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（メールにいがた１５６号）

◆２０２２年４月から５月の各種図書情報をご紹介します。
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◆デイジー図書の再生には、専用の機器やアプリが必要です。
◆点字図書と録音図書の貸出期間は、お手元に届いてから１４日間です。
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（１）デイジー図書の紹介
◆新潟で製作・受入したデイジー図書

文学

３３タイトル

１９タイトル
ゆ き み ざけ

ことう じ

録音

雪見酒 新・酔いどれ小籐次２１

1

佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著

デイジー6 時間 39 分

文藝春秋（2021）■日課の研ぎ仕事に精を出す小籐次親子の前に現れた浪人たち。騒ぎを起こし
て番屋にしょっ引かれるが、そのうちのひとりが仲間を殺して逃亡した。残された刀は、あの井上
真改なのか？小籐次親子が事件の謎を追う。

録音
2

同志少女よ、敵を撃て
逢坂冬馬（アイサカ，トウマ）著

デイジー13 時間 12 分

早川書房（2021）■1942 年、モスクワ近郊の農村で暮らす少女は、急襲したドイツ軍によって、
母を殺された。赤軍の女性兵士に命を救われた少女は、母を撃ったドイツ兵に復讐をはたすべく、
狙撃兵になることを決意する。第 11 回（2021 年）アガサ・クリスティー賞および 2022 年本
屋大賞受賞作。

録音
3

ブラックボックス
砂川文次（スナカワ，ブンジ）著

デイジー4 時間 32 分

講談社（2022）■転々と職を変え、現在は自転車便の配達人として働く男。30 歳を目前に、こ
の生活から抜け出そうとするが、怒りを抑えられず…。第 166 回（2021 年下半期）芥川賞受賞。

録音
4

せいでん

あきない世傳金と銀 12
高田郁（タカダ，カオル）著

デイジー7 時間 17 分

角川春樹事務所（2022）■藍染め浴衣地でその名を江戸中に知られる五鈴屋（いすずや）だが、
再び呉服も扱えるようになりたい、というのが主従の願いであった。仲間の協力を得て道筋が見え
てきたものの、決して容易くはない。しかし、幸（さち）と奉公人たちは知恵を絞り…。

録音
5

ポプラの匂い ショートストーリーズ
藤原明（フジワラ，アキラ）著

デイジー7 時間 14 分

新潟日報事業社（2021）■心と心の擦れ違い、どうしようもない空しさと哀愁、そして優しさ。
男と女、親と子の 21 編のショートストーリーで、普通のヒトの普通の日常での心模様を描く。
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録音
6

さいおう

たて

塞王の楯

今村翔吾（イマムラ，ショウゴ）著

デイジー15 時間 59 分

集英社（2021）■決して破られない石垣を造ろうとする石工（いしく）の匡介（きょうすけ）
。し
かし、そこに立ちふさがるのは、どんな守りも打ち破るという彦九郎（げんくろう）の砲。大津城
を舞台に、信念をかけた職人の対決が幕を開ける。
『小説すばる』連載を単行本化。

録音
7

ねずみ

じって

鼠 、十手を預かる

赤川次郎（アカガワ，ジロウ）著

デイジー6 時間 7 分

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2021）■次郎吉（じろきち）
、目明しに転身！？うっかり十手を預かったばか
りに、迷子捜しに夫婦喧嘩の仲裁と、慣れない御役目に大忙し…。大泥棒・鼠小僧次郎吉が江戸を
駆け巡る！「鼠」シリーズ第 12 弾。『小説野性時代』掲載を単行本化。

録音
8

はんしちとりものちょう

半七 捕 物 帳

2

岡本綺堂（オカモト，キドウ）原作／古川壬生（コガワ，ミブ）脚色
デイジー3 時間 1 分

ＮＨＫ厚生文化事業団テープライブラリー製作（2022）■江戸の名探偵半七の活躍を描く「半七
捕物帳」第２弾。明治 20 年代半ば、新聞記者をしていた岡本綺堂が文政生まれの半七老爺（ろう
や）と知り合い、その手柄話を聞いて記す、という形式の連作小説。江戸庶民の風俗や、習慣、言
葉遣いなど時代ものの決定版としても楽しめる「和製探偵小説」をオーディオドラマ化。竹下景子、
西田敏行らが出演。

録音
9

おとぎ輪廻
木下昌輝（キノシタ，マサキ）著

デイジー42 分

ＮＨＫ厚生文化事業団テープライブラリー（2022）■「昔々、あるところに…。
」で始まるおとぎ
話の数々、
「桃太郎」
「はなさかじいさん」さらには「西遊記」や「アラビアンナイト」まで巻き込
んで、お馴染みの昔話が一つの大きなメビウスの輪のように繋がって物語が繰り広げられる。朗読
は伊藤雄彦（たけひこ）
。ラジオ文芸館放送作品。
ばし

録音

かささぎ橋で会いましょう

10

中神謙一（ナカガミ，ケンイチ）原作・脚本

デイジー52 分

ＮＨＫ厚生文化事業団テープライブラリー（2022）■定年退職を迎えた正平（しょうへい）
。期待
と不安に包まれて帰宅すると妻の奈々子に羽が生えており、翌朝にはカササギになっていた…。子
どもたちとの想定外の家族会議も始まり、混乱はどんどん深まっていく…。大阪の郊外、七夕伝説
の街・枚方（ひらかた）を舞台に描く、家族の愛の物語。内場勝則（うちばかつのり）
、宮田圭子ら
が出演。ＦＭシアター放送作品。
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録音

暮れ花火

11

朝井まかて（アサイ，マカテ）著

デイジー42 分

ＮＨＫ厚生文化事業団テープライブラリー（2022）■脱ぎ着する一瞬だけ見える羽織の裏地に絵
を描くことは、江戸の町人の隠れたおしゃれ。羽裏絵（はうらえ）専門の絵師おようは、仕事一筋。
出入りの悉皆屋（しっかいや）で年下の修吉が寄せる好意にも気づかない。そんなおようを年の瀬
に訪ねてきた芸妓の依頼とは。朗読は小野文恵。ラジオ文芸館放送作品。

録音
12

ダブルオー

ゼロサン

０ ０ －０３ 都より愛をこめて

藤井青銅（フジイ，セイドウ）原作・脚本

デイジー2 時間 31 分

ＮＨＫ厚生文化事業団テープライブラリー（2022）■21 世紀に入り加速した東京への人と富の
一極集中の一方で、地方は破綻。解決のための遷都法案が通ったが、新首都の決定をめぐり、新首
都獲得作戦が開始。組織のエージェント「００－０３」が首都を守るため奮闘する、エンタメコメ
ディ。梶裕貴（かじゆうき）
、木﨑（きざき）ゆりあが出演。青春アドベンチャー放送作品。
むよう

バ

ー

ス

デ

ー

録音

無用の人

13

原田マハ（ハラダ，マハ）著

サ

Ｂｉｒｔｈｄａｙ

プ

ラ

イ

ズ

Ｓｕｒｐｒｉｓｅ
デイジー42 分

ＮＨＫ厚生文化事業団テープライブラリー（2022）■50 歳の誕生日を迎えた羽島聡美（はしま
さとみ）。関東近郊の小さな美術館で学芸員を務める聡美の職場に、あやしげな茶封筒が届く。差出
人は１か月前にがんで亡くなったはずの、聡美の父だった。差出日は 2 月 1 日。亡くなる直前、
娘に荷物を届けたのだ。朗読は徳永圭一朗。ラジオ文芸館放送作品。
イチキュウニゼロ

録音

レディ・トラベラー１９２０

14

小林雄次（コバヤシ，ユウジ）原作・脚本

デイジー2 時間 31 分

ＮＨＫ厚生文化事業団テープライブラリー（2022）■1920 年、大英博物館で働くジュリーは各
地を旅した亡き叔母に憧れ、夢を抱く学者の卵。ある日、叔母が遺した謎の島の訪問記を見つけた
ジュリーは、調査の専門家を集めて南海の無人島へと出かけるのだが…。常識を超えた存在との遭
遇を描く冒険活劇。野々すみ花、谷田歩（たにだあゆみ）らが出演。青春アドベンチャー放送作品。

