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新 刊 案 内 
 

◆2020 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 146 号の「録音○番」「点字○番」「テキストデイジー○番」というお申込みができます。 

必ず「録音」「点字」「テキストデイジー」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しておりま

す。いずれも取り寄せでの貸出が可能です。 

◆点字図書と録音図書の貸出し期間は、お手元に届いてから 15 日間、鍼灸医学等の学術書は 20

日間です。 

◆1 回あたりの貸出し（申込み）限度は、10 タイトルです。 

 

 

録音 背高
せいたか

泡
あわ

立
だち

草
そう

 

1 古川真人（フルカワ，マコト）著 デイジー4 時間 5 分 

集英社（2020）■草は刈らねばならない。そこに埋もれているのは、納屋だけではないから…。

長崎の島に暮らし、時に海から来る者を受け入れてきた一族の、歴史と記憶の物語。『すばる』掲載

を単行本化。 

 

目次 

録音図書 録音 1～71 ・・・・・・・ p.1～16 
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録音 
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録音 流浪
る ろ う

の月
つき

 

2 凪良ゆう（ナギラ，ユウ）著 デイジー9 時間 28 分 

東京創元社（2019）■愛ではない。けれどそばにいたい…。再会すべきではなかったかもしれな

い男女がもう一度出会ったとき、運命は周囲の人を巻き込みながら疾走を始める。新しい人間関係

への旅立ちを描いた長編小説。 

 

録音 少年と犬 

3 馳星周（ハセ，セイシュウ）著 デイジー7 時間 35 分 

文藝春秋（2020）■家族のために犯罪に手を染めた男が拾った犬。守り神になったその犬はある

意志を秘めていた。人生の無常と犬の神秘性を描いた全６編を収録。『オール讀物』掲載を単行本

化。 

 

録音 アクセル・ワールド 11  

4 川原礫（カワハラ，レキ）著 デイジー9 時間 14 分 

アスキー・メディアワークス（2012）■七王（ななおう）会議で導き出された秘策とは、シルバ

ー・クロウの新アビリティ「理論鏡面」獲得作戦だった。だが「アビリティ」は行動をトリガーに

発現するため、今までのハルユキの強いイメージだけでは「理論鏡面」は習得できず…。 

 

録音 機動戦士ガンダムＡＧＥ
エ イ ジ

 2
ツー

 アウェイクン 

5 矢立肇（ヤダテ，ハジメ）［ほか］原作／ 

小太刀右京（コダチ，ウキョウ）著 デイジー7 時間 6 分  

角川書店（2012）■ザラム対エウバの衝突を目の当たりにしたフリットは、人が繰り返す報復の

連鎖とそれぞれの正義について思い悩む。そこに再び来襲するＵＥ。戦いの中でＡＧＥシステムは、

新たな進化の形をガンダムに示すのだった。 

 

録音 機動戦士ガンダムＡＧＥ
エ イ ジ

 3
スリー

 セカンド・エイジ 

6 矢立肇（ヤダテ，ハジメ）［ほか］原作／ 

小太刀右京（コダチ，ウキョウ）著 デイジー6 時間 8 分  

角川書店（2012）■敵ヴェイガンと地球連邦の戦いの中、フリットは息子アセムにＡＧＥデバイ

スを託す。人々を守るため、ガンダムに乗るアセム。友との決別、偉大な父との確執、己の才能に

対する苦悩…。地球に脅威が迫る時、彼が下す決断は？ 

 

  

録音 
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録音 結婚・事実婚・同棲に迷ったときに読む本  

7 ミドル・シニアカップルの法律相談 新しいパートナーと老後をともに過

ごしたい。でも、お金や子どもが心配！！ 

黒沢計男（クロサワ，カズオ）著・監修 デイジー7 時間 13 分 
 

自由国民社（2016）■新しいパートナーと老後をともに過ごしたい。でも、お金や子どもが心配

…。そんなミドル・シニアカップルが結婚や事実婚に躊躇せずに済むように、法律的側面から相続

や遺言、年金、介護、お墓について解説します。 

 

録音 日本一やさしい税法と税金の教科書 知識ゼロからでもスラスラわかる 

8 西中間浩（ニシナカマ，ヒロシ）著 デイジー10 時間 43 分 

日本実業出版社（2019）■税金って何のためにある？働きすぎると損をする？増税って必要？ 

税法・税務に強い弁護士が、税金の基本的な仕組みから、立法の背景、法的根拠、企業会計と税務

の考え方の違いまで、対話形式でわかりやすく解説する。 

 

録音 ファイナンシャルプランナーが教える終活デザインブック 

9 安藤信平（アンドウ，シンペイ）著 デイジー5 時間 58 分 

合同フォレスト（2017）■健康と同様に、終活も「予防と早期発見」が大切！終活コンサルタン

トの著者が、40 代・50 代の人に向けて、早いうちから知っておいてほしい終活の全体像、これか

らの人生設計に役立つ情報を紹介する。 

 

録音 長生きしたければ高血圧のウソに気づきなさい 

10 血圧の常識がくつがえる６８のＱ＆Ａ 

大櫛陽一（オオグシ，ヨウイチ）著 デイジー5 時間 34 分  

ベストセラーズ（2014）■基準値や降圧剤を取り巻く事情を中心に、「血圧とは何か」といった基

本的知識から、健診受診者側や患者側の視点に立った高血圧対策、生活習慣改善策の最新情報まで

を、Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく解説する。 

 

  

 社会・政治 ３タイトル 

 医療・健康 1 タイトル 

録音 
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録音 キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン 

11 マーク・アロンソン［ほか］著／原田勝（ハラダ，マサル）訳 

デイジー12 時間 30 分  

あすなろ書房（2019）■激動の 1930 年代、スペイン内戦を世界に伝えた 2 人のカメラマン、

ロバート・キャパとゲルダ・タロー。夢と理想に燃え、カメラを武器に革命に身を投じた、若き２

人の青春の物語。2020 年度青少年読書感想文全国コンクール課題図書。 

 

録音 海沼
かいぬま

実
みのる

のうたほん もっと歌が上手くなる、好きになる 

12 海沼実（カイヌマ，ミノル）著／グリコ漫画 デイジー4 時間 57 分 

東京新聞（2012）■誰にでも簡単に実践できて、すぐに効果が実感できる歌のレッスン書。聴き

手の心に訴えかけるような「本物の歌」を歌うためのコツを 4 コマ漫画を用いながらわかりやすく

説明する。 

 

録音 音楽と契約した男瀬尾
せ お

一三
いちぞう

 

13 瀬尾一三（セオ，イチゾウ）著 デイジー23 時間 10 分 

ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス（2020）■瀬尾一三を知らずに日本の

音楽シーンは語れない。吉田拓郎、中島みゆき、長渕剛等を手がけた音楽プロデューサーが、ヒッ

トの秘密を語る。萩田光雄（はぎたみつお）、松任谷正隆（まつとうやまさたか）、山下達郎、亀田

誠治との対談、作品リストも収録。 

 

録音 昭和の映画ベスト１０
テ ン

 男優・女優・作品 

14 西川昭幸（ニシカワ，ノリユキ）著 デイジー8 時間 28 分 

ごま書房新社（2019）■昭和の時代、映画と銀幕スターは憧れと希望だった。映画はすべて手作

りで、日本の近代映画の発展期であった…。昭和に愛された男優・女優・作品の中から、著者が選

んだベスト 10 を紹介する。 

 

録音 私の青春 東洋の魔女と呼ばれて 

15 谷田絹子（タニダ，キヌコ）著 デイジー2 時間 33 分 

三帆舎（さんぽしゃ）（2018）■東洋の魔女と呼ばれていた女子バレーボールチームは、1964 年

の東京オリンピックで金メダルを取った。エースとして大いに貢献した谷田絹子が、バレーボール

との出合いや海外遠征、オリンピックについて語る。 

 

 

 美術・芸術 ５タイトル 

録音 
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録音 ヒロシマ消えたかぞく 

16 指田和（サシダ，カズ）著／鈴木六郎（スズキ，ロクロウ）写真 

デイジー1 時間  

ポプラ社（2019）■あの日ヒロシマに落とされた原子爆弾が、にぎやかに暮らす鈴木六郎さん一

家を消し去った…。愛情あふれる家族写真の数々から、何気ない日常こそが大事であると気づかさ

れる。家族で平和を考えるために最適の写真絵本。2020 年度青少年読書感想文全国コンクール課

題図書となった絵本。 

 

