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新刊案内

0

◆2015 年 12 月～2016 年 1 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 118 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。
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10 タイトル
田中角栄権力の源泉
大下英治（オオシタ，エイジ）著 デイジー10 時間 47 分

イースト・プレス（2014）■高等小学校卒の田中角栄が日本の最高権力者に上り詰めるまでには、
類い稀なその人心掌握術とともに、“刎頚（ふんけい）の友”といわれた政商・小佐野賢治との二
人三脚が欠かせなかった。昭和の巨魁の栄光と蹉跌（さてつ）を綴る。

1

録音

メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊
録音
2

きつねまい

狐 舞

吉原裏同心 23

佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー7 時間 20 分

光文社（2015）■（時代・歴史小説）吉原裏同心の神守幹次郎に、かつて出奔した豊後岡藩から
復藩の話が舞い込む。突然の話にいぶかる幹次郎だったが、そんな折り、吉原に出店を持つ呉服屋
の主が殺された。難問山積の幹次郎はかつてない大捕物に豪剣で立ち向かう―。

録音
3

ひやく

飛躍

交代寄合伊那衆異聞 23

佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）
［著］

デイジー8 時間

講談社（2015）■（時代・歴史小説）ペナン島で改修を終えた東方交易第三の帆船ベンガル号が、
その勇姿を上海に見せ、多国籍の仲間が揃った。長崎では、玲奈の母・薫子（かおるこ）も、ドン・
ミゲルに着いてマラッカに向かうことを決める。だが、横浜より悲報が。藤之助の見せた決断とは？

録音
4
録音
5

しにがみのバラッド。5
ハセガワケイスケ（ハセガワ，ケイスケ）
［著］ デイジー6 時間
しにがみのバラッド。6
ハセガワケイスケ（ハセガワ，ケイスケ）
［著］ デイジー4 時間 13 分

メディアワークス（2004/2005）■永久の花よ、来たれ―。「―？」名前を呼ばれた気がして、
白い少女は振り返りました。しかし、そこに求める姿はありませんでした。これは、白い死神の哀
しくてやさしい物語。

録音
6

バーカウンターは人生の勉強机である

サロン・

ド・

シ

マ

ジ

salon de SHIMAJI

島地勝彦（シマジ，カツヒコ）著 デイジー6 時間 57 分

阪急コミュニケーションズ（2014）■「サロン・ド・シマジ」のマスターであるシマジが、シン
グルモルトにまつわる逸話を縦横無尽に語り尽くす。お酒を愛するすべての老若男女に贈る、シン
グルモルト・ストーリーズ。

録音
7

手のひらから広がる未来

ヘレン・ケラーになった女子大生

荒美有紀（アラ，ミユキ）著

デイジー6 時間 39 分

朝日新聞出版（2015）■大学４年生の春、病気がもとで聴力と視力を失った著者。絶望して泣い
てばかりいた少女は、どうやって一歩を踏み出し、大学に復学し、
「自分にも役割がある」
「人の役
に立ちたい」と思えるようになったか。壮絶な魂の軌跡。

録音

2
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録音
8

ふたりの老女
ヴェルマ・ウォーリス著／亀井よし子（カメイ，ヨシコ）訳
デイジー4 時間 20 分

草思社（2014）■ある寒さの激しい冬、激しい飢えにみまわれた部族の人々は、ふたりの老女を
置き去りにした。棄てられたことでプライドを蘇らせたふたりは、とことんこの状況と闘い始める
…。生の奇跡と古老の知恵を語り継ぐ部族の伝説。

録音
9

ターザンと蟻人間

ターザン・ブックス８

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9 時間 27 分

早川書房（1973）■（ＳＦ）身の丈５０センチ足らずのミヌニ人の一種族の王子を救ったのが縁
で、彼らの宿敵と闘うこととなったターザン。だが、気が付いたときには、魔術学者の秘法にかか
り、ターザン自身が寸足らずの小さな身体に縮められてしまっていた！

録音

シベリアの掟

10

ニコライ・リリン著／片野道郎（カタノ，ミチオ）訳
デイジー17 時間 7 分

東邦出版（2015）■シベリアに起源を持つ特殊な犯罪共同体「ウルカ」の一員として育てられた
ニコライ・
“コリマ”が、少年時代をふり返り、いくつもの逸話を重ねながら、自らが受けた教育、
それを支える深い哲学と価値観を描き出した自伝的小説。

心理学

２タイトル

録音

Ａ型女の取扱説明書（トリセツ）

11

神田和花（カンダ，ワカ）
，新田哲嗣（ニッタ，アキツグ）著
デイジー3 時間 6 分

あさ出版（2008）■Ａ型女はお嫁さんにしたい女性 No．1！でもガス警報機をつけて管理しな
いと大爆発！Ａ型女の特徴や接し方を解説し、Ａ型女をうまく取り扱う９のレッスンを紹介する。
「Ａ型女取扱マスター」検定試験 60 問付き。

3

録音
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録音

ＡＢ型女の取扱説明書（トリセツ）

12

神田和花（カンダ，ワカ）
，新田哲嗣（ニッタ，アキツグ）著
デイジー3 時間 5 分

あさ出版（2008）■ＡＢ型女はクールで天才肌！でも本当は、甘えん坊な赤ちゃん！？ＡＢ型女
の特徴や接し方を解説し、ＡＢ型女をうまく取り扱う８つのレッスンを紹介する。「ＡＢ型女取扱
マスター」検定試験付き。

仏教
録音
13

１タイトル
ゆいしきろん

唯 識 論 講義

上

安田理深（ヤスダ，リシン）
［著］／本多弘之（ホンダ，ヒロユキ）編
デイジー14 時間 38 分

春秋社（2012）■西洋近代哲学をも視野に入れつつ、実存的・求道的な問題意識から唯識思想の
本質を解明しようとする、安田理深の最晩年の講義録。迫真の言葉に満ちた名講義を収録する。