録音

ほぞ

15

水城孝敬（ミズキ，タカヒロ）原作・脚本

デイジー52 分

ＮＨＫ厚生文化事業団テープライブラリー（2022）■「ほぞ」とは、家具の板と板をつなぐとき
に作る突起のこと。基一（きいち）は腕のいい指物師（さしものし）で、ほぞをつくる名人として
得意先からの信頼も厚かったが、そんな彼がある時から納期を忘れるように。それは次第にお得意
さまの顔も、指物の作り方も、そして妻の顔や名前さえも…。和田正人（わだまさと）
、伊藤歩（い
とうあゆみ）らが出演。ＦＭシアター放送作品。
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録音

大人の流儀

10

16

伊集院静（イジュウイン，シズカ）著

デイジー4 時間 10 分

講談社（2021）■大切な人が消えていく。悲しみが通り過ぎたら、ひとりもいいものだと、思っ
た…。無頼作家が日々の思いをつづったエッセイ集、第 10 弾。
『週刊現代』連載を抜粋・修正して
単行本化。

録音

東京ディストピア日記

17

桜庭一樹（サクラバ，カズキ）著

デイジー7 時間 20 分

河出書房新社（2021）■オリンピック延期、休業要請、Ｚｏｏｍ飲み会、アベノマスク、自粛警
察、２度目の緊急事態宣言…。2020 年 1 月～2021 年 1 月、誰もが体験したコロナ禍の暮らし
を仔細に綴る。
『文藝』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。

録音

シブヤで目覚めて

18

アンナ・ツィマ 著／阿部賢一（アベ，ケンイチ）
［ほか］訳
デイジー13 時間 31 分

河出書房新社（2021）■プラハの大学で日本文学を専攻するヤナは、謎の作家・川下清丸（きよ
まる）の小説にのめり込んでいる。そのとき渋谷では「分裂」した 17 歳のヤナが、幽霊となって
街に閉じ込められていた。鍵を握る謎の作家の秘密とは？

録音

ＮＨＫ障害福祉賞入選作品集

19

ＮＨＫ厚生文化事業団 発行

第５６回
デイジー4 時間 37 分

ＮＨＫ厚生文化事業団（2022）■障害のある人自身の貴重な体験記録や、障害児･者の教育や福祉
の分野でのすぐれた実践記録などに対して贈る「ＮＨＫ障害福祉賞」の受賞作を紹介。第 56 回は
過去最多の 567 編の応募のうち 11 の入選作品が決定した。

郷土

５タイトル
しゅ と

録音

るるぶ特別編集版 酒都 新潟市

20

新潟市 発行

デイジー3 時間 39 分

新潟市（2017）■酒どころ新潟として、日本酒を入口とした新潟市の楽しみ方を市外・県外の方
に紹介するため発行されたリーフレット。新潟市で開催される日本酒イベントや、市内の酒蔵自慢
の名酒、酒にまつわる市内周遊コースなど、酒の都・新潟市の魅力をたっぷり紹介する。掲載情報
は 2017 年 11 月時点のもの。
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録音

私、おじいちゃんの耳と口になる

長い長い回想

21

河村一美（カワムラ，カズミ）著

デイジー2 時間 29 分

高田広告舎プラステン（2021）■上越市出身の著者が、祖父であり〝日本唯一の聾唖（ろうあ）
村長〟として知られる横尾義智（よこおよしとも）氏（1893～1963 年）を孫の視点から書いた
回想録。
ふちんくうぼ

録音

緑の不沈空母

にいがたの航跡

22

篠田昭（シノダ，アキラ）著

デイジー11 時間 8 分

幻冬舎（2019）■食料自給率 63％の新潟市。新潟市長を 4 期 16 年務めた著者が、圧倒的自立
力を背景に、人々とともに成し遂げた、16 年間の改革の全てを記す。日本総合研究所会長・寺島
実郎（てらしまじつろう）との対談も収録。

録音

新潟県障害福祉計画 概要版（あらまし）令和３年３月策定

23

新潟県福祉保健部障害福祉課 編

デイジー19 分

新潟県福祉保健部障害福祉課（2021）■令和３年３月策定の「新潟県障害福祉計画
らまし）」を収録。

録音

新潟県障害福祉計画 令和３年３月策定

24

新潟県福祉保健部障害福祉課 編

概要版（あ

デイジー7 時間 30 分

新潟県福祉保健部障害福祉課（2021）■令和３年３月策定の「新潟県障害福祉計画」を収録。

人生訓

１タイトル
きんげん

録音

よみがえるノムラの金言

25

野村克也が遺した言葉からはまだまだ多くを学べる
サンケイスポーツ 著

デイジー3 時間 23 分

ベースボール・マガジン社（2021）■楽して得られる快感なし、野球は８割が備えで決まる、負
けているときこそ「勝負」を…。野村克也が遺した金言をまとめる。愛すべきボヤキ節も厳選紹介。
『サンケイスポーツ』掲載を加筆し書籍化。
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社会・福祉

２タイトル

録音

障害者白書

26

内閣府 編

令和３年版
デイジー10 時間 35 分

勝美（しょうび）印刷（2021）■新型コロナウイルス感染症への対応、障害のある人に対する理
解を深めるための基盤づくり、社会参加へ向けた自立の基盤づくりなど、令和２年度を中心とした
障害者施策の取組をまとめる。障害者の状況等の参考資料も収録。

録音

厚生労働白書 令和３年版

27

厚生労働省 編

新型コロナウイルス感染症と社会保障

デイジー9 時間 56 分

日経印刷（2021）■新型コロナウイルス感染症が国民に与えた影響と対応や社会保障への反映、
子どもを産み育てやすい環境づくり、働き方改革、女性・若者・高齢者といった多様な働き手の参
画、医療関連イノベーションの推進など、現下の政策課題への対応をまとめる。

健康

２タイトル
けいらく

録音

古典から学ぶ経絡の流れ

28

浅川要（アサカワ，カナメ）編著

デイジー12 時間 55 分

東洋学術出版社（2017）■経脈循行（けいみゃくじゅんこう）の理解を深められるよう、各経脈
ごとに「素問（そもん）
」
「霊枢（れいすう）」から、経絡の循行に関する部分を取り出してまとめる。
さらに「類経」から「霊枢」経脈篇の各経脈流注（るちゅう）に関連する部分をそれに附し、日本
語訳を施す。

録音

感じるオープンダイアローグ

29

森川すいめい（モリカワ，スイメイ）著

デイジー4 時間 47 分

講談社（2021）■ただ対話するだけで、精神面に困難を抱えた人の８割が回復するフィンランド
発祥の「オープンダイアローグ」。国際トレーナー資格を得た著者が、自らの壮絶な過去と、フィン
ランドで受けたトレーニングの様子をつぶさに記す。
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生活

１タイトル

録音

くらしの豆知識 ２０２２年版

30

国民生活センター 編 デイジー7 時間 53 分

国民生活センター（2021）■日常生活にかかわりの深いテーマを幅広く取り上げ、消費者トラブ
ルの対策にも役立つ情報をコンパクトにまとめる。
「18 歳のひとり立ちナビ」
「撃退！ネットトラ
ブル」を特集するほか、各方面の相談窓口なども紹介する。

芸術・芸能

２タイトル

録音

愛唱歌みんな花になれ

仏典童話しあわせになった王さま

31

浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟 編

デイジー8 分

浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟（2022）■愛唱歌「みんな花になれ」の歌詞と音楽、浄土真
宗本願寺派仏教婦人会総連盟発行の機関紙『めぐみ』の中から「しあわせになった王さま」を収録。

録音

林原めぐみのぜんぶキャラから教わった

32

林原めぐみ（ハヤシバラ，メグミ）著

今を生き抜く力
デイジー6 時間 56 分

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2021）■忍部（しのびべ）ヒミコ、早乙女らんま、ミンキーモモ、綾波レイ、
リナ・インバース、ムサシ、灰原哀（はいばらあい）…。声優・林原めぐみが、これまで演じてき
た幾多のキャラクターたちと、彼・彼女たちから受け取ったものについて語る。