録音 ポリぶくろ、１まい、すてた 

17 ミランダ・ポール文／エリザベス・ズーノン絵／ 

藤田千枝（フジタ，チエ）訳 デイジー56 分  

さ・え・ら書房（2019）■アフリカのガンビアの小さな村で、アイサトという女の人が破れたポ

リ袋を地面に捨てました。やがてゴミは 2 枚に、10 枚に、ついには 100 枚に。ゴミの山に気づ

いたアイサトは、自分たちでなんとかしようと立ち上がり…。2020 年度青少年読書感想文全国コ

ンクール課題図書となった絵本。 

 

録音 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 

18 中山由美（ナカヤマ，ユミ）文・写真／秋草愛（アキクサ，アイ）絵 

デイジー2 時間 31 分  

学研プラス（2019）■北極と南極、より寒いのはどっち？女性で初めて記者として南極観測越冬

隊に参加し、その後も北極と南極の両方を何度も取材してきた著者が、北極と南極のちがいや、そ

こから見えてくる地球環境の変化などを紹介する。2020 年度青少年読書感想文全国コンクール課

題図書。 

 

録音 風を切って走りたい！ 夢をかなえるバリアフリー自転車 

19 高橋うらら（タカハシ，ウララ）著 デイジー3 時間 1 分 

金の星社（2019）■子どものころから物作りが大好きだった堀田健一（ほったけんいち）さん。

ある偶然の出来事から、世界に一つの自転車作りが始まり…。体の不自由な人のため、40 年間で

2600 台もの自転車を作り続けてきた堀田さんの挑戦を描く。2020 年度青少年読書感想文全国

コンクール課題図書。 

 

  

 児童 1６タイトル 

録音 
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録音 まほうのハカリ 

20 茂市久美子（モイチ，クミコ）著 デイジー28 分 

佼成（こうせい）出版社（1991）■むーたの家に、すてきな春のともだちがやってきました。 

 

録音 虹いろ図書館のへびおとこ 

21 桜井とりお（サクライ，トリオ）著 デイジー6 時間 10 分 

河出書房新社（2019）■あなたの味方が、きっといる…。いじめがきっかけで学校に行けなくな

った、小 6 の火村ほのか。辿り着いたおんぼろ図書館で、みどり色の司書、謎の少年、そしてたく

さんの本に出会い、ほのかの世界は少しずつ動き出す…。 

 

録音 おれ、よびだしになる 

22 中川ひろたか（ナカガワ，ヒロタカ）文／ 

石川えりこ（イシカワ，エリコ）絵 デイジー36 分  

アリス館（2019）■小さいころから相撲が好きだったぼくは、中学を卒業すると「よびだし」に

なった。よびあげ、太鼓、土俵づくりなどを先輩に教えてもらい、やがて、ぼくの初土俵の日がや

ってきて…。大相撲の世界に飛び込んだ少年を描く。2020 年度青少年読書感想文全国コンクール

課題図書となった絵本。 

 

録音 青いあいつがやってきた！？ 

23 松井ラフ（マツイ，ラフ）作／大野八生（オオノ，ヤヨイ）絵 

デイジー1 時間 46 分  

文研出版（2019）■「明日はせっかくの土曜日なのに、ひとりぼっち。つまんないなー。」転校し

たばかりの 4 年生のサトシが、部屋のまどから星空を見上げていると流れ星が。翌朝、全身青いへ

んなやつが現れて…。2020 年度青少年読書感想文全国コンクール課題図書。 

 

録音 山のちょうじょうの木のてっぺん 

24 最上一平（モガミ，イッペイ）作／有田奈央（アリタ，ナオ）絵 

デイジー35 分  

新日本出版社（2019）■にしやんのところの犬・ごんすけが死にそうで、にしやんは元気があり

ません。ごんすけは人の年齢にするともう百才ぐらいのおじいさん犬。死ぬのはこわいけれど、ど

うやって死ぬのか、いがらしくんは見てみたい気もしていて…。2020 年度青少年読書感想文全国

コンクール課題図書。 

 

録音 
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録音 タヌキのきょうしつ 

25 山下明生（ヤマシタ，ハルオ）作／長谷川義史（ハセガワ，ヨシフミ）絵

デイジー1 時間 19 分  

あかね書房（2019）■校庭のコガネモチの根元にすんでいるタヌキたちは、ニンゲンの子どもの

ように勉強がしたくなりました。そこで、夜の教室を借りて授業を始めますが…。広島の時の流れ

をタヌキたちと一緒に見つめる、心あたたまる物語。2020 年度青少年読書感想文全国コンクール

課題図書。 

 

録音 １１番目の取引 

26 アリッサ・ホリングスワース作／もりうちすみこ訳 

デイジー9 時間 52 分  

鈴木出版（2019）■アフガニスタン難民のサミと祖父の生きる術であり、心の拠り所だった伝統

楽器ルバーブが奪われた。買い戻すには１か月以内に 700 ドルが必要だ。サミは友だちの助けを

借りて物々交換を始めるが…。希望と友情の物語。2020 年度青少年読書感想文全国コンクール課

題図書。 

 

録音 ねこと王さま 

27 ニック・シャラット作・絵／市田泉（イチダ，イズミ）訳 

デイジー1 時間 41 分  

徳間書店（2019）■ある日、ドラゴンのせいで、お城がもえてしまった王さまは、いちばんのと

もだちのねこといっしょに、町へ引っこして、小さな家にくらすことになりました。けれど王さま

は、「王さまのしごと」のほかには、何もできなくて…。2020 年度青少年読書感想文全国コンク

ール課題図書。 

 

録音 ながーい５ふん みじかい５ふん 

28 リズ・ガートン・スキャンロン［ほか］文／オリヴィエ・タレック絵／ 

木坂涼（キサカ，リョウ）訳 デイジー34 分  

光村教育図書（2019）■順番待ちの５分は長いけど、絶叫マシンの 5 分は一瞬。感じる時間の長

さは、時計の時間と全然違う！5 分は長い？短い？時間のおもしろさにふれる絵本。2020 年度青

少年読書感想文全国コンクール課題図書となった絵本。 

 

  

録音 
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録音 シーラスとマッティ出会い シーラスシリーズ ７ 

29 セシル・ボトカー作／橘要一郎（タチバナ，ヨウイチロウ）訳 

デイジー5 時間 22 分  

評論社（1994）■セバスチャンの山の村に居すわった恐ろしい宿敵ウマガラスの存在は、村に黒

い影を投げかける。そしてウマガラスには思いがけない秘密が…。シーラス・シリーズの 7 冊め、

今回はウマガラスが主人公。 

 

録音 シーラス 山の村の生活 シーラスシリーズ 8 

30 セシル・ボトカー作／橘要一郎（タチバナ，ヨウイチロウ）訳 

デイジー8 時間 1 分  

評論社（1995）■厳しい条件のもとでセバスチャン山で生き延びることに全力を傾けてきた村の

住人達は、ようやく飢えと寒さを凌げるようになった。すると、それまで押さえられていた各々の

欲求が不満となってくすぶってきた…。シリーズ第 8 冊。 

 

録音 飛ぶための百歩 

31 ジュゼッペ・フェスタ作／杉本あり（スギモト，アリ）訳／ 

まめふくイラスト デイジー3 時間 16 分  

岩崎書店（2019）■ぼくはもう子供じゃないんだ…。中学を卒業したばかりのルーチョは、ただ

「目が見えない」からって周りに差し伸べられる手は好きになれなくて…。盲目の少年の葛藤と成

長を描く。一歩を踏み出したい全ての人に送る物語。2020 年度青少年読書感想文全国コンクール

課題図書。 

 

 

マルチメディアデイジーは、通常のデイジー図書としても利用できるほか、表記さ

れた文書を音声で聞きながら、画面上で絵や写真を見ることができます。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。 
 

録音 色のことば選び辞典 

32 学研辞典編集部編 マルチメディアデイジー6 時間 10 分 

学研プラス（2019）■文章を書くとき、彩り豊かな色を表現しきれず困ったときに開く辞典。赤、

青、黄、緑…で済ませず、よりこまやかに色を表現したい人のための一冊。オールカラー、用例つ

きで使い方がすぐわかる。薄い、軽い、小さいの三拍子で、いつでもどこでも使える。 

 マルチメディアデイジー 1 タイトル 

録音 
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一般の方に寄贈していただいたサウンド文学館パルナスシリーズ（1995 年発売）

の CD をご紹介します。途中に巻数の抜けがありますが、１巻ずつ完結した作品とし

てお聴きいただけます。 
 

録音 サウンド文学館・パルナス １３ 小説１（日本文学） 山 椒魚
さんしょううお

・丹下
た ん げ

氏
し

邸
てい

 

