづや影絵巻 

42 倉坂鬼一郎（クラサカ，キイチロウ）著 3 冊 福島点図製作 

KADOKAWA（2015）■（時代・歴史小説）北品川の一膳飯屋「しみづや」の飼い猫が倒れて

いる若い男を見つけた。男の傷は回復したが、自分が誰であるのか分からない。手がかりは懐に持

っていた３本の包丁のみ。そして男をうかがう怪しい人影…。彼は一体何者なのか。 

 

点字 探偵工女 富岡製糸場の密室 

43 翔田寛（ショウダ，カン）著 4 冊 島根ラ製作 

講談社（2014）■（推理小説）日本の近代化を推進する原動力として、明治新政府が総力を挙げ

て建設した富岡製糸場。開業翌年の明治５年、この大規模器械式製糸場内で、若き工女が惨殺死体

となって発見された。密室殺人の裏に隠された意外な真相に、被害者の傍輩である工女が迫る。『誘

拐児』ほかで時空を超える人間の業と謎を探求し続ける江戸川乱歩賞作家による、近代日本ミステ

リー。 

 

点字 ５分で泣ける！胸がいっぱいになる物語 ベストセレクション 

44 『このミステリーがすごい！』編集部編 4 冊 名古屋ラ盲製作 

宝島社（2015）■ペリリュー島の大戦秘話「サクラ・サクラ」、老夫婦の愛を描く「柿」など、「ひ

と駅ストーリー」シリーズと「１０分間ミステリー」シリーズから厳選した“泣けるいい話”全２

６話を収録。 
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 ７月～８月 点字情報誌のご紹介 

 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（夏号） 新潟県発行 

●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 7/5、7/19、8/2、8/16、） 新潟市発行 

●広報かしわざき（第 1144 号～1147 号） 柏崎市発行 

●ふれあいらしんばん（vol.44） 内閣府発行 

●点字厚生（250号） 日本盲人会連合発行 

●月刊東洋療法（第 255、256 号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

●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 

●出版図書ニュース（第 126号） 京都ライトハウス発行 

●広報いしかわ（第 169号） 石川県発行 

●協会だより No.14 石川県視覚障害者協会発行 

●ひかり（第 687、688号） 天理教点字文庫発行 

●ふれあい文庫だより（第 44 号） てんやく絵本ふれあい文庫発行  

●子どもの点字本（125） ＹＷＣＡ点字子ども図書室発行 
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 人気録音雑誌のご紹介 

当館で貸し出しを行っている人気のデイジー雑誌をご紹介します。読書の秋、芸術

の秋。音楽雑誌を試聴してみませんか。 

一度お申し込みをいただくと、定期的にお届けいたします。１号だけの試し読みも

できます。貸し出し・試し読みのご希望は、当館までお申込みください。 

 

１．ショパン（月刊） 特定非営利活動法人点訳・音声訳集団一歩の会製作 

ハンナ刊「ショパン（CHOPIN）」の抜粋録音版。ピアノ好きのためのピアノ

雑誌。趣味でピアノを弾いている方から専門家までが楽しめる、クラシック音楽

界の最新情報を毎月お届け。収録時間４時間。 

 

２．音楽の友（月刊）  

音楽之友社刊の全文録音版。クラシック音楽を愛する方々のための音楽専門

誌。クラシック音楽のコンサートに行く、自ら楽器を演奏する、クラシック音

楽をもっと深く知りたい、という方々に国内外の著名なアーティストへのイン

タビュー、海外の音楽界の話題、全国で行われる演奏会の批評、また趣味とし

て楽器を奏でるアマチュア音楽家の方々にも楽しんで頂けるような情報を毎月

お届けしています。収録時間 25 時間。 
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