情報機器操作教材
録音
33

１タイトル

［合成音］見えなくても使えるｉＰｈｏｎｅ
ボ

イ

ス

オ

ー

バ

ー

ＶｏｉｃｅＯｖｅｒでの操作解説（ｉＯＳ
品川博之（シナガワ ヒロユキ）著

１４．７編）

デイジー6 時間 12 分

鹿児島県視聴覚障害者情報センター製作（2021）■2021 年 7 月 20 日時点の最新ｉＯＳバー
ジョン 14.7 でのボイスオーバーのジェスチャーについてまとめた説明書。ｉＰｈｏｎｅやｉＰａ
ｄはｉＯＳのアクセシビリティ機能の一つであるＶｏｉｃｅＯｖｅｒ（ボイスオーバー）をオンに
することで、音声読み上げさせながら使うことができます。ｉＰｈｏｎｅＳＥ（2016 年モデル）
、
ｉＰｈｏｎｅ7、ｉＰｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ、ｉＰｈｏｎｅ12Ｐｒｏを用いてＶｏｉｃｅＯｖｅｒ（ボ
イスオーバー）をオンにした状態での操作説明をします。
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全国で製作されたデイジー図書新刊
録音図書

1４タイトル

録音

傷痕のメッセージ

34

知念実希人（チネン，ミキト）著 デイジー14 時間 18 分 小樽点図製作

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2021）■奇妙な遺言を残して世を去った千早（ちはや）の父。遺言どおりに
遺体を解剖すると胃壁に暗号が。時を同じくして 28 年前の殺人事件と似通った殺人事件が発生し
…。千早と紫織の医師コンビが謎に挑む！『小説野性時代』掲載を単行本化。

録音

ペッパーズ・ゴースト

35

伊坂幸太郎（イサカ，コウタロウ）著

デイジー12 時間 51 分

日点図製作
朝日新聞出版（2021）■ある条件の元、他人の明日が少しだけみえる能力を持つ、中学校の国語
教師。彼は、男子生徒の些細な校則違反をきっかけに思わぬ事件へ巻き込まれていく。作家生活 20
周年超の集大成となる一大エンターテインメント長編！
めし

録音

ギリ飯

人生ギリギリご飯

36

北島直子（キタジマ，ナオコ）著 デイジー3 時間 11 分 札幌視情セ製作

風詠（ふうえい）社（2021）信用金庫の宏（ひろし）、キャバ嬢の麻美（あさみ）
、庭師の幸三（こ
うぞう）、ジャガイモ農家の光男（みつお）、課長の正明（まさあき）
。
「おばんざい屋くるくる」を
訪れる人に待ち受ける思いがけないドラマ。季節の味も楽しめる極上のグルメ＆オムニバス小説。

録音

７．５グラムの奇跡

37

砥上裕将（トガミ，ヒロマサ）著 デイジー9 時間 3 分

和歌山点図製作

講談社（2021）■就職先が決まらず、あとがない状態で北見眼科医院の面接を受けた野宮恭一（の
みやきょういち）は、おおらかな医院長のもと視能訓練士として働き始める。働き学びながら「見
える」ことの大切さを実感し成長する主人公の姿を描く。
「線は、僕を描く」の作者の連作短編集。
とき

はっとり き ん た ろ う

録音

黄金の刻

小説服部金太郎

38

楡周平（ニレ，シュウヘイ）著

デイジー12 時間 30 分

西宮視障製作

集英社（2021）■明治７年。服部金太郎は丁稚（でっち）として働いていた。金太郎は高価ゆえ
に持つ人の限られていた「時計」に目をつけ、いずれは時計商になりたいという熱い想いを抱き…。
「セイコー」創業者の一代記。『小説すばる』連載を単行本化。
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録音

臨床の砦

39

夏川草介（ナツカワ，ソウスケ）著

デイジー6 時間 35 分

豊中市岡町図製作
小学館（2021）■この戦、負けますね…。
「神様のカルテ」著者によるドキュメント小説。命がけ
でコロナに立ち向かった小さな病院の知られざる物語を描き出す。
『ＳＴＯＲＹ ＢＯＸ』掲載に
書き下ろしを追加し単行本化。

録音

愛じゃないならこれは何

40

斜線堂有紀（シャセンドウ，ユウキ）著

デイジー6 時間 28 分

西宮視障製作
集英社（2021）■ファンの男をストーカーする地下アイドルの瑠璃（るり）は、その男の部屋の
ベランダから飛び降り…。
「ミニカーだって一生推してろ」など５篇を収めた恋愛小説集。
じゅじゅつかいせんゼロ

録音

劇場版呪 術 廻 戦 ０ノベライズ

41

芥見下々（アクタミ，ゲゲ）原作／北國ばらっど（キタグニバラッド）小
説 デイジー5 時間 15 分

熊本点図製作

集英社（2021）■「呪い」となった幼なじみ・里香（りか）に憑かれ苦しむ憂太（ゆうた）の前
に現れた、最強の呪術師・五条悟（ごじょうさとる）
。五条は憂太を東京都立呪術高等専門学校へと
導き…。2021 年 12 月公開の大ヒットアニメーション映画のノベライズ。

録音

海のアトリエ

42

堀川理万子（ホリカワ，リマコ）著

デイジー21 分

富山視セ製作

偕成（かいせい）社（2021）■おばあちゃんの部屋に飾ってある女の子の絵。
「この子はだれ？」
と聞いてみると、おばあちゃんは、子どものころの特別な思い出を話してくれて…。海が見えるア
トリエで、絵描きさんと過ごしたたいせつな１週間を描いた絵本。

録音

三十の反撃

43

ソン・ウォンピョン 著／矢島暁子（ヤジマ，アキコ）訳
デイジー8 時間 54 分

岡山視障製作

祥伝社（2021）■大企業の非正規社員として働く平凡な女性キム・ジヘは、世の中にも会社にも
期待することを諦めていた。だが、一癖ある同僚ギュオクとの出会いにより社会への小さな反撃を
始める。次第にジヘは自分らしい生き方を模索し…。2022 年本屋大賞翻訳小説部門受賞作。
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もんもん

録音

「完熟」の老い探究 プラトン・アリストテレス・キケロも悶悶

44

瀬口昌久（セグチ，マサヒサ）著

デイジー5 時間 13 分

群馬点図製作

さくら舎（2021）■大人はいかに老い、いかに死ぬか。古代ギリシア・ローマの哲学者や文学作
品などから、
「老い」をめぐる百花繚乱の考え方や味わい深いエピソードを集成。彼らの言葉のなか
に、老年をよく生きるヒントを見出す。

録音

教養としての「地政学」入門

45

出口治明（デグチ，ハルアキ）著

デイジー9 時間 47 分

練馬光が丘製作
日経ＢＰ（2021）■世界の今の見え方が変わる！地政学とは何か？ナチスも利用した「悪魔の学
問」ではない。ビジネスにも不可欠な「弱者の生きのびる知恵」である。出口治明が語り下ろす、
目からウロコのエッセンス。

録音

健康長寿の人が毎日やっている心臓にいいこと

46

別府浩毅（ベップ，コウキ）著

心臓専門医が教える！

デイジー4 時間 18 分 明生会館製作

自由国民社（2021）■「動悸・不整脈・胸の痛み・心筋梗塞…。心臓にまつわる不安が消える！
心臓専門医が心臓がよくなる「食事」
「運動」
「呼吸」
「脳（ストレス）
」
「睡眠」の５つに関する生活
習慣を、わかりやすく紹介します。
テ

ン

録音

伝説の家政婦沸騰ワード１０レシピ

47

タサン志麻（タサン，シマ）著

デイジー3 時間 26 分 横須賀点製作

ワニブックス（2021）■日本テレビ系番組「沸騰ワード１０」の約２年分のレシピを収録。草刈
民代（くさかりたみよ）のサバ缶ラーメン、辺見えみりのロシア風ポテトサラダなど、伝説の家政
婦・タサン志麻が芸能人宅で披露したメニューを紹介。
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シネマ・デイジー

1４タイトル

シネマデイジーとは、一枚のＣＤに映画やＴＶドラマ本編の主音声と、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。貸出ができる作品を、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。
きょうじょう ニ

録音

［シネマ・デイジー］ 教 場 Ⅱ

ＤＩＳＣ１

48

中江功（ナカエ，イサム）[ほか]プロデュース

デイジー2 時間 4 分

日本（2021）■2013 年にミステリー界の話題を席巻し話題となった長岡弘樹の「教場」を原作
としたテレビドラマ。主人公の警察学校“最恐”の教官・風間は他を寄せ付けることすら許さない
凄みのある立ち振る舞いで、生徒たちを恐怖に震え上がらせる、主演は木村拓哉。今回も個性豊か
な生徒たちが登場し、予想もつかない展開の連続となること必至。