33 学習研究社 編／仲代達也（ナカダイ，タツヤ）朗読 ＣＤ1 時間 10 分 

■井伏鱒二（いぶせますじ）著「山椒魚・丹下氏邸」を収録。 

 

録音 サウンド文学館・パルナス １４ 小説１（日本文学） 伊豆の踊り子 

34 学習研究社 編／橋爪淳（ハシヅメ，ジュン）朗読 ＣＤ1 時間 6 分 

■川端康成著「伊豆の踊子」を収録。 

 

録音 サウンド文学館・パルナス １５ 小説１（日本文学） 雪国 

35 学習研究社 編／佐久間宗（サクマ，ソウ）脚色／ 

寺泉憲（テライズミ，ケン）出演 ＣＤ1 時間 13 分  

■川端康成著「雪国」のステレオ・ドラマを収録。 

 

録音 サウンド文学館・パルナス １６ 小説１（日本文学） 陽のあたる坂道 

36 学習研究社 編／呉正恭（クレ，マサヤス）脚色／ 

高橋理恵子（タカハシ，リエコ）出演 ＣＤ59 分  

■石坂洋次郎著「陽のあたる坂道」のステレオ・ドラマを収録。 

 

録音 サウンド文学館・パルナス １７ 小説１（日本文学）  

37 檸檬
れ も ん

・Ｋの昇天・桜の樹の下には 

学習研究社 編／草野大悟（クサノ，ダイゴ）朗読 ＣＤ50 分  

■梶井基次郎著「檸檬」「K の昇天」「桜の樹の下には」を収録。 

 

 

 

 

 一般 CD １０タイトル 

録音 



メールにいがた 146 号（2020 年 10 月号）別冊 

10 

 

録音 サウンド文学館・パルナス １８ 小説１（日本文学） 風立ちぬ 

38 学習研究社 編／金内吉男（カネウチ，ヨシオ）朗読 ＣＤ1 時間 12 分 

■堀辰雄著「風立ちぬ」を収録。 

 

録音 サウンド文学館・パルナス １９ 小説１（日本文学） ヴィヨンの妻 

39 学習研究社 編／山本學（ヤマモト，ガク）朗読 ＣＤ1 時間 5 分 

■太宰治著「ヴィヨンの妻」を収録。 

 

録音 サウンド文学館・パルナス ２０ 小説１（日本文学） 金閣寺 

40 学習研究社 編／小松幹生（コマツ，ミキオ）脚色／ 

岸田智史（キシダ，サトシ）出演 ＣＤ1 時間 9 分  

■三島由紀夫著「金閣寺」のステレオ・ドラマを収録。 

 

録音 サウンド文学館・パルナス ２２ 小説１（日本文学）守銭奴
し ゅ せ ん ど

 

41 学習研究社 編／山元清多（ヤマモト，セイタ）脚色／ 

斎藤晴彦（サイトウ，ハルヒコ）出演 ＣＤ47 分  

■モリエール著「守銭奴」のステレオ・ドラマを収録。 

 

録音 サウンド文学館・パルナス ２４ 小説１（日本文学） 嵐が丘 

42 学習研究社 編／香取真理（カトリ，マリ）脚色／ 

石橋蓮司（イシバシ，レンジ）朗読 ＣＤ1 時間 10 分  

■E・ブロンテ著「嵐が丘」のステレオ・ドラマを収録。 

 

 

  

録音 
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録音 一人称単数 

43 村上春樹（ムラカミ，ハルキ）著 デイジー6 時間 6 分 日点図製作 

文藝春秋（2020）■世界は流れていく。物語が光景をとどめる…。短編小説は、ひとつの世界の

たくさんの切り口だ。全８編を収録した短編小説集。 

 

録音 破局 

44 遠野遥（トオノ，ハルカ）著  デイジー4 時間 2 分 札幌リーディン製作 

河出書房新社（2020）■私を阻むものは、私自身にほかならない…。ラグビー、筋トレ、恋とセ

ックス。ふたりの女を行き来する、いびつなキャンパスライフ。『文藝』掲載を単行本化。第 163

回芥川賞受賞作。 

 

録音 犬のかたちをしているもの 

45 高瀬隼子（タカセ，ジュンコ）著 デイジー3 時間 40 分 京ラ情ス製作 

集英社（2020）■卵巣の病気を患ってから益々セックスが嫌になった薫。そんな薫に郁也（いく

や）は「好きだから大丈夫」と言う。だが、ある日呼び出され、彼の子を妊娠した女性から子ども

をもらってくれないかと提案されて…。『すばる』掲載を単行本化。 

 

録音 カインの傲慢 

46 中山七里（ナカヤマ，シチリ）著 デイジー9 時間 9 分 西宮視障製作 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2020）■臓器を抜き取られた死体が相次いで発見された。被害者たちはみな、

貧しい家庭で育った少年だった。孤高の敏腕刑事・犬養は点と点をどう繋ぐのか。医療と社会の闇

にも迫った警察ミステリ。『本の旅人』連載を加筆修正し改題。 

 

録音 おいしくて泣くとき 

47 森沢明夫（モリサワ，アキオ）著 デイジー9 時間 45 分 西宮視障製作 

角川春樹事務所（2020）■貧困家庭の子どもたちに無料で「こども飯」を提供する「大衆食堂か

ざま」。その店のオーナーの息子、中学生の心也（しんや）は、こども飯を食べにくる幼馴染の夕花

（ゆうか）が気になっていて…。『ランティエ』連載を単行本化。 

 

 

 

 ８月・９月 サピエ図書館の新刊図書 

 録音図書 １５タイトル 

録音 
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録音 大江戸けったい長屋 ぬけ弁天の菊之助 

48 沖田正午（オキダ，ショウゴ）著 デイジー7 時間 11 分 旭川点図製作 

二見書房（2020）■「えらいこっちゃで…菊之助（きくのすけ）はん」と大家（おおや）の高太

郎（たかたろう）が呼ぶ。ここは上方（かみがた）出の先代大家の口癖から「けったい長屋」と呼

ばれるお人好しで風変わりな連中が住むが、その筆頭が菊之助だ。元名門旗本の息子だが、弁天小

僧に憧れる傾奇者（かぶきもの）で勘当の身。そんな菊之助に頼み事が…。 

 

録音 サルデーニャの蜜蜂 

49 内田洋子（ウチダ，ヨウコ）著 デイジー6 時間 26 分 日点図製作 

小学館（2020）■古代ローマから続く養蜂家一族のこと、港町でペストの時代の感染との戦いに

思いを馳せる…。イタリアの日常に潜む美しいものを描く全 15 編のエッセイ集。 

 

録音 月のケーキ 

50 ジョーン・エイキン著／三辺律子（サンベ，リツコ）訳 

デイジー5 時間 35 分 青森視情セ製作  

東京創元社（2020）■月のケーキの材料は、桃にブランディにクリーム。タツノオトシゴの粉と、

それから…。祖父の住む村を訪ねた少年の不思議な体験をえがく表題作など全 13 編を収録した、

ちょっぴり不気味で幻想的な短編集。 

 

録音 色のない虹 石牟礼道子〈句・画〉集 

51 石牟礼道子（イシムレ，ミチコ）著 デイジー2 時間 42 分 

八王子市中央図製作  

弦（げん）書房（2020）■あめつちの身ぶるいのごとき地震くる モスリンの晴れ着来てまた荷

を負いぬ 石牟礼道子が最晩年の２年間に遺したことば、凝縮された想いを、俳句とその自句自解、

水彩画と鉛筆画で伝える。 

 

録音 おひめさまになったワニ 

52 ローラ・エイミー・シュリッツ作／ブライアン・フロッカ絵／ 

中野怜奈（ナカノ，レイナ）訳 デイジー2 時間 20 分 熊本点図製作  

福音館書店（2020）■王国のひとり娘である姫の将来を心配する王様とおきさき様のもと、朝か

ら晩までやることだらけでうんざりしているコーラ姫。そんな姫を助けるため、やんちゃなワニが

やってきて…。忙しすぎる子どもたちとその親へおくる物語。 

 

録音 
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録音 ヤクザときどきピアノ 

53 鈴木智彦（スズキ，トモヒコ）著 デイジー3 時間 27 分 

名古屋ラ盲製作  

ＣＣＣメディアハウス（2020）■校了明けに見た１本の映画が人生を変えた。雑誌に暴力団関連

記事を寄稿する 52 歳のライターが、今度はピアノ教室に潜入？！譜面も読めない「俺」が、舞台

でＡＢＢＡ（アバ）を演奏するまでの 1 年間を綴る。 

 