個人伝記

１タイトル

録音

田中角栄 100 の言葉

日本人に贈る人生と仕事の心得

14

別冊宝島編集部（ベッサツ

タカラジマ

ヘンシュウブ）編

デイジー2 時間 58 分
宝島社（2015）■できることはやる。できないことはやらない。しかし、すべての責任はこのワ
シが負う。以上！読むだけで元気が出る、
「角さん」名語録。心に残る田中角栄の１００の言葉を、
秘蔵写真とともに紹介。

地理

1 タイトル

録音

５日間の休みで行けちゃう！美しい街・絶景の街への旅

15

Ａ－Ｗｏｒｋｓ（エー

ワークス）編集

デイジー8 時間 8 分

Ａ－Ｗｏｒｋｓ（2014）■ギリシャのサントリーニ島、イタリアのアルベロベッロ…。世界中に
点在する、別世界のようなステキな街の中から、５日間の休み＆手ごろな旅費があれば行ける場所
を紹介し、旅の予算から手配先まで丁寧に解説する。

録音

4
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外交

２タイトル

録音

神と黄金

上

イギリス，アメリカはなぜ近現代世界を支配できたのか

16

ウォルター・ラッセル・ミード著／寺下滝郎（テラシタ，タキロウ）訳
デイジー18 時間 32 分

録音

神と黄金

下

イギリス，アメリカはなぜ近現代世界を支配できたのか

17

ウォルター・ラッセル・ミード著／寺下滝郎（テラシタ，タキロウ）訳
デイジー20 時間 4 分

青灯社（2014）■秘密は２つのＧ、神（Ｇｏｄ）と黄金（Ｇｏｌｄ）の特殊な接合にある。つま
り、資本主義と結託した特異なキリスト教こそが鍵だ－。１７世紀以降、１度も負け組に回ったこ
とがない英米の強さの秘密を解き明かす。

社会

３タイトル

録音

印鑑の基礎知識

知らないではすまされない

18

寺沢正孝（テラサワ，マサタカ）監修／金融実務研究会著
デイジー5 時間 28 分

きんざい（2014）■電子化時代の今でも社会的・法律的に重要な存在であるハンコ。ベテランの
実務家が、日常生活やビジネスの現場で欠かすことのできないハンコに関する知識をＱ＆Ａ方式で
わかりやすく解説する。

録音

データブック人口

19

西川潤（ニシカワ，ジュン）著

デイジー4 時間 32 分

岩波書店（2008）■急速に少子化・高齢化が進む先進国。しかし途上国の人口は、先進国の２倍
の速度でふえている。新しい「人口」問題を、環境や資源、生活保障、国際情勢などとの結びつき
から考察し、複雑な構造を解き明かす。

録音

人生のかたづけ整理術

20

持ちモノ、死に方、お葬式…

遺された家族が困らないために

柳田智恵子（ヤナギダ，チエコ）著 デイジー6 時間 26 分
ダイヤモンド社（2014）■遺された者に迷惑をかける人、かけない人の違いは、「かたづけ」だ
った！モノ・お金・葬儀・お墓・死に方をテーマに、事例を交え、かたづけの必要性やうまくかた
づけるコツを解説。お墓や葬儀の基礎知識なども紹介する。

5

録音
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社会福祉

２タイトル

録音

もう限界！！親を介護施設にあずけるお金がわかる本

21

高室成幸（タカムロ，シゲユキ）監修 デイジー8 時間 23 分

自由国民社（2014）■親を施設にあずけるには、お金はどのくらいかかるのか。具体的な入居・
入所事例を通して、安心・納得できる施設の探し方・選び方、契約で確認するポイント、重要事項
説明書の読みこなし方を解説する。

録音

障害者白書

平成 27 年版

22

内閣府（ナイカクフ）編集 デイジー8 時間 27 分

カセット 6 巻

勝美（しょうび）印刷（2015）■「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」が成
立した経緯や内容を詳しく紹介するとともに、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向
けた取組や、住みよい環境の基盤づくりなどを取り上げる。

伝説・民話

１タイトル

録音

めぐろむかしばなしひもんや

23

金澤十郎（カナザワ，ジュウロウ）著

デイジー2 時間 33 分

金沢十郎（1981）■「すす団子」「雨乞い」「お百姓」「惣右衛門さん」など、目黒にまつわるむ
かしばなしを収録。

医学・健康

４タイトル

録音

人間の死に方

医者だった父の、多くを望まない最期

24

久坂部羊（クサカベ，ヨウ）著

デイジー5 時間 17 分

幻冬舎（2014）■父が寝たきりになって１年数カ月、医療や介護に対する常識が次々と覆った。
医学常識を無視し自由奔放に暮らした父から教わった医療の無力と死への考え方を紹介する。

録音

徹底攻略国家試験過去問題集

25

あん摩マッサージ指圧師用［抜粋］

第 23 回（2016）

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 13 分
医道の日本社（2015）■第２３回国家試験に出題された問題に解説と解答を付す。

録音

6
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録音

徹底攻略国家試験過去問題集

26

はり師きゅう師用［抜粋］

第 23 回（2016）

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 49 分
医道の日本社（2015）■第２３回国家試験に出題された問題に解説と解答を付す。

録音

脳卒中にならない、負けない生き方

27

日本屈指の名医が教える「健康に生きる」シリーズ
内山真一郎（ウチヤマ，シンイチロウ）著

デイジー5 時間 42 分

サンマーク出版（2014）■５人に１人が発症するといわれる脳卒中。危険因子をすべて取り除い
ていくことで脳卒中の８割は予防できると説く医師が、その具体的方法を詳述。さらに、発症後の
治療やリハビリテーション、生き方にまで踏み込んで解説する。