録音

［シネマ・デイジー］まともじゃないのは君も一緒

49

前田弘二（マエダ，コウジ）監督

デイジー1 時間 43 分

日本（2020）■「まとも」ってなに？数学一筋でコミュニケーションが不得意な予備校講師と、
「恋愛はしたことはないが、恋愛雑学だけは豊富」な女子予備校生。二人のやり取りを通じ、コミ
ュニケーションのすれ違いや距離感のズレ、不器用さを、毒気とコミカルさを交えて描く。笑って
泣けるラブコメディ。出演は成田凌（なりたりょう）、清原果耶（きよはらかや）ら。

録音

［シネマ・デイジー］ムヒカ

世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ

50

田部井一真（タベイ，カズマ）監督

デイジー1 時間 42 分

日本（2020）■2010 年からウルグアイの大統領を務めたホセ・ムヒカ。彼を有名にしたのは国
連会議での名スピーチ。このスピーチに大きな影響を受け、取材を重ねた日本人若手監督は、多く
の日本人にムヒカの言葉を聞いてほしいと願い、ムヒカの来日が実現する。ドキュメンタリー映画。

録音

［シネマ・デイジー］きこえなかったあの日

51

今村彩子（イマムラ，アヤコ）監督

デイジー2 時間 1 分

日本（2020）■東日本大震災直後に宮城を訪れ、避難所のろう者を取材した自身もろう者である
監督は、次第に被災者ではなく生活者としての彼らと親交を深めていく。また、その後の新たな被
災地や、手話言語条例の動きなど、ろう者を取り巻く現状を広く紹介するドキュメンタリー映画。
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録音

［シネマ・デイジー］ブラックパンサー

52

ライアン・クーグラー 監督

デイジー2 時間 20 分

アメリカ（2018）■アフリカの秘境にありながら、最新テクノロジーを持つ超文明国ワカンダ。
ここには世界を変えてしまうほどのパワーを持つ“ヴィブラニウム”が存在する。突然の父の死に
よって王位を継いだティ・チャラは、この国の“秘密”を守る使命を背負いながら、ブラックパン
サーとして戦う！ティ・チャラは、祖国を、そして世界を守ることができるのか？アクション映画。

録音

［シネマ・デイジー］ピーターラビット

53

ウィル・グラック 監督 デイジー1 時間 39 分

アメリカ（2018）■ピーターは、たくさんの仲間に囲まれ、画家ビアという心優しい大親友もい
る幸せなウサギ。ところが、ロンドンから潔癖症で動物嫌いのマグレガーが引っ越してきたことで、
ピーターの生活は一変！マクレガーとの争いが始まる。

録音

［シネマ・デイジー］きのう何食べた？

54

中江和仁（ナカエ，カズヒト）
［ほか］監督

サン

Ｄｉｓｃ３
デイジー1 時間 35 分

日本（2019）■西島秀俊（にしじまでとし）
・内野聖陽（うちのせいよう）ダブル主演で男性カッ
プルの日々の食卓と日常を描いた、よしながふみ原作の大人気ドラマ。几帳面で倹約家の弁護士・
筧史朗（かけいしろう）と、その恋人で人当たりのよい美容師・矢吹賢二（やぶきけんじ）の笑い
あり涙ありの同居生活を中心に描かれる。第７話～第９話を収録。
ぎ

ぼ

イチ

録音

［シネマ・デイジー］義母と娘のブルース

Ｄｉｓｃ１

55

飯田和孝（イイダ，カズタカ）プロデュース

デイジー1 時間 58 分

日本（2018）■2018 年に放送された、ＴＢＳの連続テレビドラマ。数年前に母親をなくし、父
親と二人暮らしをしていた少女の前に、ある日、一人のキャリアウーマンが現れる。彼女は、新し
い義母になる女性だった。仕事一筋だった義母の亜希子が、慣れない家庭生活で失敗を繰り返しな
がらも、一生懸命母親になろうと奮闘する。主演は綾瀬はるか。第１話、第２話収録。

録音

［シネマ・デイジー］マダム・フローレンス！夢見るふたり

56

スティーヴン・フリアーズ 監督

デイジー1 時間 53 分

イギリス（2016）■歌手として喝采を浴びることを夢見るマダムと彼女の夢に巻き込まれた男た
ち。絶世のオンチがなぜ、カーネギーホールを満員にし、現代もなお人々を魅了し続けるのか。絶
対不可能な夢に命がけで挑戦！笑いと感動のハートフル・コメディ！出演はメリル・ストリープ、
ヒュー・グラントなど。
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録音

［シネマ・デイジー］アウトレイジ

57

北野武（キタノ，タケシ）監督

デイジー1 時間 53 分

日本（2010）■関東一円を仕切る巨大暴力団組織、山王会（さんのうかい）
。その若頭は、麻薬を
扱う弱小ヤクザ・村瀬組が気に入らず、締め上げるよう命じる。巡り巡ってそれを押し付けられた
のは弱小組織ながらも武闘派の大友組。大友はさっそく村瀬組を締め上げにかかるが…。欲望と裏
切り渦巻くヤクザ社会を描く、任侠バイオレンス映画。

録音

［シネマ・デイジー］チャーリーとチョコレート工場

58

ティム・バートン 監督

デイジー1 時間 59 分

アメリカ（2005）■ウィリー・ウォンカのチョコレート工場では、どんな驚きが待っているので
しょう？チョコレートの部屋ではミント風味の砂糖の草のフィールドを探検し、砂糖のボートでチ
ョコレートの川をセーリング。発明室では食べても減らないキャンディーを体験し、ナッツの部屋
では賢いリスたちを観察…。それはすごく楽しくて、ちょっぴり不思議で美味しい大冒険。ロアル
ド・ダールの児童書を、主演ジョニー・デップ、フレディー・ハイモア共演で映画化。

録音

［シネマ・デイジー］ムーラン

59

トニー・バンクロフト［ほか］監督

デイジー1 時間 34 分

アメリカ（1998）■古の中国、男勝りの少女ムーランは、フン族襲来のため徴兵されることにな
った老いた父の代わりに、男装して出兵。自らの運命を切り開いていく…。ディズニーが初めて中
国を舞台に描いた長編アニメーション映画。中国の有名な伝説「花木蘭（ムーラン）
」の物語を元
に、生命力と勇気にあふれたヒロインの活躍と運命を描く。

録音

［シネマ・デイジー］ふるさと

60

神山征二郎（コウヤマ，セイジロウ）監督

デイジー1 時間 52 分

日本（1982）■岐阜県揖斐川（いびがわ）の上流に建設予定であった徳山ダムの完成によって、
沈みゆく運命にある徳山村を舞台に、老人と少年の心の交流を描く名編。第 13 回モスクワ国際映
画祭最優秀男優賞受賞作品。
の むぎとうげ

録音

［シネマ・デイジー］あゝ野麦 峠

61

山本薩夫（ヤマモト，サツオ）監督

デイジー2 時間 38 分

日本（1979）■明治後期、飛騨の寒村の少女たちは、わずかな契約金で野麦峠を越え信州岡谷（お
かや）の製糸工場へと赴いた。少女らは外貨獲得の主力産業である輸出用の生糸を紡ぎ、富国強兵
策を底辺で支えていた。厳しい労働を耐え抜き、健気に生き抜いた少女たちの不屈の青春群像劇。
日本中を涙で包んだ 1979 年を代表する感動大作。第 34 回毎日映画コンクール日本映画大賞ほ
か受賞。
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新潟で製作したテキストデイジー図書

７タイトル

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、音声のみを音声 CD 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、CD として利用する場合は当センターへ番号をお知らせください。

文学
テキスト

1

１タイトル
大切な君が消えた世界でも、光は降りそそぐ
砂川雨路（スナガワ，アメミチ）著

スターツ出版（2020）■高 3 の真香（まなか）にとって、5 つ年上で警察官の従兄・迅（じん）
は、憧れであり初恋の相手。しかし、迅は災害に巻き込まれて亡くなってしまう。絶望した真香の
前に現れ、再び希望をもたらしたのは、死んだはずの迅だった…。