録音 女帝小池百合子 

54 石井妙子（イシイ，タエコ）著 デイジー15 時間 51 分 群馬点図製作 

文藝春秋（2020）■女性初の都知事であり、女性初の総理候補とされる小池百合子。キャスター

から政治の道へ、男性社会にありながら常に「風」を巻き起こし、権力の頂点を目指す彼女の数奇

な半生、つきまとう疑惑を、綿密な取材で描き切る。 

 

録音 将棋指しの腹のうち 

55 先崎学（センザキ，マナブ）著 デイジー5 時間 24 分 宮城視情セ製作 

文藝春秋（2020）■羽生善治（はぶよしはる）とステーキを食べた夜、加藤一二三（かとうひふ

み）のチョコレートのひみつ…。棋士たちは何を食い、何を語り、将棋に挑むのか。“うつ病九段”

がメシから見た将棋界の真実を描く。 

 

録音 神レンチン あなたにやさしい電子レンジレシピ 

56 河瀬璃菜（カワセ，リナ）著 デイジー1 時間 31 分 群馬点図製作 

文藝春秋（2020）■とにかくラクで、野菜がたっぷり摂れて、それなのにおいしい、火を使わず、

電子レンジだけでできる、あなたにやさしい「神様みたいな」レシピ集。野菜が不足しがちな日の

「もう一品」に役立つ、67 品を紹介する。 

 

録音 １０３歳のスーパーおばあちゃん箱石シツイさん健康長寿のヒケツ 

57 高橋洋樹（タカハシ，ヒロキ）著 デイジー1 時間 41 分 

相模原視情セ製作  

自由国民社（2020）■103 歳、現役理容師。今日も元気に走ります！栃木のスーパーおばあちゃ

ん・箱石シツイさんの健康ノウハウを専属トレーナーが紹介。オリジナル健康体操、生活習慣、脚

のトレーニング・リハビリなど健康長寿のヒミツに迫る。 

 

  

録音 
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 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。当センターま

でお申込みください。 
 

録音 ［シネマ・デイジー］警部補古畑
ふるはた

任
にん

三郎
ざぶろう

 ＦＩＮＡＬ
フ ァ イ ナ ル

 フェアな殺人者 

58 関口静夫（セキグチ，シズオ）プロデュース デイジー1 時間 33 分 

日本（2006）■フジテレビ系にて放送された TV ドラマ「古畑任三郎」シリーズ。シーズンを終

えて帰国したメジャーリーガーのイチローは、都内のホテルに宿泊していた。そこへ、元同僚の向

島（むこうじま）に会いに、古畑たちが訪れる。生のイチローに感激する古畑だったが、その直後、

向島とイチローが腹違いの兄弟だということを知ってしまう。そして、その夜、ホテルの駐車場で、

その男の遺体が発見される。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］アラジン（実写版） 

59 ガイ・リッチー監督 デイジー2 時間 12 分 

アメリカ（2019）■大ヒットディズニーアニメの実写版。貧しくも清らかな心を持った青年・ア

ラジンがランプの魔人・ジーニーの力を借りて願いを叶えていく物語。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］アナと雪の女王 ２ 

60 クリス・バック監督 デイジー1 時間 48 分 

アメリカ（2019）■世界中で社会現象を巻き起こし、日本でも歴代 3 位となる興行収入を記録し

た大ヒットディズニーアニメ「アナと雪の女王」の続編。アレンデール王国に温かな陽光を取り戻

して 3 年。アナとエルサの姉妹は幸せな日々を送っていた。しかしある日、エルサだけに聴こえた

不思議な歌声に導かれ姉妹と仲間たちは旅に出る。前作に続きエルサとアナの声を松たか子と神田

沙也加がそれぞれ務め、監督も前作のクリス・バックとジェニファー・リーが続投。主題歌「イン

トゥ・ジ・アンノウン 心のままに」が第 92 回アカデミー賞の主題歌賞にノミネートされた。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］今日も嫌がらせ弁当 

61 塚本連平（ツカモト，レンペイ）監督 デイジー1 時間 50 分 

日本（2019）■反抗期を迎えた高校生の娘に、卒業まで弁当を作り続けた母親のブログを基にし

たエッセイを映画化。母親を篠原涼子（しのはらりょうこ）、娘を芳根京子（よしねきょうこ）が演

じる。 

 シネマデイジー 1４タイトル 

録音 
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録音 ［シネマ・デイジー］まく子 

62 鶴岡慧子（ツルオカ，ケイコ）監督 デイジー1 時間 52 分 

日本（2018）■直木賞作家西加奈子（にしかなこ）の小説が原作の人情ドラマ。小さな温泉街を

舞台に、転入してきた美少女の秘密を知ったことで成長していく少年の姿を映す。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］オンネリとアンネリのおうち 

63 サーラ・カンテル監督 デイジー1 時間 15 分 

フィンランド（2014）■バラの木夫人から買った小さなかわいいおうちで暮らすオンネリとアン

ネリ。気難しそうなお隣さんや魔法が使える陽気なおばさん姉妹と交流しながら、ふたりだけの楽

しい生活。しかし、お隣さんに泥棒が…！フィンランド・アカデミー賞、衣裳デザイン賞受賞。録

音賞ノミネート。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］ １ ３
サーティーン

デイズ 

64 ロジャー・ドナルドソン監督 デイジー2 時間 29 分 

アメリカ（2013）■1962 年、ソ連がアメリカの目と鼻の先にあるキューバに核ミサイルを持ち

込んだ。これにケネディ大統領や大統領補佐官ケニー・オドネルたちはどう立ち向かったか。実話

をもとに映画化。出演は、ケビン・コスナー、ブルース・グリーンウッド、ほか。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 

65 庵野秀明（アンノ，ヒデアキ）総監督 デイジー1 時間 49 分 

日本（2007）■人気 TV アニメーション「エヴァンゲリオン」シリーズの新劇場版の第 1 作目。

世界を壊滅状態へと導いた「セカンド・インパクト」から 15 年後。14 歳の碇シンジは、特務機

関ＮＥＲＶ（ネルフ）の最高司令官で父親でもある碇ゲンドウから、謎の巨大生物“使徒”と戦う

人造人間エヴァンゲリオンのパイロットに任命される。使徒との戦いが困難を極める中、地球存続

のための任務を背負う彼らは、ある国家規模の作戦を実行に移すことになる。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］グリーン・カード 

66 ピーター・ウェア監督 デイジー1 時間 51 分 

アメリカ（1990）■園芸家のブロンティは、独身者は入居不可という庭園付きアパートメントを

借りるために、アメリカの永住権が欲しいフランス人と偽装結婚する。書類上の結婚のはずが、移

民局が調査することになり実際に夫婦を装って同居生活を送るハメに。芝居のつもりがやがて本気

になって…。ロマンチック・コメディ。 

 

 

録音 
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録音 ［シネマ・デイジー］ペーパー・ムーン 

67 ボグダノビッチ・ピーター監督 デイジー1 時間 46 分 

アメリカ（1973）■聖書を売り付けて小金を稼ぐ詐欺師のモーゼが、亡くなった知り合いの娘ア

ディと出会う。彼は嫌々ながら彼女を親戚の家まで送り届ける事になったが、ペテンの相棒として

アディと旅を続けるうち、モーゼは父親めいた愛情を感じていく…。第４６回アカデミー賞助演女

優賞受賞作。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］ユー・ガット・メール 

68 ノーラ・エフロン監督 デイジー2 時間 4 分 

アメリカ（1998）■ニューヨークの大手チェーン書店の経営者ジョーと、小さいが居心地の良い

本屋さんを営むキャスリーンは、インターネットのメールを通して知り合い、やがて互いに好意を

持つようになっていく。しかし、実社会ではジョーとキャスリーンは同じ業種でいがみ合うライバ

ル同士だった。キュートなロマンティック・コメディ。1940 年に製作されたエルンスト・ルビッ

チ監督の映画『桃色の店』のリメイク作品。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］新喜びも悲しみも幾歳
いくとし

月
つき

 

69 木下惠介（キノシタ，ケイスケ）監督 デイジー2 時間 14 分 

日本（1986）■1973 年春、灯台守一家は、丹後半島経ケ岬（きょうがみさき）灯台から伊豆半

島石廊埼（いろうざき）灯台への転勤を間近に控えていた。そんな矢先、父がいきなり訪ねてきて

…。灯台守夫婦の１３年におよぶ不変の愛を描く。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］南極物語 