電気

１タイトル

録音

家電の科学

28

山名一郎（ヤマナ，イチロウ）
，家電テクノロジー研究会著

ここまで進化した驚異の技術

デイジー5 時間 8 分
ＰＨＰ研究所（2014）■電子レンジでなぜ食べ物が温まる？４Ｋテレビって何？ＬＥＤ電球から、
電気炊飯器、液晶テレビ、家庭用掃除ロボット、電動アシスト自転車まで、個別具体的な商品・製
品の技術やしくみを解説する。

ダイエット（痩身法）

１タイトル

録音

お風呂でやせる本

今日から始める「やせる習慣」

29

スッキリきれい研究会（スッキリ

キレイ

ケンキュウカイ）著

デイジー2 時間 29 分
大和（だいわ）書房（2011）■ハードな食事制限やエクササイズも試してみたけど続かない。そ
んなあなたに朗報です。毎日入るお風呂とダイエットを組み合わせれば、三日坊主の心配なし。痩
身効果があるお風呂の入り方、お風呂でできる目的・部位別エクササイズ、小顔＆美肌になれるバ
スタイムマッサージなどなど、今日から始められる簡単メニューのなかからぴったりのメニューを
選んで、今度こそやせやすい体質とすっきりボディを手に入れましょう。

7

録音
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スポーツ

2 タイトル

録音

スポーツ遺伝子は勝者を決めるか？

30

デイヴィッド・エプスタイン著／福典之（フク，ノリユキ）監修／川又政
治（カワマタ，マサハル）訳

アスリートの科学

デイジー19 時間 21 分

早川書房（2014）■スポーツにおける強さの源は、遺伝か環境か。陸上競技などさまざまな種目
を検証。多くのオリンピック・メダリストや研究者を取材し、アスリートの肉体の秘密に迫る。ス
ポーツ科学の最先端を紹介するノンフィクション。

録音

哲学者、競馬場へ行く

賭博哲学の挑戦

31

桧垣立哉（ヒガキ，タツヤ）著

デイジー11 時間 16 分

青土社（2014）■春の桜花賞、伝統の天皇賞、夢と現実のジャパンカップ、年末の有馬記念…。
大学で西洋哲学を教えるその男は、今週もまた競馬場へと足を運ぶ。現代思想の最前線は競馬場に
もあると信じる哲学者による、異色の日本競馬通史。

12 月～１月

サピエ図書館の新刊図書

録音図書 12 タイトル
録音

男を本気にさせる女になる方法

32

この恋を実らせるために今あなたができること
沖川東横（オキカワ，トウヨコ）著 デイジー3 時間 57 分
神奈川ラ製作

KADOKAWA（2015）■ブログ 7000 万人アクセスの人気占い師が、恋が思うように進まなく
なったあなたに教える、普遍の恋愛ルール。男女が織り成す３つのステージを無事に乗り越え、幸
せをつかむ方法を伝授します。

録音

徳川家の家紋はなぜ三つ葉葵なのか

家康のあっぱれな植物知識

33

稲垣栄洋（イナガキ，ヒデヒロ）著 デイジー6 時間 19 分
大田区声の図製作

東洋経済新報社（2015）■なぜ戦国武士は草食系の食事で戦い続けられたのか？なぜ関ケ原の戦
いで家康は生米を食べるなと指示したのか？戦国の世から江戸時代における、植物と武士の知られ
ざる関係を描く。

録音

8
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録音

もう一つの「幕末史」

“裏側”にこそ「本当の歴史」がある！

34

半藤一利（ハンドウ，カズトシ）著

デイジー8 時間 29 分

青森視情セ製作
三笠書房（2015）■「尊皇攘夷」は、幕府を倒す“口実”だったのか？なぜ竜馬はみなに愛され、
そして殺されたのか？ 半藤一利が独自の歴史観を織り交ぜながら、日本のすべてが変わった「幕
末」という時代の実像に迫る。

録音

鉄道旅行

週末だけでこんなに行ける！

35

所沢秀樹（ショザワ，ヒデキ）著

デイジー8 時間 18 分 千葉点図製作

光文社（2013）■どんなに忙しい人でも、鉄道を駆使すれば休みを取らずに盛りだくさんの旅行
が楽しめる！時間がない人向けの鉄道旅行のコツをたっぷり掲載するほか、週末だけで北海道や九
州・四国を旅する大技も紹介。

録音

日本人はなぜ、
「薬」を飲み過ぎるのか？

36

薬では病気が治らない本当の理由！
宇多川久美子（ウダガワ，クミコ）著 デイジー4 時間 30 分
北九州点製作

ベストセラーズ（2015）■医者よりも「薬」に詳しい薬剤師が見てきた医薬の真実とは？「薬を
使わない薬剤師」を目指してきた著者が、日本における薬の使われ方や、処方薬～医薬業界の危険
度＋ムダを教える。

録音

薮医ふらここ堂

37

朝井まかて（アサイ，マカテ）著

デイジー8 時間 26 分

奈良視福セ製作
講談社（2015）■（時代・歴史小説）神田三河町で開業している小児医、天野三哲（さんてつ）
は「面倒臭え」が口癖の薮医者。ところが、ひょんなことから患者が押し寄せてきて…。直木賞作
家が人情と笑いたっぷりに描く、江戸の名物小児医の物語。

録音
38

あがな

贖い

五十嵐貴久（イガラシ，タカヒサ）著

デイジー20 時間 16 分

名古屋ラ盲製作
双葉社（2015）■（推理小説）東京、埼玉、愛知。日を違えて起きた殺人事件。巧みに姿を隠す
犯人に捜査は膠着する。だが、ひとりの捜査員は気がついた―。これぞ、警察捜査小説!