郷土
テキスト

2

３タイトル
新潟県県民性の民俗史

県民性の再生産

ことわざ・くらし・雪の系譜

伊藤充（イトウ，ミツル）著

新潟日報事業社（2020）■新潟県の県民性は、子どもたちの中に再生産され続けていた。新潟県
の社会伝承、生活伝承、文化伝承、雪伝承など民俗伝承が、どのように新潟県の県民性再生産に作
用したのかを歴史的に明らかにする。

テキスト

3

きぼうしゅうらく 移住女子の里山ぐらし
佐藤可奈子（サトウ，カナコ）著

新潟日報事業社（2019）■2011 年。東京から、限界集落と呼ばれる池谷集落へ単身移住し就農
した著者が、
「自分らしいしあわせの形と、地域らしさは何か」に向き合い続けたあしあとを綴る。
『新潟日報』連載を加筆修正。
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テキスト

4

全国地震動予測地図 ２０２０年版

中部地方抜粋版

地震調査研究推進本部地震調査委員会 編

地震調査研究推進本部事務局（発行年なし）■ＷＥＢ上で公開されている冊子、政府の地震調査研
究推進本部事務局がまとめた「全国地震動予測地図 2020 年版」の「地方別地震動予測地図及び都
道府県別地震動予測地図」のうち、新潟県を含む中部地方版および周辺情報を抜粋して製作。

歴史・人物伝
テキスト

5

１タイトル

炎は流れる

１ 明治と昭和の谷間

大宅壮一（オオヤ，ソウイチ）著

文藝春秋（1975）■日本人とは世界でもまれな精神構造をもった特異な民族なのか。近代夜明け
の明治期を象徴するふたりの人物に焦点をあて、彼らの行動を支配した思考に迫る。日本人の精神
構造の中核を形成している「忠誠心」の源流をたずねて、乃木大将の殉死から筆をおこし、その死
をめぐるさまざまな評価から、さらに赤穂浪士の仇討ちまでさかのぼり、日本的特性をさぐる。

言語
テキスト

6

１タイトル
現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。
吉岡乾（ヨシオカ，ノボル）著

創元社（2019）■パキスタンとインドの山奥で、話者人口の少ない７つの言語を調査するフィー
ルド言語学者の著者。現地の過酷な生活環境に心折れそうになりつつも、独り調査を積み重ねてき
た日々を、独自のユーモアを交えつつ淡々と綴る。

ビジネス
テキスト

7

１タイトル

アフターコロナのニュービジネス大全
新しい生活様式×世界１５カ国の先進事例
原田曜平（ハラダ，ヨウヘイ）
［ほか］著

ディスカヴァー・トゥエンティワン（2021）■コロナで働き方とライフスタイルが劇的に変わる
中、世界ではアイデア溢れる新しいビジネスが生まれていた！無人配達、Ｚｏｏｍ演劇、社員シェ
ア、サブスク野菜など、さまざまなニュービジネスの事例を紹介する。
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寄贈デイジー図書のご紹介
寄贈いただいたデイジー図書をご紹介します。
いずれも貸出ができますので、当センターまでお申し込みください。
《厚生労働省委託図書》
●うまい、と言われる１分間スピーチ
マルチメディアデイジー

１０の「伝える」技術で身につける

晴山陽一（はるやまよういち）著

●十六地蔵物語 マルチメディアデイジー 原田一美（かずみ）作
●［合成音］１３歳からの「ネットのルール」 誰も傷つけないためのスマホリテラ
シーを身につける本

小木曽健（おぎそけん）監修

《その他の寄贈デイジー図書》
以下のデイジーは当センターの利用者の方が、個人で地元の音訳団体に製作を依頼
して完成したデイジーCD を寄贈してくださったものです。そのため、凡例等の情報
や処理方法が当センターや全国の点字図書館が製作したものと異なっていますので、
ご利用の際は予めご了承ください。
●疫病と世界史

上巻・下巻 ウイリアム・H・マクニール 著／佐々木昭夫 訳

デイジー上巻が 9 時間 55 分、下巻が 9 時間 40 分
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当センターの取り扱い録音雑誌に関するお知らせ
当センターで取り扱っている録音雑誌に関してのお知らせです。
今回は以下 2 誌の休刊・廃刊がありました。
《休刊・廃刊》
◆おしゃれなひととき（季刊）
発行元の株式会社資生堂より、2021 年秋・冬（第 135 号）をもって廃刊すると
の連絡がありました。
◆NHK ウィークリーステラ（週刊）
出版元の NHK サービスセンターより、2022 年 4 月 8 日号をもって休刊すると
の連絡がありました。
以上、購読いただいていた皆様はご理解・ご了承のほどお願いいたします。
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（２）点字図書の紹介
◆新潟で製作・受入した点字図書

２９タイトル

点字図書は、図書データのみが完成しており印刷未実施のもの、印刷は完了してい
るが製本作業が未実施のものも合わせて掲載しています。印刷・製本それぞれには１
週間から２週間程度を要しますので、貸し出しの依頼をされる際にはご理解・ご協力
をお願いいたします。新刊案内の発行日時点で製本までが完了しているものは、冊数
情報の後に【製本済】と表記しています。なお、データ利用が可能な方には、待ち時
間が少ない方法として SD カード、USB メモリ等で提供する形も実施しております。

文学
点字
1

２１タイトル
硝子の塔の殺人
知念実希人（チネン，ミキト）著

8 冊 【製本済】

実業之日本社（2021）■雪深き森で、燦然と輝く硝子の塔。ミステリを愛する大富豪の呼びかけ
で、一癖も二癖もあるゲストたちが招かれた。この館で次々と惨劇が起こる。その謎を追うのは名
探偵と医師…。
『アップルブックス』連載を加筆、修正。

点字

制圧攻撃機（ブルドッグ）突撃す

2

大石英司（オオイシ，エイジ）著

4冊

文芸社（2017）■国際麻薬組織が市民多数を人質にし、コカイン返還を要求してきた。極秘混成
チーム外務省領事作戦部〈Ｆ2〉最大の武器である制圧攻撃機、通称〈ブルドッグ〉に、救出作戦
の命令が出る。白熱の軍事サスペンス。

点字
3

大使奪還オペレーション

制圧攻撃機（ブルドッグ）突撃す

大石英司（オオイシ，エイジ）著

２

4冊

文芸社（2018）■航空自衛隊戦場制圧攻撃機〈ブルドッグ〉の機長・飛鳥が若い一尉に空中戦の
極意を開陳していた頃、駐フィリピン大使がルソン島で拉致された。政府は“空飛ぶ軍艦”制圧攻
撃機に出撃を命じるが、驚くべき罠が待ち受けていて…。
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点字
4

リ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活

20

長月達平（ナガツキ，タッペイ）著

5冊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2019）■「強欲」と「憤怒」の大罪司教が陥落するも、戦いの続く水門都市。
銀の月に見守られ、各地の仲間たちの奮戦が火花を散らす！敗色濃厚の戦況を変えるのは、かつて
の誓いと友との約束。そして赤く燃ゆる炎の如き「剣聖」で…。

点字
5

リ

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活

21

長月達平（ナガツキ，タッペイ）著

5冊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2019）■魔女教との戦いが終わり、深い傷跡の残された水門都市。日常を、
「名前」を奪われた人々を救うため、スバルたちは「賢者」の塔を目指して、最果ての地へと旅立
つ。プレアデス監視塔を舞台に、「記憶」と「賢者」と相対する！

点字
6

夏の花たち

う

ね とし え

ヒロシマの献水者宇根利枝物語

鈴木ゆき江（スズキ，ユキエ）著

2冊

ひくまの出版（2004）■原爆の日に水を求めて死んでいった犠牲者の霊を慰めようと、50 年間
も滝の水を汲んで各地の慰霊碑に献水をしてきた女性と、その志を受け継ぐ若い人たちの物語。

点字
7

よろず屋、人気俳優の猫を探す
真式マキ（マシキ，マキ）著

3冊

シーラボ（2020）■小さな便利屋の東町萬屋（ひがしまちよろずや）を切り盛りしているのは、
三年前に探偵事務所から独立した勅使河原篤（てしがわらあつし）
、そして店番は甥っ子の高校生、
知明（ともあき）だ。ある日、人気俳優の桐生博之（きりゅうひろゆき）が現れ、猫を探してくれ
ないかと言う。早速請け負い捜索を始めた篤だったが…。ボーイズラブ小説。