70 蔵原惟繕（クラハラ，コレヨシ）監督 デイジー2 時間 27 分 

日本（1983）■昭和 33 年。第１次南極越冬隊と交代するはずだった第２次越冬隊は、吹き荒れ

るブリザードに見舞われ上陸を断念。15 匹の犬は、食糧のない厳寒の南極に取り残されてしまう。

２匹の犬・タロとジロの実話に基づき、南極を舞台にカラフト犬の生存を賭けた闘いを描く感動作。 

 

録音 ［シネマ・デイジー］ＮＨＫ連続テレビ小説 おしん 総集編 

71 第３話 流転
る て ん

 

江口浩之（エグチ，ヒロユキ）［ほか］演出 デイジー1 時間 34 分  

朝日新聞出版（2020）■橋田寿賀子作の NHK 連続テレビ小説。明治 34 年、山形の貧しい農家

に生まれた娘が、激動の時代を必死に生きる姿を描いたドラマ「おしん」を、全４話構成でまとめ

た総集編。第３話は、関東大震災で財産を失った彼女が、落ち着ける地を求めて動く姿を描く。 

 

  

録音 
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テキストデイジーは、文字や画像を見ながら合成音声での読み上げを聞くことがで

きる電子書籍です。テキストデイジーを利用するにはパソコンと専用の再生ソフトが

必要です。ただし、音声のみを取り出してデイジー図書として聞くこともできます（音

声はすべて機械の読み上げ音声になります）。利用する際はサピエ図書館から直接デ

ータをダウンロードいただくか、音声のみデイジー図書として利用する場合は当セン

ターまで番号をお知らせください。 
 

テキスト 瞽女
ご ぜ

 芸道
げいどう

の軌跡
き せ き

 

1 鈴木昭英（スズキ，アキヒデ）著  

瞽女文化を顕彰する会（2018）■平成 30 年、その活動に幕を閉じた瞽女文化を顕彰する会。そ

の会長を務め、また瞽女研究家の重鎮でもある鈴木昭英氏が瞽女文化の特色やその歴史をまとめた

1 冊。瞽女文化がたどってきた歴史のほか、「最後」の瞽女・小林ハルさんのインタビューの聞き書

きにより、当時の瞽女の状況を詳細に知ることができる。 

 

テキスト 動きすぎてはいけない ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学 

2 千葉雅也（チバ，マサヤ）著 

河出書房新社（2017）■動きすぎ、関係しすぎて、ついには身動きがとれなくなった世界でいか

に生きるか。接続過剰（つながりすぎ）の世界で「切断の哲学」を思考する、衝撃のドゥルーズ論。 

 

テキスト 売上を、減らそう。 たどりついたのは業績至上主義からの解放 

3 中村朱美（ナカムラ，アケミ）著 

ライツ社（2019）■社員を犠牲にしてまで“追うべき数字”なんてない…。「営業わずか 3 時間

半」「どんなに売れても 100 食限定」「飲食店でも残業ゼロ」…。京都の小さな定食屋「佰食屋」

の奇跡のビジネスモデルと働き方を紹介する。 

 

テキスト 吃音 伝えられないもどかしさ 

4 近藤雄生（コンドウ，ユウキ）著 

新潮社（2019）■頭の中に伝えたい言葉ははっきりとあるのに、相手に伝える前に詰まってしま

う吃音。自らも悩んだ著者が、80 人以上に丹念に話を聞き、当事者の現実に迫るノンフィクショ

ン。『新潮 45』連載を改稿。 

 

  

 テキストデイジー ４タイトル 
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点字 サリエルの命題 

1 楡周平（ニレ，シュウヘイ）著 8 冊 

講談社（2019）■突然発生した新型インフルエンザで、離島の住民が瞬く間に全員死亡。そして

とうとう本州にも感染者が。頼みの治療薬も全国民にはとうてい行き渡らず…。命の重さを問う長

編。 

 

点字 超時空要塞マクロス ＴＶ版 上 

2 井上敏樹（イノウエ，トシキ）著 3 冊 

小学館（1992）■1999 年、1200 メートルに及ぶ謎の戦艦が宇宙から落下した。人類をはるか

にしのぐ科学力で造られたそれは、人類に異星人の存在を教え、その恐怖が地球統合政府の樹立を

促した。そして 10 年の時を経て、異星の墜落船は巨大戦艦マクロスとしてよみがえった。 

 

点字 超時空要塞マクロス ＴＶ版 中 

3 井上敏樹（イノウエ，トシキ）著 3 冊 

小学館（1992）■ゼントラーディの攻撃を避けてやみくもに空間転移（フォールド）したマクロ

スは冥王星軌道まで飛ばされた上にフォールドシステムを失い、やむなく通常航行で地球を目指

す。軍に入隊した一条輝（ひかる）は、プライベートではかわいいけどちょっと自己中なリン・ミ

ンメイに振り回され、軍務では知的だが口うるさい上官の早瀬未沙（はやせみさ）と口ゲンカばか

り、疲れる日々を送っていた。しかし長旅が続く中、ミス・マクロスに優勝し歌手への道を歩み始

めたミンメイと、実戦を重ね士官となった輝との間には、微妙なズレができ始める。 

 

点字 超時空要塞マクロス ＴＶ版 下 

4 井上敏樹（イノウエ，トシキ）著 3 冊 

小学館（1992）■マクロスは地球に帰り着いたものの、統合軍司令部から地球外退去を命じられ

る。一方、ブリタイ艦隊内にも異変が起きていた。歌をはじめとする地球の「文化」に触れたこと

は、兵士たちに強い衝撃と憧憬を呼び覚ます結果となり、中にはリン・ミンメイのファンとなって、

マクロスとの戦いを拒否する兵士さえ現れ始めた。緊迫のシリーズ完結編！ 

 

  

 点字図書 ６２タイトル 

 文学 １２タイトル 
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点字 なつぞら 上 ＮＨＫ連続テレビ小説 

5 大森寿美男（オオモリ，スミオ）作、木俣冬（キマタ，フユ）ノベライズ

5 冊  

ＮＨＫ出版（2019）■戦争で両親を失った奥原なつは、北海道の大自然のもとたくましく育って

いく。やがてなつは、豊かな想像力と開拓者精神を生かし、「漫画映画（アニメーション）」の世界

へチャレンジする。 

 

点字 なつぞら 下 ＮＨＫ連続テレビ小説 

6 大森寿美男（オオモリ，スミオ）作、木俣冬（キマタ，フユ）ノベライズ

6 冊  

ＮＨＫ出版（2019）■アニメーターへの憧れを胸に上京、アニメーション制作の現場へ飛び込ん

だ奥原なつ。生き別れた家族との再会や個性豊かなアニメ仲間たちと切磋琢磨しながら女性アニメ

ーターとして成長していく。 

 

点字 介 錯人
かいしゃくにん

 

7 辻堂魁（ツジドウ，カイ）著 4 冊 

光文社（2019）■不浄な「首斬人」と蔑（さげす）まれる生業を継いだ別所龍玄（べっしょりゅ

うげん）。童子のような姿で喉の皮一枚残す技量と胆力をもつ彼は、武士が屠腹（とふく）するとき

の介添役を依頼される。凄惨な生業の傍ら、湯島無縁坂（ゆじまむえんざか）での穏やかな家族と

の日々。人気作家が放つ、若き凄腕介錯人の矜持（きょうじ）。 

 

点字 Ｒｅ
リ

：ゼロから始める異世界生活 8 

8 長月達平（ナガツキ，タッペイ）著 5 冊 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2016）■強敵「白鯨」との激戦を乗り越えて、再びメイザース領へ舞い戻る

ナツキ・スバル。一同はついに宿敵・大罪司教ペテルギウス・ロマネコンティ率いる魔女教徒と激

突する…。『小説家になろう』連載を書籍化。 

 

点字 しにがみのバラッド。リバース。 

9 ハセガワ ケイスケ著 4 冊 

アスキー・メディアワークス（2010）■ヒカリが溢れ、淡い色のやさしい光になって、すべてを

つつみこみ、真っ白い女の子と黒猫が舞い踊るとき、魂は、空へと導かれていく。白い死神モモは、

涙を流しながら、人の命を奪っていく。そこには、人々の様々な想いのカケラたちが詰まっていた。

忘れることのない、大切な想いのカケラたち—。これは、今までのお話しでは語られることのなか

った、秘められたエピソードを紡いだ物語。 
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点字 小説ドラゴン 桜
ざくら

 カリスマ教師集結篇 

10 三田紀房（ミタ，ノリフサ）原作／里見蘭（サトミ，ラン）ノベライズ 

4 冊  

講談社（2006）■偏差値 30 台の龍山（りゅうざん）学園から東大合格者を出す、という無謀な

計画は着実に進んでいた。落ちこぼれの矢島と水野は奇抜な勉強法を提案する川口の登場で、英語

に興味を持ちはじめる。しかし、特進クラスの英語主任の座をめぐる、井野と川口の対決の行方

は！？「勉強なんか怖くない」と実感すること必至の第 2 弾。 

 