9

録音

メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊
録音

わたしの神様

39

小島慶子（コジマ，ケイコ）著

デイジー8 時間 37 分

札幌リーディン製作
幻冬舎（2015）■人気のアイドルアナ、まなみ。まもなく産休に入るアリサ。ニュース番組のデ
ィレクターで才色兼備の帰国子女、望美（のぞみ）。知られざる“女子アナ”たちの嫉妬と執着と
野心を描く。

録音

朝顔の日

40

高橋弘希（タカハシ，ヒロキ）著

デイジー3 時間 41 分

川崎情セ製作
新潮社（2015）■その日に死んでしまふ気がするのです―。凛太は結核を患い療養する幼馴染み
の妻・早季を足繁く見舞っている。身体も、精神も、安静に保つ日々。しかし病状は悪化、咽喉の
安静のため若い夫婦はついに会話を禁じられてしまう。そして或る日、彼が妻の瞳の底に見たのは、
おそらく、人間が生きたまま宿してはいけない種類のものだった―。

録音

エンドレスナイト殺人事件

41

西村京太郎（ニシムラ，キョウタロウ）著

デイジー6 時間 38 分

西宮視障製作
徳間書店（2015）■（推理小説）人気番組の収録スタジオでプロデューサーが毒殺された。スタ
ジオにいた全員が犯行可能で、しかも動機もあるのだ。予想外の結末は？表題作ほか、華やかな世
界にうごめく愛憎を描いた全６篇のオリジナル傑作集。
はる

録音

いとど遙 けし

42

蜂谷涼（ハチヤ，リョウ）著

デイジー11 時間 42 分 札幌視情セ製作

柏艪舎（はくろしゃ）（2015）■（時代・歴史小説）花にはそれぞれ咲くべき場所がある。江戸
時代前期より、播磨龍野（はりまたつの）藩藩主の脇坂家に長年仕えてきた岩橋家。そのお役目と
は、主君の密旨を受け、相手方の内情を探ることだった。女隠密として戦に挑む母娘三代の物語。
ひ そ

録音

悲素

43

帚木蓬生（ハハキギ，ホウセイ）著

デイジー18 時間 56 分

福岡市立点図製作
新潮社（2015）■あの夏、いったい何が？「毒」は人間の体と心を、どう変えるのか？現役医師
の著者が実在の事件を題材に描いた鎮魂の書き下ろし巨篇！

録音

10

メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊

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。当館までお申
込みください。
ざくろざか

録音

［シネマ・デイジー］柘榴坂の仇討

44

若松節朗（ワカマツ，セツロウ）監督 デイジー2 時間 3 分

日本（2014）■明治６年、武士の世が終わり仇討ちが禁じられた時代。既にない藩の命を守り、
主君の仇を追い続ける男と、暗殺者の中で最後まで生き残り、武士を捨て孤独に生きる男の邂逅と
行く末を描く。

録音

［シネマ・デイジー］南極料理人

45

沖田修一（オキタ，シュウイチ）監督

デイジー2 時間 11 分

日本（2009）■日本からはるか 14,000 キロの彼方、平均気温マイナス 57℃という過酷な場所
に建つ南極ドームふじ基地で、総勢８名の男たちの食事を用意する西村。日本に残してきた家族の
ことを気に掛かけながらも、腕によりをかけた料理で男たちの胃袋を満たしていくのだが…。

録音

［シネマ・デイジー］ラヂオの時間

46

三谷幸喜（ミタニ，コウキ）監督

デイジー1 時間 48 分

日本（1997）■ラジオドラマの脚本コンクールに応募して採用された主婦の物語。生放送中の深
夜のラジオスタジオで繰り広げられるドタバタ劇をコミカルに描く。

録音

［シネマ・デイジー］東京タワー

オカンとボクと、時々、オトン

47

松岡錠司（マツオカ，ジョウジ）監督 デイジー2 時間 28 分

日本（2007）■幼少時代から最愛の母との永遠の別れまでを、“ボク”と“オカン”の強い絆を
中心に、２人を取り巻く様々な人々とのあたたかい触れあいと共に描く。

録音

［シネマ・デイジー］０．５ミリ

48

安藤桃子（アンドウ，モモコ）監督

デイジー2 時間 16 分

日本（2013）■ヘルパーの山岸サワは、ある日予期せぬ大事件に巻き込まれ、仕事をクビになり、
寮を追い出されてしまう。サワは、ワケありのおじいちゃんたちの家で“おしかけヘルパー”をす
ることに…。

11

録音
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録音

［シネマ・デイジー］英国王のスピーチ

49

トム・フーバー監督

デイジー2 時間 2 分

イギリス・オーストラリア（2010）■兄のエドワードが王冠を捨てたことから王の座についたジ
ョージ６世には、吃音という悩みがあった。王は何人もの言語聴覚士の治療を受けるが、一向に改
善しない。王妃・エリザベスは、スピーチ矯正の専門家ライオネルを訪ねる。

録音

［シネマ・デイジー］未知との遭遇

50

スティーブン・スピルバーグ監督

ファイナル・カット版
デイジー2 時間 20 分

アメリカ（1977）■インディアナポリスで続発する謎の停電事故。調査のため派遣された男は、
そこで信じられないような出来事を目撃する。真実の探求を始めた彼が辿り着いた場所とは…。

録音

［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターと賢者の石

51

クリス・コロンバス監督

デイジー2 時間 35 分

イギリス・アメリカ（2001）■「ハリー・ポッター」シリーズの第１作。孤独な日々を送ってい
たハリー・ポッター少年のもとに届いたのは、魔法魔術学校の入学許可証。思いもよらない魔法の
数々、仲間たちと立ち向かう手に汗握る冒険、そして次第に驚くべき謎が解き明かされていく…。

録音

［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターと秘密の部屋

52

クリス・コロンバス監督

デイジー2 時間 44 分

イギリス・アメリカ（2002）■新学期を目前に控えたハリーの前に“屋敷しもべ妖精”ドビーが
突然現れ、学校に戻ってはならないと警告する。そして新学期、学校に戻ったハリーを待っていた
のは次々と起こる不気味な出来事。シリーズ第２作。