点字
8

嘘つきジャスミンと秘密の多い香水店
ｍｉｙａｂｉ（ミヤビ）著

4冊

マイクロマガジン社（2021）■商店街の片隅にある香水店の主だった父が失踪し、ひとり帰りを
待つ大学院生の茉莉（まつり）のもとに、謎の調香師（パフューマ—）の青年・立葵（たつき）が
店を開きたいとやってくる。茉莉は立葵が作るオーダーメイドの香水と、彼の不思議な魅力に惹か
れていき…。
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点字
9

おんなしゅぎょう

女 修行

辛酸なめ子（シンサン，ナメコ）著

3冊

講談社（2010）■年相応の大人の女を目指すべく、各分野の識者に教えを請うた著者の体験記。
恋・美容・人生に効く全方位で最強の大人の女になれるレッスンが満載。

点字
10

キュー

エー

Ｑ →Ａ

草野たき（クサノ，タキ）著

3冊

講談社（2016）■自分のキャラなんてわかんないや…。アンケートが引きだす、ややこしくて、
ばからしくて、せつない本音。中学３年生の胸に宿る思いを描く青春小説。
『朝日中学生ウイークリ
ー（現『朝日中高生新聞』
）
』連載を書籍化。

点字

いちご×ロック

11

黒川裕子（クロカワ，ユウコ）著

3 冊 【製本済】

講談社（2021）■受験失敗。初めての失恋。おまけに父親がとんでもない事件を引き起こし、警
察のやっかいになることに！？どん底の高１女子・海野苺がのめりこんだのは…エア・ギターだっ
た！痛快青春ストーリー。
おおえ の

点字

いつでもだれかの味方です

12

田中直子（タナカ，ナオコ）作

き

大江ノ木小応援部
2冊

朝日学生新聞社（2011）■いきなり廃部！？新米部長ハルタの奮闘が始まった！応援したりされ
たりのジタバタの中で、まわりの人びとの事情や思いが見えてくる…。応援を通してみんなに勇気
を与える、大江ノ木小応援部のお話。

点字

おくれてきたうさぎさんたちのおはなし

13

依田正夫（ヨダ，マサオ）著

2冊

東洋出版（2018）■ポンちゃんはうさぎのぬいぐるみです。ご主人様のタカシくんは、すっかり
大人になって…。「ポンちゃん、その後」をはじめ、「おばあちゃんの鳥獣戯画」
「スーパーヒーロ
ー」など全 10 話を収録した物語集。

点字

君のとなりで。 音楽室の、ひみつのふたり

14

高杉六花（タカスギ，リッカ）作

2冊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2019）■吉川さくら、12 歳。全女子あこがれのモテ男子・伊吹先輩に興味
なんてなかったのに、どうして先輩は、いつも私をピンチから救ってくれるの？思わずきゅんとす
る、絶対かなえたい片思いの物語。
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点字

君のとなりで。 2

近くて遠い、ふたりの距離

15

高杉六花（タカスギ，リッカ）作

2冊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2020）■あこがれの伊吹先輩と吹奏楽コンクールで演奏する夢がかなった矢
先、まさかの選抜メンバー落ち？恋も部活もあきらめたくないさくらの前にあらわれた救世主は、
伊吹先輩のお姉さん！？

点字

君のとなりで。 3

伝えたい想い

16

高杉六花（タカスギ，リッカ）作

2冊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2020）■吹奏楽コンクールの関東大会を突破した黒羽（くろばね）中。でも、
さくらは、伊吹先輩に好きって言えないし、親友に本当に好きな相手も伝えられない。さらに事件
が起こり…。

点字

転生賢者は娘と暮らす。

1

17

琴平稜（コトヒラ，リョウ）著

3冊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2018）■過労の末、命を落としたケントは、ひょんなことから最強賢者とし
て異世界に転生する！チート能力を使うこともなく人里離れた教会で自給自足生活を送るが、ある
日、魔物に襲われた少女たちが逃げ込んできて！？

点字

転生賢者は娘と暮らす。

2

18

琴平稜（コトヒラ，リョウ）著

3冊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2019）■転生してはや数ケ月、ケントは辺境の旧教会でのセカンドライフを
満喫していた。だがそこに、フェンリル、カプリコーンや巨大花が集まって大騒動！？たまの贅沢
には、馬車に揺られて娘たちと温泉街に旅行したり…。

点字

転生賢者は娘と暮らす。

3

19

琴平稜（コトヒラ，リョウ）著

3冊

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（2019）■王立ユリシス学園から特別教師になってほしいと頼み込まれたケン
ト。精霊学で魔術を教えたり、錬金術の授業で惚れ薬を作ったり…。たのしく、幸せなスクールラ
イフを送る中、魔族の娘ベアやローザまで入学してきて！？

点字

夏空に、かんたーた

20

和泉智（イズミ，トモ）作

2冊

ポプラ社（2017）■「かんたーた」は、わたしたちの小さな合唱団。小学生９人で歌ってる。も
うすぐ夏のコンクールなのに、指揮と指導の先生が緊急入院！かんたーたはどうなってしまうの？
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点字

パストラル

ラミュ短篇選

21

Ｃ・Ｆ・ラミュ 著／笠間直穂子（カサマ，ナオコ）訳

4 冊 【製本済】

東宣出版（2019）■山羊の番をする少女のもとに、どこからともなく 14 歳の少年が現れ…。表
題作をはじめ、恋、老い、農家のくらし、山の民話など、人間と、人間を取り巻く世界の根源的な
姿を映し出した全 20 作品を収録する。

人生訓

１タイトル

点字

時空を超える運命のしくみ

22

望みが加速して叶いだすパラレルワールドとは
越智啓子（オチ，ケイコ）著

3 冊 【製本済】

青春出版社（2018）■一人ひとりが創造主。自分の思いがこの世界を創っている。どんな世界に
意識を向けるかで、運命の流れは大きく変わる。パラレルに存在する未来の地球への手引き書。

郷土

２タイトル

点字

祈り

23

新潟日報社 編

よ こ た しげる

忘れるな拉致 父横田 滋 さん追悼

報道写真集

1冊

新潟日報社（2020）■愛娘を北朝鮮に拉致された横田滋さん・早紀江（さきえ）さん夫妻。突然
の失踪、家族会の結成、奪還への奔走…。拉致被害者救出運動の歴史に残した濃厚な足跡を、
『新潟
日報』の記事と写真で振り返る。滋さんの語録なども収録。

点字

ライフデザイン力 未来を切り開く力の育み方

24

池田弘（イケダ，ヒロム）著

3冊

東京書籍（2019）■ベースとなる価値観や哲学である「志」を自らつくり上げながら、未来を設
計・構想し実現していく力である「ライフデザイン力」をいかにして育むか。著者が代表を務める
ＮＳＧグループが教育関連事業の中で培ってきた成果を紹介する。

社会

１タイトル

点字

「黒い羽根」の戦後史

炭鉱合理化政策と失業問題

25

藤野豊（フジノ，ユタカ）著

9 冊 【製本済】

六花出版（2019）■1940 年代末、多くの労働者が失業し、貧困と人身売買の温床となった炭鉱
地帯。「炭鉱離職者臨時措置法」成立までの 15 年間を踏査し、高度経済成長を検証する。
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健康

１タイトル

点字

長生きしたければ高血圧のウソに気づきなさい

26

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

3冊

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。

料理

２タイトル
シ

ュ

ン

コ

ン

点字

ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん

4

27

山本ゆり（ヤマモト，ユリ）著

4冊

宝島社（2014）■サクサク甘辛チキン、なすの肉詰めチーズ焼き、さばの煮つけ、包み焼きハン
バーグ…。身近な材料で簡単に作れる料理のレシピを紹介。ブログ『含み笑いのカフェごはん
「ｓｙｕｎｋｏｎ」
』を書籍化。
シ

ュ

ン

コ

ン

点字

ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん

5

28

山本ゆり（ヤマモト，ユリ）著

4冊

宝島社（2015）■鮭の玉ねぎマヨネーズ焼き、豚こまとピーマンのごまみそ炒め、とろとろ親子
丼、ミネストローネ…。身近な材料で簡単に作れる料理のレシピを紹介。ブログ『含み笑いのカフ
ェごはん「ｓｙｕｎｋｏｎ」
』を書籍化。