点字 ヘンリー・ソロー野生の学舎 

11 今福龍太（イマフク，リュウタ）著 5 冊 

みすず書房（2016）■真に自由な生き方を考え続けたアメリカの思想家、ヘンリー・ソロー。そ

の著書、膨大な日記を読み解き、思索のエッセンスを発見する。第 68 回読売文学賞随筆・紀行賞

受賞。 

 

点字 ペスト 

12 アルベール・カミュ著／宮崎嶺雄（ミヤザキ，ミネオ）訳 6 冊 

新潮社（1969）■アルジェリアのオラン市にペストが流行したという想定のもとに、人間を絶滅

させる悪との闘争を寓意的に描く長編。再点訳。 

 

点字 使命 いますぐ楽しくなる、一生楽しくなる 

13 斎藤一人（サイトウ，ヒトリ）著 1 冊 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2018）■自分の使命で道は開ける！斎藤一人が願いが叶うコツや、面白くて

笑いっぱなしの人生に一瞬でなる奇跡の魔法など、人生が面白く豊かになる秘訣を綴る。音声が聞

けるＱＲコード、切り取って使う「幸せの富士山」カード付き。 

 

点字 一流秘書だけが知っている信頼される男、されない男 

14 能町光香（ノウマチ，ミツカ）著 2 冊 

サンマーク出版（2012）■あなたは、まわりの人から信頼されていますか？「信頼される男性」

になると、人生が大きく変わっていきます。エグゼクティブの秘書を 10 年間勤め上げてきた著者

が、誰からも信頼されるための 35 の方法を紹介します。 

 

 人生訓 ４タイトル 
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点字 よくわかるお経読本 

15 瓜生中（ウリュウ，ナカ）著 4 冊 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2019）■般若心経、浄土三部経、光明真言、和讃ほか、現在の日本各宗派の

代表的なお経１９を収録。ふりがな付きの原文と現代語訳で読みやすく、難解な仏教用語も詳細に

解説する。仏典の基礎知識も掲載。 

 

点字 新・学問のすすめ 脳を鍛える神学１０００本ノック 

16 佐藤優（サトウ，マサル）著 5 冊 

文藝春秋（2018）■なぜキリスト教神学を学ぶのか？国際情勢分析、勉強法、恋愛…。「知の怪物」

が、キリスト教 2000 年の議論を生き方にどう応用するかを伝授する。著者が同志社大学神学部

で行った「キリスト教神学」の講義をもとに文庫化。 

 

点字 旧アメリカ兵捕虜との和解 もうひとつの日米戦史 

17 徳留絹枝（トクドメ，キヌエ）著 6 冊 

彩流社（2017）■太平洋戦争中、酷い扱いを受けた捕虜たちとの和解は可能か。謝罪をめぐる日

米両政府・企業との度重なる交渉と挫折、正義と和解を求め続けた元捕虜たちの活動…。それを支

えた１人の日本人女性の長年にわたる支援と交流を綴る。 

 

点字 田中角栄 同心円でいこう 

18 新川敏光（シンカワ，トシミツ）著 6 冊 

ミネルヴァ書房（2018）■日中国交正常化などの政策への再評価が進む一方、ロッキード事件等

で金権政治の権化とも批判された政治家・田中角栄。彼が目指した政治とは何だったのか。田中政

治の軌跡を辿りながら、戦後民主主義を再考する。 

 

点字 福島のことなんて、誰もしらねぇじゃねえかよ！ 

19 カンニング竹山（カンニング タケヤマ）著 2 冊 

ベストセラーズ（2019）■メシ、自然、お酒、温泉、遊び場がサイコー！カンニング竹山が、楽

しい社会科見学に行ってわかった福島の魅力、東京電力福島第一原子力発電所の現状と福島が安全

な理由などを綴る。西田敏行との対談も収録。 

 

  

 歴史・人物伝 ４タイトル 
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点字 メコンを下
くだ

る 

20 北村昌之（キタムラ，マサユキ）著 12 冊 

めこん（2017）■青海省（せいかいしょう）、チベット自治区、雲南省、ラオス、カンボジア、ベ

トナム。11 年かけてメコン全流 4909 キロを下った東京農業大学探検部学生・ＯＢたちの記録。 

 

点字 偽善者たちへ 

21 百田尚樹（ヒャクタ，ナオキ）著 3 冊 

新潮社（2019）■都合のいい正義をふりかざし自省しないマスコミ、犯罪者を擁護する人権派、

隣国の横暴には見て見ぬふりをする輩たち…。ベストセラー作家がこの国に蔓延する数多の「偽善」

をぶった斬る、言論の銃弾 109 連射！ 

 

点字 古物営業法 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法  

22 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 

総務省 編 2 冊  

総務省ｅ－Ｇｏｖ（イーガブ）法令検索（2019）■平成 30 年 4 月 25 日改正の「古物営業法」、

平成 30 年 6 月 13 日公布の「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」など、全 3

法令を収録。 

 

点字 災害対策基本法 災害対策基本法施行令 災害対策基本法施行規則 

23 総務省 編 5 冊 

総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索（2018）■平成 30 年 6 月 27 日改正の「災害対策基本法」、平成 29

年 3 月 31 日改正の「災害対策基本法施行令」、平成 29 年 7 月 1 日改正の「災害対策基本法施行

規則」を収録。 

 

点字 資金決済に関する法律 

24 総務省 編 2 冊 

総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索（2018）■資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資

することを目的とした法律。平成 29 年 6 月 2 日改正。 

 

  

 社会・政治 １０タイトル 
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点字 生活困窮者自立支援法 部落差別の解消の推進に関する法律 

25 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 他 

総務省 編 1 冊  

総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索（2019）■平成 30 年 6 月 8 日改正の「生活困窮者自立支援法」、平

成 28 年 12 月 16 日公布の「部落差別の解消の推進に関する法律」など、全 4 法令を収録。 

 

点字 著作権法  

26 盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作

物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約 

総務省 編 3 冊 
 

総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索（2019）■平成 30 年 7 月 13 日に改正された「著作権法」と、「盲

人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進す

るためのマラケシュ条約」を収録。 

 

点字 「ねえ、私の話聞いてる？」と言われない「聴く力」の強化書 

27 あなたを聞き上手にする「傾聴力スイッチ」のつくりかた 

岩松正史（イワマツ，マサフミ）著 3 冊  

自由国民社（2014）■傾聴は、相手との共通点を探して仲良くなることとも、相手を無視するこ

ととも違う「そのまま受け止めて支える」ための「聴き方」。傾聴講師の著者が、人間関係が楽にな

る「傾聴力スイッチ」のつくりかたを紹介します。 

 

点字 シルバーセックス論 

28 田原総一朗（タハラ，ソウイチロウ）著 3 冊 

宝島社（2019）■シニア専用風俗、高齢風俗嬢、アダルトＶＲ、シニア向け婚活パーティー、老

人ホームのセックストラブル…。田原総一朗が「高齢者の性」の現状を徹底リポートする。『現代ビ

ジネス』連載を再構成し書籍化。 

 

点字 全国盲学校弁論大会全国大会弁論集 第８８回（令和元年度） 

29 毎日新聞社点字毎日部 編 1 冊 

毎日新聞社点字毎日部（2019）■令和元年１０月４日、東京都で開催された全国盲学校弁論大会

の弁論集。活字併記。 
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点字 三代目ギャン妻の物語 祖父・父・夫がギャンブル依存症！  

30 田中紀子（タナカ，ノリコ）著／ワタナベ チヒロ漫画 3 冊 

高文研（2015）■ギャンブルの借金を繰り返す夫に泣きつかれた日を境に「ギャンブル依存症」

を知り、10 年余り。依存症のカウンセラーとなった著者が、自身の半生から、今求められるギャ

ンブル依存症対策までを痛快に語る。 

 

点字 売上を、減らそう。 たどりついたのは業績至上主義からの解放 

31 中村朱美（ナカムラ，アケミ）著 3 冊 

ライツ社（2019）■社員を犠牲にしてまで“追うべき数字”なんてない…。「営業わずか３時間半」

「どんなに売れても 100 食限定」「飲食店でも残業ゼロ」…。京都の小さな定食屋「佰食屋」の奇

跡のビジネスモデルと働き方を紹介する。 

 