録音

［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターとアズカバンの囚人

53

アルフォンソ・キュアロン監督

デイジー2 時間 25 分

イギリス・アメリカ（2004）■魔法学校の３年生になったハリーたち３人を新たな危機が待ち受
ける。脱出不可能と言われる牢獄アズカバンから脱走した囚人がハリーを探し回っているというの
だ。シリーズ第３作。

録音

［シネマ・デイジー］シンデレラ

54

ケネス・ブラナー監督

デイジー1 時間 49 分

アメリカ（2015）■古くから人々に親しまれている「シンデレラ」の物語を実写化したラブスト
ーリー。継母と義姉妹から冷遇される日々を送っていた女性が、未来を切り開く姿を追い掛ける。

録音

12
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録音

［シネマ・デイジー］耳をすませば

55

近藤喜文（コンドウ，ヨシフミ）監督

デイジー1 時間 54 分

日本（1995）■読書好きの主人公とヴァイオリン職人を目指す少年。中学生の男女が繰り広げる
淡い恋愛模様を、さわやかなタッチで綴る。

貸出準備中

５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

お伊勢まいり

新・御宿かわせみ特別長編

201

平岩弓枝（ヒライワ，ユミエ）著

文芸春秋（2015）■るいやお吉が東海道から伊勢を目指す！のどかな街道風景と、次々に起こる
怪事件。国民的時代小説シリーズの記念碑的作品。
た け や の わたし

録音

竹屋ノ 渡

居眠り磐音江戸双紙 50

202

佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著

双葉社（2016）■幕閣に返り咲いた速水左近が下城の途次に磐音のもとを訪れ…。

録音
203

たびだち の あした

旅 立ノ 朝

居眠り磐音江戸双紙 51

佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著

双葉社（2016）■平成の大ベストセラーシリーズ、ここに堂々完結！
みせじま

録音

店仕舞い

鎌倉河岸捕物控 27 の巻

204

佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著

角川春樹事務所（2015）■鎌倉河岸捕物控、熱望の第二十七弾。
き ちょう

録音

帰蝶

205

諸田玲子（モロタ，レイコ）著

PHP 研究所（2015）■女の目線から、信長の天下布武（ふぶ）と本能寺の変を描き切った歴史
長編。

13
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点字図書
文学
点字
1

43 タイトル

13 タイトル
つながる

人生をひもとく日本の古典

第３巻

久保田淳（クボタ，ジュン）
，佐伯真一（サエキ，シンイチ），鈴木健一（ス
ズキ，ケンイチ）ほか編著

3冊

岩波書店（2013）■この世のなかで、他人とかかわりなく生きて行くことは、できません。人と
のつながりのなかにこそ自分自身が存在しています。娘の恋人を苦々しくも祝福するスサノオ、気
心の知れた友の早世をなげく紫式部、どこまでも母親思いの頼山陽（らいさんよう）…。親子の絆、
夫婦の機微、友情と信頼など、人と人とのつながり、さまざまな結びつきを探ります。

点字
2

警官（サツ）狩り

わ る で か

悪漢刑事３

安達瑶（アダチ，ヨウ）著 5 冊

祥伝社（2009）■夜間、ミニバイクに乗った男がピアノ線を張られ転倒、死亡する事件が起きた。
被害者は警官。県警を震撼させる連続警官殺しの幕開けだった。鳴海署の悪漢刑事・佐脇は不承不
承（ふしょうぶしょう）、担当を命じられる。だが、その佐脇にも「死刑宣告」が届き、命を狙わ
れ始める。佐脇は背後に県警が隠蔽した事件の存在を知るのだが…。

点字
3

正義死すべし

わ る で か

悪漢刑事10

安達瑶（アダチ，ヨウ）著 5 冊

祥伝社（2013）■鳴海市で起こった女児誘拐殺人事件。異様な捜査の統制に悪漢刑事・佐脇が怪
しく思う間もなく、続けて女児が誘拐される。過去の事件に何か関連があると睨んだ佐脇だったが、
何故か県警本部長などから圧力が。遂には別件逮捕された悪漢刑事は、その傍若無人さで司法権力
に立ち向かう。

点字
4
点字
5

幕末動乱の男たち

上

海音寺潮五郎（カイオンジ，チョウゴロウ）著 6 冊
幕末動乱の男たち

下

海音寺潮五郎（カイオンジ，チョウゴロウ）著 5 冊

新潮社（1971）■（時代・歴史小説）いま、まさに新時代の胎動が始まっている―。勤王、佐幕
と立場は違えど、激変する世相の中であくまでも己が志に忠実であろうとした維新期の人物群像。
その苛烈（かれつ）な生き様を、著者は極限まで潤色を排した筆致で鮮やかに描き上げる。
「史伝」
の伝統を日本に根付かせた海音寺文学の白眉、歴史ファン必読の列伝体短編集。
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点字
6

ご破算で願いましては

えい

みとや・お瑛 仕入帖

梶よう子（カジ，ヨウコ）著

4冊

新潮社（2014）■（時代・歴史小説）なんでもかでも三十八文、江戸の百均みとや開店。しっか
り者の看板娘お瑛と、頼りない兄のでこぼこコンビが活躍する細腕繁盛記。

点字
7

猫ぶるまい
勝見治栄（カツミ，ハルエ）著

6冊

頁（ペイジ）ネーションシステム（2000）■「猫がもの申してなぜ悪い」などと開き直ったつも
りはサラサラありませんが、猫だって、切ったはったの現代社会にうんざりしているし、言いたい
ことが山ほどあるのです。

点字
8

阿修羅舞う
菅靖匡（カン，ノブタダ）
［著］

5冊

学研パブリッシング（2012）■（時代・歴史小説）呑んべで女好きなのに強くて人気者、「阿修
羅」の異名を持つ伊予西条藩の江戸詰め藩士・菅野靖兵衛（かんのやすべえ）。靖兵衛が関わった
騒動がきっかけで北町奉行所の与力が何者かに斬殺された。事件の裏には幕府目付・鳥居の影がち
らつき…。