芸術

1 タイトル

点字

愛唱歌みんな花になれ

仏典童話しあわせになった王さま

29

浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟 編

1 冊 【製本済】

浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟（2022）■愛唱歌「みんな花になれ」の歌詞と音楽、浄土真
宗本願寺派仏教婦人会総連盟発行の機関紙『めぐみ』の中から「しあわせになった王さま」を収録。
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全国で製作された点字図書新刊
点字図書

１4 タイトル

点字

キネマの天使 メロドラマの日

30

赤川次郎（アカガワ，ジロウ）著

4冊

福島点図製作

講談社（2021）■映画を愛する若手スクリプター・東風亜矢子（こちあやこ）
。スクリプターとは、
撮影現場で役者の動きや衣装など、映像に写るすべてを記録・管理する仕事だ。しかし、彼女の仕
事はそれだけではない！監督のあらゆる我が儘に翻弄されながら、スタントマンやヒロインの代役
をこなし、さらに、殺人事件の謎解きまで！？亜矢子は舞い込む事件を解決し、クランクアップの
その日を迎えられるのか！？

点字

常設展示室

31

原田マハ（ハラダ，マハ）著

3冊

三重視障セ製作

新潮社（2021）■パリ、ニューヨーク、東京。世界各地の美術館で、人生の岐路に立つ人々が出
会う、運命を変える一枚。アート小説の第一人者が、美術館の片隅で繰り広げられる人間ドラマを
描く短篇集。
『小説新潮』掲載を単行本化。

点字

あかずの扉の鍵貸します

32

谷瑞恵（タニ，ミズエ）著

5冊

滋賀視障セ製作

集英社（2021）■火事で家族を失った朔実（さくみ）は、幻堂（げんどう）設計事務所、通称「ま
ぼろし堂」を訪れる。複雑な造りのその館には、時空を超えて潜めておきたい、さまざまな「人の
歴史」が預けられていて…。
『青春と読書』連載を加筆し単行本化。
よしぞう

点字

噂を売る男

藤岡屋由蔵

33

梶よう子（カジ，ヨウコ）著

4冊

西宮視障製作

ＰＨＰ研究所（2021）■「みんな」と同じ事ができない兄と、何もかも平均的な妹…。ガラス工
房を営む二人の十年間の軌跡を描いた傑作長編。

点字
34

エムアール

ＭＲ

メ

デ

ィ

カ

ル

レ

プ

リ

ゼ

ン

タ

テ

ィ

ヴ

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ

久坂部羊（クサカベ，ヨウ）著

8冊

福岡市立点図製作

幻冬舎（2021）■準大手製薬会社・天保（てんぽう）薬品のＭＲ（医薬情報担当者）である紀尾
中（きおなか）は、自社の新薬が高脂血症の「診療ガイドライン」第一選択Ａグレードに決定され
るべく奔走するが…。医薬業界の光と影を描く医療ビジネス・エンタテインメント。
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点字

おおあんごう

35

加賀翔（カガ，ショウ）著

3冊

名古屋情文製作

講談社（2021）■岡山の田舎の小さな町。細いゴリラのような父に振り回され、繊細な心を削ら
れて生きるぼく。凛とした母、ふんわりしたおばあちゃん、無二の親友に囲まれて、痛みと悲しみ
は笑いに変わり、いつか夢を運んできてくれて…。
きさき

点字

月と日の 后

36

冲方丁（ウブカタ，トウ） 著

7冊

つくしんぼ製作

ＰＨＰ研究所（2021）■わずか 12 歳で一条天皇の后となった、藤原道長の娘・彰子。父や夫に
照らされる“月”でしかなかった彰子は、紫式部にも支えられ、やがて「国母」として自ら光を放
ち出す…。『歴史街道』連載を加筆・修正。

点字

空の轍と大地の雲と

37

山田深夜（ヤマダ，シンヤ）著

7冊

神奈川ラ製作

双葉社（2021）■陸上自衛隊に入隊するも、在隊 2 年で退職を決めた道畑直也（みちはたなお
や）。そんな中、東日本大震災が起き…。あの震災で災害派遣に行けなかった元自衛官の葛藤と成長
を描く長編ロードノベル。

点字

あした咲く花

38

鳥居真知子（トリイ，マチコ）著

1冊

兵庫点図製作

読売ライフ（2021）■ある日突然、動物たちの森に現れた郵便ポスト。いったい誰が、何のため
に？ 思いがけない真相の「森の郵便ポスト」をはじめ、
「赤い屋根」
「トマトの女王様」など、や
さしさいっぱいの１１編を収録した短編集。

点字

誕生日パーティー

39

ユーディト・Ｗ・タシュラー 著／浅井晶子（アサイ，ショウコ）訳
5冊

島根ラ製作

集英社（2021）■オーストリアに暮らすカンボジア移民のキム。50 歳の誕生日に現れたのは、
幼少時にポル・ポト政権下の祖国を共に逃れた妹のような存在であり、同時にキムが最も会いたく
ない女性だった…。戦禍を被った男女を巡る人間ドラマ。
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点字

作家と犬

40

平凡社編集部 編

4冊

名古屋鶴舞製作

平凡社（2021）■作家のそばにいっぴきの犬。坂口安吾、田辺聖子、深沢七郎、長谷川町子、川
端康成など、50 人の作家が綴った、犬にまつわるエッセイ、詩、マンガなどを収録する。

点字

万国お菓子物語 世界をめぐる１０１話

41

吉田菊次郎（ヨシダ，キクジロウ）著

3冊

奈良視福セ製作

講談社（2021）■たかがお菓子というなかれ。甘さのかげに歴史あり。政略結婚によって他国へ
伝わったマカロン、参拝記念として配られたレープクーヘン、名称をめぐって裁判にまで発展した
ザッハートルテなど、愛とロマン、政治に宗教、文化の結晶としての世界のスイーツ 101 の誕生
秘話を製菓業界の第一人者がお届けする。

点字

ボクもたまにはがんになる

42

三谷幸喜（ミタニ，コウキ）
［ほか］著

2冊

富山視セ製作

幻冬舎（2021）■50 代の働き盛りに前立腺がんが発覚。大河ドラマの執筆も控えていた脚本家
が、信頼できる主治医と出会い、全く不安を感じずに手術を受けた。術後５年、がんのイメージを
変えるべく、マジメに明るく、縦横無尽に語り合う。

点字

おばあさんとトラ

43

ヤン・ユッテ 作／西村由美（ニシムラ，ユミ）訳

点訳絵本１冊

宮城視情セ製作
徳間書店（2021）■雪の森を散歩していたおばあさんは、トラとであいました。ふたりはすっか
り仲良くなり、町の人たちもトラを好きになりました。ところが、ある日…。おばあさんとトラの
友情を描いた、オランダ生まれの絵本。

寄贈点字図書・情報誌のご紹介
寄贈いただいた点字図書及び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し込みください。
《厚生労働省委託図書》
●新潟県障害福祉計画

令和 3 年 3 月策定

新潟県 編

●新潟県障害福祉計画

令和 3 年 3 月策定

概要版（あらまし） 新潟県 編
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●公営住宅法 総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索 編
●聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
対する補償金の支給等に関する法律 他

ハンセン病元患者家族に

総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索 編

●母子及び父子並びに寡婦福祉法 総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索 編
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律
総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索 編
●政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準

平成３０年度版

サイバーセキュリティ戦略本部 編
●福祉行政報告例の概況

平成３０年度

●地域保健・健康増進事業報告の概況

厚生労働省 編
平成３０年度

●犯罪被害者白書（概要版） 令和２年版
●厚生労働白書

厚生労働省 編

国家公安委員会・警察庁 編

平成３０年版 厚生労働省 編

《その他の寄贈点字情報誌》
●JR 点字時刻表 令和４年３月１日改正

JR 東日本発行

●中央区だより・東区だより・西区役所だより・江南区役所だより
（各 3/6、3/20、4/3、4/17、5/1 発行） 各区役所発行
●点字毎日（第 5081 号～5088 号）
●月刊東洋療法（第 335・336 号）