点字 色のことば選び辞典  

32 学研辞典編集部 編 3 冊 

学研プラス（2019）■文章を書くとき、彩り豊かな色を表現しきれず困ったときに開く辞典。赤、

青、黄、緑…で済ませず、よりこまやかに色を表現したい人のための一冊。オールカラー、用例つ

きで使い方がすぐわかる。薄い、軽い、小さいの三拍子で、いつでもどこでも使える。 

 

点字 シネマ・デイジー目録 ２０２０年６月１日現在 

33 全国視覚障害者情報提供施設協会シネマ・デイジー検討プロジェクト 著

1 冊  

全視情協シネマ・デイジー検討プロジェクト（2020）■約半年に 1 度発行されるシネマ・デイジ

ー目録の最新版（2020 年 9 月現在）です。 

 

  

 ビジネス １タイトル 

 芸術 ２タイトル 
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点字 ドラえもん 第４巻 

34 藤子・Ｆ・不二雄（フジコ エフ フジオ）著 3 冊 

小学館（1974）■未来の国からやってきたごぞんじ、ネコ型ロボットのドラえもんが親友のび太

とともにくりひろげる友情ファンタジー。四次元ポケットから取りだされる不思議な道具で日本じ

ゅうを笑いに包みこむ。「のろいのカメラ」など 18 話を収録。 

 

点字 ドラえもん 第９巻 

35 藤子・Ｆ・不二雄（フジコ エフ フジオ）著 3 冊 

小学館（1975）■未来の国からやってきたごぞんじ、ネコ型ロボットのドラえもんが親友のび太

とともにくりひろげる友情ファンタジー。四次元ポケットから取りだされる不思議な道具で日本じ

ゅうを笑いに包みこむ。「ジーンと感動する話」など 20 話を収録。 

 

点字 ドラえもん 第１０巻 

36 藤子・Ｆ・不二雄（フジコ エフ フジオ）著 3 冊 

小学館（1976）■未来の国からやってきたごぞんじ、ネコ型ロボットのドラえもんが親友のび太

とともにくりひろげる友情ファンタジー。四次元ポケットから取りだされる不思議な道具で日本じ

ゅうを笑いに包みこむ。「おそだアメ」など 21 話を収録。 

 

点字 新潟県県民性の歴史 県民性・地域性、その歴史的系譜 

37 伊藤充（イトウ，ミツル）著 5 冊 

新潟日報事業社（2018）■いつしか私は新潟の県民性について考え始めていた。新潟県民は、ど

のような県民性を有しているとされてきたのだろうか。そして、それらの県民性はどのようにして

生み出されてきたのだろうか。それを歴史的に見てみたいと思う。 

 

点字 かえってきた名探偵 

38 杉山亮（スギヤマ，アキラ）作／中川大輔（ナカガワ，ダイスケ）絵 1 冊 

偕成社（2009）■名探偵ミルキーが帰って来た！事件は「青いブランコ事件」「これはじけんな

の？事件」「怪盗ムッシュまたまたあらわる」の 3 件。事件編の手がかりから謎ときを楽しもう！ 

 

 マンガ ３タイトル 

 郷土 １タイトル 

 児童 １０タイトル 
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点字 事件だよ！全員集合 ミルキー杉山のあなたも名探偵 

39 杉山亮（スギヤマ，アキラ）作／中川大輔（ナカガワ，ダイスケ）絵 1 冊 

偕成社（2011）■ラーメンを盗んだのは誰だ？本物の名画はどっちだ？怪盗ムッシュの指令書は

どこに？探偵・ミルキー杉山といっしょに謎解きを楽しみ、犯人を当てよう！クイズや迷路満載の

事件簿 25 話を収録。 

 

点字 とっておきの名探偵 

40 杉山亮（スギヤマ，アキラ）作／中川大輔（ナカガワ，ダイスケ）絵 1 冊 

偕成社（2014）■探偵・ミルキー杉山といっしょに謎解きを楽しみ、犯人を当てよう！偶然乗っ

たバスの中で事件にまきこまれた「チロのビーナス事件」と、おさわがせシスターズの依頼とムッ

シュの出現が同時におきた「ムッシュの休日」を収録。 

 

点字 忠犬タマ公 

41 山川栄（ヤマカワ，サカエ）作文 1 冊 

越佐防災テクノタマ公倶楽部（2015）■新潟県には、雪の冬を元気に暮らし、二つの雪崩から人

の命を救ったタマ公という名犬がいました。後に銅像が作られるほど人々に愛されたタマという柴

犬のお話。 

 

点字 とうふやのかんこちゃん 

42 吉田道子（ヨシダ，ミチコ）著 1 冊 

福音館書店（2017）■かんこはとうふやの子どもです。お店はとんがり山のふもとにありますが、

思うように売れません。ひとり悩む父さんを見てかんこは力になりたいと思います。そんなかんこ

のもとに２匹のキツネがやってきて、おいしいとうふづくりのコツを伝授してやるといいます。キ

ツネとかんこのふしぎな関係が、父さんのとうふづくりを後押ししていきます。 

 

点字 願いごとの樹 

43 アップルゲイト・キャサリン著／尾高薫（オダカ，カオル）訳 2 冊 

偕成社（2018）■わたしはレッド。樹齢 216 年の木で、この物語の語り手だ。町の人たちは年

に一度、願いごとを書いた布や紙をわたしの枝に結びつける。この町は昔から、あらゆる国の移民

を受け入れてきた。しかし、最近引っ越してきた少女サマールの様子が気にかかる。長年、人間に

話しかけてはならないという掟を守ってきたわたしだが、サマールの願いごとを知って、行動を起

こすことにした…。 
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点字 ジュリアが糸をつむいだ日 

44 パーク リンダ・スー著／内藤文子（ナイトウ，フミコ）訳 3 冊 

徳間書店（2018）■7 年生のジュリアは韓国系アメリカ人。子どものころカイコを飼ったことが

あるという母さんの提案で、親友のパトリックと一緒に、カイコを育てて生糸をとる自由研究をす

ることになった。「韓国っぽい」とはじめは乗り気でなかったジュリアだったが…。カイコの飼育を

きっかけに、アイデンティティの悩みに向き合うことになる少女の思いを丁寧に描きます。 

 

点字 ルイージといじわるなへいたいさん 

45 スロボドキン・ルイス著／こみやゆう訳 1 冊 

徳間書店（2015）■ルイージは、イタリアの国境近くの村に住む男の子。毎週土曜日、バスに乗

って国境を越え、おとなりのスイスへバイオリンを習いに通っています。バスにはいつも、兵隊さ

んが乗りこんで来て、密輸をする悪い人はいないか調べます。あるときから、新入りの、鼻の長い

兵隊さんが、ルイージのお弁当の中身をのぞいたり、おみやげのケーキをつぶしたりするようにな

りました。怒ったバイオリンの先生は、その兵隊さんをこらしめてやる、といいますが…。 

 

点字 シロクマが家にやってきた！  

46 ファラー・マリア著／杉本詠美（スギモト，エミ）訳 2 冊 

あかね書房（2018）■アーサーは、行動がコントロールできない弟のために、家でも学校でも我

慢を強いられ、面白くない毎日を送っていた。ある日、頭にきて家をとび出したところへ謎のシロ

クマが現れ、一緒に暮らすことになる。学校やサッカー大会で愉快な騒動を巻き起こすけれど、心

優しく陽気なシロクマのおかげで、アーサーは自分や弟、友だちや両親への見方が変わって…。 

 

点字 チャルーネ 

47 ウーヴレオース・ホーコン著／菱木晃子（ヒシキ，アキラコ）訳 1 冊 

ゴブリン書房（2018）■ルーネは、北欧の国の小さな田舎町に住む男の子。友だちと丘の上に作

った小屋を、いじめっ子の年上の三人組にこわされてしまう。ある日、地下室で、茶色いペンキを

見つけたルーネは、三人組にひと泡ふかせてやろうと決心し、ある行動に出るのだが…。 
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点字 クスノキの番人 

48 東野圭吾（ヒガシノ，ケイゴ）著 8 冊 旭川点図製作 

実業之日本社（2020）■解雇された職場に盗みに入り逮捕された直井玲斗は、弁護士費用を支払

ってくれた伯母から、クスノキの番人をするように命じられる。そのクスノキに祈れば、願いが叶

うと言われていて…。 

 

点字 たおやかに輪をえがいて 

49 窪美澄（クボ，ミスミ）著 6 冊 島根ラ製作 

中央公論新社（2020）■性風俗に通う夫、整形で美しくなった親友、愛した父の不実。人生の折

返し点で知る〈真実〉が、主婦・絵里子を柔らかに変身させる——妻でも母でもない道が、鮮やか

に輝き出す長編小説。 

 