点字
9

う ら く さい

小説織田有楽 斎

菅靖匡（カン，ノブタダ）
［著］

5冊

学研パブリッシング（2010）■（時代・歴史小説）戦国の覇王・織田信長の実弟として生まれ、
容貌も瓜二つの源五郎長益（げんごろうながます）は、しかし無類の兵法くれ―意気地なし。武将
としての未来は暗澹（あんたん）たるものだった。そこで実兄・信長は、長益に「数寄」の才を見
出し、みずからが創出した「戦国バブル」の推進役として、「茶の湯」を修業させる。長じて長益
は、豊臣、徳川と続く乱世に「茶道」を以って生き抜いていく…。後世に名高い茶人・織田有楽斎
の波乱に満ちた生涯を描いた書き下ろし長編。

点字

楽園ダイニング夏篠崎

奇跡、拾いました。

10

樹生かなめ（キフ，カナメ）著

4冊

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（しんや）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…。
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点字

おはなしちびまる子ちゃん 1

11

さくらももこ（サクラ，モモコ）著 2 冊

集英社（1999）■シナリオで読む「ちびまる子ちゃん」はマンガともアニメともちがう面白さ。
「まる子 野良犬に追いかけられる」「永沢君ちの火事見舞い」「ヨっちゃんの彼女」「まる子大パ
ニック」「商店街の七夕まつり」の５編を台本形式で収録。

点字

危険な椅子

12

城山三郎（シロヤマ，サブロウ）著 5 冊

角川書店（1976）■強制された不正経理の仕事がもとで退職を余儀なくされたサラリーマンが燃
やす、会社への復讐心を描く。

点字

小説織田三代記

信秀・信長・信忠、天下取りへの道

13

羽生道英（ハブ，ミチヒデ）著

6冊

ＰＨＰ研究所（2006）■（時代・歴史小説）尾張国守護代に仕える三奉行の一人から実質上のト
ップにのしあがった織田信秀。その遺志を引き継いで尾張を統一し、さらに駿河の今川義元を討ち、
美濃の斎藤家を滅ぼして、天下布武の道を邁進した織田信長。偉大な父の後姿を見詰めながら、天
下人の後継者としての己を磨いた織田信忠。戦国乱世の日本を統一するため、全力で戦い続けた織
田家三代の男たちを描き出した力作長編小説。

出版

１タイトル

点字

あしたから出版社

就職しないで生きるには

14

島田潤一郎（シマダ，ジュンイチロウ）著

4冊

晶文社（2014）■３０歳まで自分のためだけに生きてきたぼくは、大切な人のために全力で本を
つくってみようと思った－。多くの読書人に支持されるひとり出版社「夏葉社（なつはしゃ）」の
創業者が、これまでのエピソードと発見をユーモラスに綴る。

人生訓

１タイトル

点字

４０代から勝負強い男になる技術

15

麻雀界のレジェンドが教える“勝てる”考え方
桜井章一（サクライ，ショウイチ）著

2冊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2014）■「男４０代」といえば、公私共に人生の道筋が定まってくる時期に
ある。そんな４０代を生きる世の男たちに向け、勝負事の世界を生き抜いてきたレジェンドが見出
した「仕事に立ち向かう四十男が持つべき知恵」を伝授していく。

16

メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊

神話

1 タイトル

点字

はじめての北欧神話

16

菱木晃子（ヒシキ，アキラコ）著 1 冊

徳間書店（2014）■「指輪物語」も「ニーベルングの指輪」も、北欧神話から始まった!低学年か
らひとりで読める、北の国の神々の力づよいものがたり。

郷土資料

２タイトル

点字

つれづれに良寛余話

17

江端一郎（エバタ，イチロウ）著 2 冊

考古堂書店（2004）■永年にわたっての良寛研究や、その顕彰実践活動などを通じた豊富な話題
を記述する。平成１４年に新潟県巻町良寛会発足２０年を迎え、良寛を知りまた親しむ一助として
企画作成されたパソコンプリント版「良寛余話」を単行本化。
ぎ

点字

はざ木

18

捧賢一（ササゲ，ケンイチ）著

2冊

雪梁舎（2009）■多彩な美術展を開催してきた美術育成財団雪梁舎の理事長である著者が、ふる
さとと芸術への熱き想いを、自作の短歌や写真を交えてつづる。雪梁舎設立 15 周年記念出版。

歴史

1 タイトル

点字

歴史に学ぶな

19

鈴木邦男（スズキ，クニオ）著

2冊

ｄＺＥＲＯ（ディーゼロ）（2014）■歴史は面白い、しかし危うい…。鈴木邦男が、若いころの
自分が歴史の影響をどのように受けたのか、なぜ「歴史に学ぶべきことはない」と考えるようにな
ったのかを綴る。

皇室

１タイトル

点字

天皇家と生物学

20

毛利秀雄（モウリ，ヒデオ）著

5冊

朝日新聞出版（2015）■三代にわたり生物学研究者として国際的に活躍する天皇家。学界の重鎮
で天皇に生物学のご進講をつとめたこともある著者が、研究の内容、環境、背景等をわかりやすく
解説する。
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メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊

社会

５タイトル

点字

池上彰の選挙と政治がゼロからわかる本

21

池上彰（イケガミ，アキラ）著

2冊

河出書房新社（2013）■衆議院と参議院、マニフェストと公約、一票の格差など、選挙と政治に
関する疑問をわかりやすく解説。税金を有効に使う政治家を賢く見抜くための本。

点字

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

22

律

2冊

総務省（2014）■個人番号及び法人番号を活用した効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の
授受、手続の簡素化による国民の負担の軽減等を目的とした法律。平成２６年６月２５日改正内容
全文。

点字

特定商取引に関する法律

2冊

23
総務省（2014）■特定商取引を公正にし、損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護
し、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律。現行の平成２６年４月２５日改正内
容全文。