毎日新聞社発行
全日本鍼灸マッサージ師会発行

●点字厚生（第 290 号） 日本視覚障害者団体連合発行
●読書（2022 年 4 月号・2022 年 5 月号）
日本ライトハウス情報文化センター発行
●にってんボイス（2022 年 4 月号）

日本点字図書館発行

●コミュニカ（No. 64） 全国盲ろう者協会発行
●子どもの点字本（148 号） 大阪 YWCA 点字子ども図書室発行
●盲導犬情報（第２８号） 全国盲導犬施設連合会発行
●国立国会図書館製作

視覚障害者等用資料目録 2021

●新潟市旅手帳 新潟市観光政策課発行
28
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（３）話題の図書情報
全国のサピエ図書人気ランキング
サピエ図書館において、4 月から 5 月に利用の多かった全国の人気図書をご紹介し
ます。書名、著者名、製作館の順に記載しています。詳しい内容等が知りたい方は当
センター職員までお気軽にお問合せください。また貸出を希望される際は「6 月号の
サピエ図書館人気ランキングのデイジーの 1 位」のように言っていただくか、製作種
別とタイトルを職員までお知らせください。
※従来はメールにいがた本編に掲載しておりましたが、今号より図書案内のほうにお
引越しいたしました。また従来は各種別５位までのご紹介でしたが、増量して 10 位
までご紹介します。
《点字図書》
1 位 「基礎から学ぶ！スポーツマッサージ

令和版」

溝口秀雪（ひでゆき）［ほか］編著 視情報セぎふ
2 位 「鬼滅の刃（きめつのやいば）１９

蝶の羽ばたき（ジャンプコミックス）」

吾峠呼世晴（ごとうげこよはる）著 日ラ情文
3 位 「人妻たちの唇戯（しんぎ）
」 北沢拓也 著 島根ラ
4 位 「雪見酒

新・酔いどれ小籐次

２１」 佐伯泰英 著 埼点研

5 位 「コロナの副作用！ これから怖い」 和田秀樹 著 三重視障セ
5 位 「見えなくても使えるｉＰｈｏｎｅ ＶｏｉｃｅＯｖｅｒでの操作解説
（ｉＯＳ 14．7 編）
」 品川博之 著 鹿児島視情セ
７位 「運がいい人の「話し方」
、運が悪い人の「しゃべり方」 話し方を変えるだけ
で幸運がやってくる！」 有川真由美 著 滋賀視障セ
8 位 「いつでもクロスワード」 ニコリ 編集

名古屋鶴舞

8 位 「北町奉行所前腰掛け茶屋 片時雨（かたしぐれ）」
吉田雄亮（ゆうすけ）著 島根西視情セ
10 位 「聖なる夜に降る雪は…（ハーレクイン・ロマンス）」
キャロル・モーティマー 作／佐藤利恵 訳

名古屋情文

《デイジー図書》
1 位 「同志少女よ、敵を撃て」 逢坂冬馬（あいさかとうま）著 熊本点図
たん か

2 位 「探花 隠蔽捜査 ９」 今野敏 著 日点図
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3 位 「あきない世傳金と銀 １２

出帆（しゅっぱん）篇」

高田郁（かおる）著 島根西視情セ
4 位 「アクトレス」 誉田哲也（ほんだてつや）著 熊本点図
5 位 「ママの仕事はデリヘル嬢」 長谷川華 著 千葉点図
6 位 「女のいない男たち」 村上春樹 著 日点図
7 位 「ブラックボックス」 砂川文次（すながわぶんじ）著

日点図

8 位 「傷痕のメッセージ」 知念実希人（ちねんみきと）著

小樽点図

9 位 「共謀捜査」 堂場瞬一 著 京ラ情ス
10 位 「異変ありや

くうや

空也十番勝負

６」 佐伯泰英 著 熊本点図

《テキストデイジー図書》
1 位 「秋篠宮家と小室家」 文藝春秋 編 日点図
2 位 「光る海

新・酔いどれ小籐次

２２」 佐伯泰英 著 島根西視情セ

3 位 「見えなくても使えるＰｉｘｅｌ（ピクセル）スマホ

ＴａｌｋＢａｃｋ（トー

クバック）での操作解説（Ａｎｄｒｏｉｄ １２編）
」 品川博之 著
鹿児島視情セ
4 位 「禁秘（きんひ）文学館 ４

情炎のしとね」

秘本叢書研究会 編 鹿児島視情セ
5 位 「見えなくても使えるｉＰｈｏｎｅ

ＶｏｉｃｅＯｖｅｒでの操作解説

（ｉＯＳ １４．７編）
」 品川博之 著

鹿児島視情セ

6 位 「燕は戻ってこない」 桐野夏生 著 京ラ情ス
7 位 「禁秘文学館

３

寝みだれ化粧」 秘本叢書研究会 編 鹿児島視情セ

8 位 「色事師刑事（いろごとしデカ）

歌舞伎町スキャンダル」

沢里裕二（さわさとゆうじ）著 京ラ情ス
9 位 「江戸の女性たちはどうしてましたか？

春画と性典物（せいてんぶつ）から

ジェンダー史をゆるゆる読み解く」 春画ール（しゅんがーる） 著 京ラ情ス
10 位 「肥満・糖尿病の人はなぜ新型コロナに弱いのか 「糖質過剰」症候群 ２」
清水泰行（やすゆき）著 視情報セぎふ
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２０２２年本屋大賞受賞作の紹介
4 月 6 日に 2022 年本屋大賞が発表されました。以下に図書のタイトルとサピエ
図書館上での製作状況をご紹介いたします。
◆本屋大賞受賞作
1 位 「同志少女よ、敵を撃て」 逢坂冬馬（あいさかとうま） 著 早川書房
点字図書製作中（11 月頃完成予定）、デイジー図書完成済
2 位 「赤と青とエスキース」 青山美智子 著

ＰＨＰ研究所

点字図書製作中（6 月頃完成予定）、デイジー図書完成済
3 位 「スモールワールズ」 一穂（いちほ）ミチ 著

講談社

点字図書、デイジー図書ともに完成済
4 位 「正欲（せいよく）
」 朝井リョウ 著 新潮社
点字図書、デイジー図書ともに完成済
5 位 「六人の嘘つきな大学生」 浅倉秋成（あきなり） 著

KADOKAWA

点字図書、デイジー図書ともに完成済
6 位 「夜（よる）が明ける」 西加奈子 著 新潮社
点字図書製作中（8 月頃完成予定）、デイジー図書完成済
7 位 「残月記」 小田雅久仁（まさくに） 著 双葉社
点字図書製作中（7 月頃完成予定）、デイジー図書完成済
8 位 「硝子の塔の殺人」 知念実希人（ちねんみきと） 著

実業之日本社

点字図書完成済、デイジー図書製作中（7 月頃完成予定）
9 位 「黒牢城（こくろうじょう）
」 米澤穂信（よねざわほのぶ） 著 KADOKAWA
点字図書デイジー図書ともに完成済
10 位 「星を掬（すく）う」 町田そのこ 著

中央公論新社

点字図書製作中（10 月頃完成予定）、デイジー図書完成済
◆翻訳小説部門受賞作
1 位 「三十の反撃」 ソン・ウォンピョン 著／矢島暁子（やじまあきこ）訳

祥伝社

点字図書製作中（11 月頃完成予定）、デイジー図書完成済
2 位 「自由研究には向かない殺人」 ホリー・ジャクソン 著／服部京子 訳
東京創元社 点字図書製作中（8 月頃完成予定）
、デイジー図書製作中（2023
年 1 月頃完成予定）
3位

「クララとお日さま」 カズオ・イシグロ 著／土屋政雄 訳 早川書房
点字図書、デイジー図書ともに完成済
31

新潟県視覚障害者情報センター 図書情報 2022 年 6 月号

新潟県視覚障害者情報センター 図書情報

にいがたアイサポート図書案内
（2022 年 6 月号）
発
行
新潟県視覚障害者福祉協会
新潟県視覚障害者情報センター
〒９50-0121
新潟市江南区亀田向陽 1-９-1 新潟ふれ愛プラザ
TEL 025-381-8111
FAX 025-381-8115

E-mail（代表）
ngt@ngt-shikaku.jp
E-mail（利用者専用）tosyo@ngt-shikaku.jp
URL http://ngt-shikaku.jp/
郵便振替 00510-5-９3600

32