点字 四
し

神
しん

の旗
はた

 

50 馳星周（ハセ，セイシュウ）著 5 冊 点訳つくしんぼ製作 

中央公論新社（2020）■国の中枢で渦巻く謀略、忍び寄る疫病の影。一三〇〇年前の惨劇を、こ

の国は繰り返すのか？武智麻呂（たけちまろ）、房前（ふささき）、宇合（うまかい）、麻呂の四兄弟

は、父・不比等（ふひと）の意志を受け継ぎ、この国を掌中に収めるため力を合わせる。だが政（ま

つりごと）の中枢には、不比等が唯一畏れた男、長屋王が君臨していた。皇族と藤原家。それぞれ

の野心がぶつかり合い、謀略が交錯するとき、古代史上最大の闇が浮かび上がる…。文芸ＷＥＢサ

イト『ＢＯＣ』連載を書籍化。 

 

点字 水を縫う 

51 寺地はるな（テラチ，ハルナ）著 5 冊 小牧市立図製作 

集英社（2019）■周囲から浮いている清澄（きよすみ）は、結婚を控えた姉のウェディングドレ

スを手作りすると宣言する。夫と離婚し、扱いづらくなる息子の清澄。母が教えてくれた、子育て

に大切な「失敗する権利」とは…。全六章を収録。 

 

点字 生かさず、殺さず 

52 久坂部羊（クサカベ，ヨウ）著 6 冊 日点図製作 

朝日新聞出版（2020）■認知症専門病棟の医師のもとに、作家に転じた元同僚が現われた。「認知

症」をテーマにした小説を書こうと取材協力を求めてきたが…。医療サスペンス。 

 ８月・９月 サピエ図書館の新刊図書 

 点字図書 1５タイトル 
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点字 愚か者の城 

53 矢野隆（ヤノ，タカシ）著 4 冊 滋賀視障セ製作 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2020）■織田信長の妹・於市（おいち）に想いを寄せていたことが妻に知ら

れ、夫婦仲が険悪となった木下藤吉郎（きのしたとうきちろう）。そんな中、浅井長政が信長を裏切

り、朝倉義景側についたとの報せが届く。藤吉郎は、信長から於市のいる浅井攻めを命じられるが

…。 

 

点字 永遠の夏をあとに 

54 雪乃紗衣（ユキノ，サイ）著 5 冊 鹿児島視情セ製作 

東京創元社（2020）■かつて神隠しに遭った少年、拓人（たくと）。年上の少女、弓月小夜子（ゆ

づきさよこ）が現れ、以前、拓人の母とともに三人で暮らしていたというが、拓人はどうしても思

い出せない。怪異が起こり始める町で、すべての謎の鍵は拓人の失われた記憶の中に…。 

 

点字 母さんは料理がへたすぎる 

55 白石睦月（シライシ，ムツキ）著 4 冊 福井視情セ製作 

ポプラ社（2020）■父親を亡くした後、会社勤めの母親と幼稚園に通う三つ子の妹たちの面倒を

見るのが 15 歳の竜一朗の役目。もともと料理は好きだけど…。家族の等身大を描いた青春と成長

の物語。『ａｓｔａ＊』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。第 1 回、おいしい文学賞受賞作。 

 

点字 鬼滅の刃 １ ノベライズ 炭
たん

治郎
じ ろ う

と禰
ね

豆子
ず こ

、運命のはじまり編 

56 吾峠呼世晴（ゴトウゲ，コヨハル）原作・絵／ 

松田朱夏（マツダ，シュカ）著 3 冊 鹿児島視情セ製作  

集英社（2020）■心優しき少年・炭治郎は、ある日、鬼に家族を皆殺しにされてしまう。かろう

じて生きていた妹・禰豆子は鬼に変わってしまっていた。妹を救い、人々を鬼から助けるため、炭

治郎は今旅立つ！大人気コミックスのノベライズ。 

 

点字 あの日を刻むマイク ラジオと歩んだ九十年 

57 武井照子（タケイ，テルコ）著 4 冊 西宮視障製作 

集英社（2020）■自由でのびやかな子供の頃、戦争の足音がする少女期、ＧＨＱの統治下で担当

した「婦人の時間」…。94 歳、ＮＨＫの「働く母親第一号」である元ラジオアナウンサーが、激

動の半生を振り返る。 
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点字 グレタのねがい 

58 地球をまもり未来に生きる 大人になるまで待つ必要なんてない 

ヴァレンティナ・キャメリニ 著／杉田七重（スギタ，ナナエ）訳 

1 冊 滋賀視障セ製作 
 

西村書店（2020）■2018 年夏、記録的な暑さとなったスウェーデン。15 歳のグレタは、地球

温暖化を食い止めるための行動を政府に迫るため、学校へ行かずに国会議事堂へむかい、ひとりで

ストライキを始め…。グレタの希望と勇気と決意の物語。 

 

点字 戦国、まずい飯！ 

59 黒沢はゆま（クロサワ，ハユマ）著 3 冊 点ボラ花の会製作 

集英社インターナショナル（2020）■生米を水に浸すよう指示した徳川家康、醤油が欲しいと言

って叱られた井伊直政、逃避行中に雑草を食べた真田信之…。さまざまな文献を渉猟（しょうりょ

う）し、戦国の食にまつわる面白エピソードを紹介。文献に登場する料理も再現し実食する。 

 

点字 認知症になる人、ならない人の生活習慣 

60 石井映幸（イシイ，テルユキ）著 2 冊 大阪福情点製作 

成美堂出版（せいびどうしゅっぱん）（2020）■物忘れが心配なら即行動！最新医学でわかった、

脳を元気にする方法とは？脳神経外科医の著者が、認知症予防によい影響をもたらす「食生活の改

善」「積極的な運動」「趣味や社会参加などの知的行動」について解説する。 

 

点字 魔法のてぬきおやつ 材料２つから作れる！ 世界一ラクチン！７３品 

61 てぬキッチン 著 2 冊 福井視情セ製作 

ワニブックス（2020）■材料 2 つのアイス、焼き時間 3 分のクッキー、混ぜてチンするだけのケ

ーキ…。ＹｏｕＴｕｂｅで話題のてぬき料理研究家が、少ない材料で、誰でも失敗せずに美味しく

作れるおやつ７３品のレシピを紹介する。 

 

点字 チャーリー、こっちだよ 

62 キャレン・レヴィス 作／チャールズ・サントソ 絵／ 

いわじょうよしひと 訳 点訳絵本 1 冊 鹿児島視情セ製作  

ＢＬ出版（2020）■「だれでもぼくじょう」は、心や体に傷をおった動物たちが、安心して暮ら

せる家です。目がよく見えないウマのチャーリー。いつもひとりでいるヤギのジャック。そんなふ

たりに交流が生まれ…。実話をもとにした友情の物語。 
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 ７・８月 点字情報誌のご紹介 

ご寄贈いただいた点字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、当センターまでお申込みください。 

 

 新規取り扱い雑誌（録音）のご紹介 

当センターで新規に取り扱いをするデイジー雑誌を 2 誌ご紹介します。試読・購

読希望の場合は当センターまでご連絡ください。 

１．英語よもやま通信（月刊） 日ラ情文製作 

ヤック企画「ひらがなタイムズ」、朝日出版社「ＣＮＮイングリッシュエクスプレ

ス」、アルク「イングリッシュジャーナル」、コスモピア「多聴多読マガジン」、雑誌

「朝日ウィークリー」、「週刊ＳＴ」、「デイリー読売」および単行本数冊より抜粋。 

収録時間２時間３０分。 

 

２．オーディオの総合月刊誌ステレオ（月刊） とちぎ視情セ製作 

オーディオのハード・ソフトの総合誌。クラシック、ポピュラー、ＣＤ、ＬＤ、

ＤＶＤ、ビデオ新譜月評、国内外のオーディオ新製品などを収載。入門者からマニ

アまで楽しめます。 収録時間１時間３０分。 

 

また以下の雑誌は取り扱い中止となります。 

１．医道の日本（月刊） 茨城点図製作 【中止理由】雑誌の刊行休止のため 

●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 発行） 新潟市発行 

●点字毎日（第 4997 号～5005 号） 毎日新聞社発行 

●点字にいがた（第 277 号） 新潟県発行 

●月刊東洋療法（第 316、317 号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

●にってんブレイル（2020 年 9 月） 日本点字図書館発行 

●にってんボイス（2020 年 8 月） 日本点字図書館発行 

●ワールドナウ（第 52 号） 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合発行 

●厚生（第 279 号） 日本視覚障害者団体連合発行 

●読書（2020 年 8 月、9 月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行 
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