点字

私たちの税金

点字広報誌

平成２７年度版

24

国税庁（コクゼイチョウ）
［編］

1冊

国税庁（2015）■平成２７年４月１日現在の法令等に基づき、所得税を中心に、障害者の生活と
関係する税について解説。非売品。

点字

幸せな職場のつくり方

障がい者雇用で輝く５２の物語

25

坂本光司（サカモト，コウジ）
，坂本光司研究室著

4冊

ラグーナ出版（2014）■障がい者雇用に尽力している企業５２社のエピソードを紹介し、地域や
医療保健福祉と連携し、業績を上げながら障がい者雇用を成功させたコツを呈示する。
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メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊

障害者福祉

３タイトル

点字

概説障害者差別解消法

26

障害者差別解消法解説編集委員会（ショウガイシャ
ホウ

カイセツ

ヘンシュウ

イインカイ）編著

サベツ

カイショウ

3冊

法律文化社（2014）■２０１３年に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
の制定経緯や概要を解説するとともに、法案に関わった関係者の思いを伝える。

点字

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基

27

づく対応状況等に関する調査結果報告書

平成２５年度

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室
（コウセイ

ロウドウショウ）
［編］

1冊

厚生労働省（2014）■全国の市区町村及び都道府県を対象に実施された、平成２５年度における
障害者虐待事例への対応状況等に関する調査の結果をまとめたもの。

点字

障害者施策の概況

障害者白書〈概要〉

28

内閣府（ナイカクフ）
［編］

平成２６年度

1冊

内閣府（2014）■「障害者差別解消法基本方針」「２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ
ク」について説明するとともに、平成２６年度を中心とした障害者施策の取り組みをまとめる。非
売品。

医学・健康

２タイトル

点字

抗がん剤だけはやめなさい

29

近藤誠（コンドウ，マコト）著

4冊

文芸春秋（2013）■実は抗がん剤に延命効果はない。むしろ殺細胞薬である以上、命を縮める毒
性は免れない。認可取得のため、関係者が臨床試験データを改変する数々の手口を検証するととも
に、抗がん剤以外のがん対処法を提示する。

点字

命の値段が高すぎる！

医療の貧困

30

永田宏（ナガタ，ヒロシ）著

3冊

筑摩書房（2009）■もはや破綻寸前の日本の医療制度。その再生をうたう「改革」の数々…。長
生きが経済的に重すぎる負担となったいま、医療の近未来がどこへ向かうのかを、冷徹な眼でリア
ルに喝破する。
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メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊

絵画

１タイトル

点字

つば広の帽子をかぶって

いわさきちひろ伝

31

飯沢匡（イイザワ，タダス）
，黒柳徹子（クロヤナギ，テツコ）著

4冊

講談社（1990）■天才画家いわさきちひろの芸術と人生を描く鮮烈な評伝。豊かな資料を駆使し、
関係者へのインタビューも織りこんで活写する。大正リベラリズムの肥沃な土壌に根ざし、戦中戦
後の闇を照射した、ひとすじの光芒「ちひろ」。激動の昭和史を生きた、ひとりの女性の苦闘の姿
は、誰をも感動させずにはおかない。

児童

２タイトル

点字

おはなしのろうそく２９・３０

32

東京子ども図書館（トウキョウ

コドモ

トショカン）編

１冊

東京子ども図書館（2013）■幼児から小学校中・高学年まで楽しめる日本や外国の昔話・創作な
どを、実際に子どもたちに語った経験をもとに編集。

点字

サマセット四姉妹の大冒険

33

レズリー・Ｍ・Ｍ・ブルーム著／尾高薫（オダカ，カオル）訳

５冊

ほるぷ出版（2014）■11 歳の内気な少女コーネリアの家の隣に、ステキな老作家ヴァージニア
が引越してきた。異国情緒あふれる部屋でヴァージニアが語る自由奔放な四姉妹の冒険談に魅了さ
れたコーネリアは、かたく閉ざしていた心を開きはじめ…。小学校高学年から。

12 月～１月

サピエ図書館の新刊図書

点字図書 10 タイトル
点字

頭は「本の読み方」で磨かれる

34

茂木健一郎（モギ，ケンイチロウ）著

見えてくるものが変わる 70 冊
3 冊 名古屋ラ盲製作

三笠書房（2015）■これだけ情報に満ちた世の中で、どの本を、どう読むか。脳科学者の茂木健
一郎が、
「本の選び方」
「味わい方」
「実践へのつなげ方」を紹介する。
「一生使える財産」としての
厳選１０冊も掲載。
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メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊
点字

「幕末」に殺された女たち

35

菊地明（キクチ，アキラ）著

4冊

島根ラ製作

筑摩書房（2015）■激動の時代、新しい世界を夢みて混沌の只中に飛び込んでいった男たちの陰
で、運命の悪戯から命を落とした女たちがいた。安政の大獄、桜田門外の変、戊辰戦争…。２２人
の女たちを通して描く、もうひとつの幕末維新史。

点字

宇宙を撮りたい、風船で。

世界一小さい僕の宇宙開発

36

岩谷圭介（イワヤ，ケイスケ）著

2冊

鹿児島視情セ製作

キノブックス（2015）■世界一安く、世界一のことをする。ＮＡＳＡと同じ宇宙開発を風船でや
る男の手記。１００円ショップやホームセンターで手に入るもので作る撮影装置を打ち上げ、やが
て宇宙に手が届くまでの記録をつづる。

点字

歌丸極上人生

37

桂歌丸（カツラ，ウタマル）著

3冊

周南視障図製作

祥伝社（2015）■放送五十年を迎える「笑点」。初回からの唯一のレギュラーであり、五代目司
会者の桂歌丸が、これまでの人生、自身の落語、そして大喜利メンバーや先代円楽師匠、立川談志
師匠との交流を明かす。

点字

ブラック・ベルベット

38

恩田陸（オンダ，リク）著

5 冊 滋賀視障セ製作

双葉社（2015）■東西文化の交差点・Ｔ共和国で見つかった、全身に黒い苔の生えた死体。入国
後に消息を絶った女性科学者。２つを結びつけるのは、想像の域を遥かに超えた事実だった…。

点字

美しい果実

39

唐瓜直（カラウリ，ナオ）著

3冊

滋賀視障セ製作

KADOKAWA（2015）■結婚して間もなく新種の難病にかかり妻が倒れた。昏睡状態に陥った
妻を連れ出した俺は、とある農園に愛する妻を埋めた。それが彼女の遺言だった――。選考委員が
驚愕した第９回『幽』文学賞短篇部門大賞受賞作。

点字

秘 （マルヒ）隠れ大奥
○

40

如月あづさ（キサラギ，アズサ）著

ひと夜千両

コスミック出版（2015）■（ポルノ）

21

4 冊 島根西視情セ製作

メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊
点字

狐さんの恋結び

41

北夏輝（キタ，ナツキ）著

4 冊 奈良視福セ製作

講談社（2014）■メフィスト賞受賞「恋都（こと）の狐さん」待望の続編！お面を脱いだ狐さん
に「モテ期」到来!?引きこもりで、毒舌で、寂しがりやの狐さんに出会いが。

点字

アンダーグラウンド・マーケット

42

藤井太洋（フジイ，タイヨウ）著

4冊

上田点図製作

朝日新聞出版（2015）■２０１８年、移民であふれる東京で、デジタル仮想通貨での取引は、日
本政府の手が及ばない無税の地下経済圏を生んだ…。驚愕の近未来小説。

点字

夫婦フーフー日記

43

涌井学（ワクイ，マナブ）著／川崎フーフ（カワサキ，フーフ）原作
2冊

大阪盲福セ製作

小学館（2015）■結婚直後、妻・ユーコの妊娠とがんが発覚し、コウタはそれをブログに綴って
きた。彼女が亡くなり、闘病ブログ出版の話が進んでいるところに、死んだはずの妻が現れ…。
2015 年公開同名映画の脚本をもとにしたノベライズ。

22

メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊

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。
点字

お助け侍奔る

世直し道楽伝

201

菅靖匡（カン，ノブタダ）著

学研パブリッシング（2012）■（時代・歴史小説）貧乏御家人の次男坊・大高慎之助は、才気煥
発かつ天真爛漫な江戸っ子侍として伸びやかに暮らしていた。内部から腐敗が進む徳川幕府を憂慮
した老中・大久保忠真は、秘かに慎之助を召し出し、幕府に喝を入れようとする…。
よしつぐ

点字

小説大谷吉 継

202

菅靖匡（カン，ノブタダ）著

学研（2006）■（時代・歴史小説）謎と波乱に満ちた漢（おとこ）、大谷吉継の生涯を活き活き
と描く。

点字

ザンジバルの贈り物

203

マイケル・モーパーゴ作／寺岡襄（テラオカ，タカシ）訳

ＢＬ出版（1998）■ローラは１４歳の誕生日を迎えました。それは、生涯の大切な宝物となる日々
の始まりでした…。多感な思いに揺れる若い世代の胸に、そして人生の原点をもう一度見つめ直し
たい世代の心に、みずみずしい感動と幸福を贈る物語。

23

メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊

11 月～12 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≫
●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 11/1、11/15、12/6、12/20 発行）新潟市発行
●広報かしわざき（第 1152～1155 号、決算特集号） 柏崎市発行
●点字にいがた（平成 27 年秋） 新潟県発行
●ふれあいらしんばん（12・1 月号）

内閣府発行

●点字厚生（第 252 号） 日本盲人会連合発行
●日盲社協通信（vol.71）

日本盲人社会福祉施設協会発行

●月刊東洋療法（第 259、260 号）

全日本鍼灸マッサージ師会発行

●盲導犬情報（第 15 号 全国盲導犬施設連合会発行
●日点委通信（2015 年 11 月） 日本点字委員会発行
●にってんブレイル（11 月号、1 月号）

日本点字図書館発行

●にってんボイス（12 月号） 日本点字図書館発行
●読書（11 月号、12 月号）

日本ライトハウス情報文化センター発行

●点字出版ニュース（第 127 号） 京都ライトハウス発行
●協会だより（No.17） 石川県視覚障害者協会発行
●広報いしかわ（11 月） 石川県発行
●ひかり（第 691、692 号） 天理教点字文庫発行
●ふれあい文庫だより（第 45 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 27 年度後期版）ニッポン放送発行
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メールにいがた 118 号（2016 年 2 月号）別冊

新規取扱い録音雑誌
新規に取り扱いを開始するデイジー雑誌１誌をご紹介いたします。貸出しをご希望
の場合は、当館までお申込みください。
１．声のナショナルジオグラフィック日本版（月刊）
川崎市視覚障害者情報文化センター製作
地球の素顔を伝えるビジュアルマガジン「ナショナルジオグラフィック日本
版」の抜粋。収録時間約２時間。

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。今号では、野球
ファンのための雑誌をご紹介いたします。
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 ベースボールマガジン（月刊） 周南視覚障害者図書館製作
ベースボール・マガジン社刊の月刊誌「ベースボールマガジン」の抜粋。毎回、
野球界の様々な話題を１つのテーマに絞ってとりあげている。収録時間約２時間。

２．月刊ジャイアンツ（月刊） 日本点字図書館製作
報知新聞社刊「月刊ジャイアンツ」の全文録音版。収録時間約 5 時間。
３．タイガース（月刊） 兵庫県点字図書館製作
阪神タイガース刊「タイガース」の抜粋録音版。収録時間約 1 時間 30 分。
４．月刊ドラゴンズ（月刊） 明生会館製作
中日新聞社刊「月刊ドラゴンズ」の抜粋録音版。収録時間約 6 時間。
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