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新刊案内

■2013 年 10 月～2013 年 11 月登録の新刊をご紹介しています。
■図書のお申込みの際には、お名前をフルネームでお知らせください。
■「第 105 号の○番」というお申込みでも受付けができます。ご利用ください。
■デイジー図書をお聞きになるには専用機が必要です。
■点字・録音の各新刊情報の末尾には、サピエ図書館の新刊登録図書も、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。ご希望される方は、
当館までお申し込みください。
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文学 9 タイトル
１

良寛
コレクション日本歌人選 15
佐々木隆（ササキ，タカシ）著
和歌文学会（ワカ ブンガクカイ）監修

2冊

笠間書院（2011）■日本の歌の歴史に大きな足跡を残した代表的歌人の秀歌（しゅうか）を、
堪能できるように編んだアンソロジー。江戸時代の歌人・良寛の歌 50 首を掲載。良寛自身の
配列に従い、歌と歌の関連性に重点をおいて解説する。
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しゅうそうどうじん

２

秋 艸 道 人 会津八一美の彷徨
会津八一（アイズ，ヤイチ）
［著］
新潟市会津八一記念館（アイズ ヤイチ

キネンカン）編

2冊

新潟日報事業社（2012）■2011 年４月１日から１年間、新潟日報朝刊題字脇を飾った八一
の詩歌、言葉を一冊にまとめる。季節の移ろいとともに綴られる、味わい深い八一の世界をお
楽しみください。

３

富岡先生
国木田独歩（クニキダ，ドッポ）著 1 冊

新潮社（1970）■経歴が造った富岡先生と本来自然の富岡氏（うじ）──二個（ふたり）の
自分のせめぎ合いを、娘の縁談を通して描いた秀作。
たた

４

祟り火の一族
小島正樹（コジマ，マサキ）著

6冊

双葉社（2012）■（推理小説）包帯男に語り聞かせる怪談に興味をもった明爽子（あさこ）
は、刑事の浜中らを巻き込んで捜査に乗り出す。舞台となった廃鉱山では、連続殺人が起きて
いたと判明。解き明かされる真実から、火に祟られた一族の宿命が浮かび上がる…。

５

怪傑佐五平伝
後藤雄克（ゴトウ，タケカツ）著 5 冊

日本図書刊行会（2012）■（時代・歴史小説）77 歳の新人作家が描く、仙台藩士「三尺・
佐五平」の雄姿。これがはたして歴史小説と呼べるのか。型破りなエンターテイメント小説。

６

米百俵の真実
６日間で人々の心が変わった
月岡兎平（ツキオカ，トヘイ）著 1 冊

中経出版（2001）■（時代・歴史小説）今から百年と少し前、越後長岡藩で、米百俵を巡っ
て人間の欲望と、心の神様の葛藤があった。新潟県長岡市に今も伝わる実話を基にした小説。
どしょ

７

ぽね

土性っ骨 ・じゅんさい物語 花登筐長編選集
花登筐（ハナト，コバコ）著 8 冊

講談社（1972）■船場の呉服問屋の奉公人が、母への愛と持ち前の根性で、つらい境遇を生
き抜く様を描いた代表作「土佐っ骨」と、名作「じゅんさい物語」を収録した、待望の作品集。

８

爪と目
藤野可織（フジノ，カオリ）著

2冊

新潮社（2013）■（芥川賞受賞作）娘と継母。父。喪われた母。家族、には少し足りない集
団に横たわる嫌悪と快感を律動的な文体で描く、純文学的ホラー。表題作ほか全３編を収録。
『新潮』等の掲載をまとめて単行本化。
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９

空白の実験室 渡辺淳一メディカル・セレクション２
渡辺淳一（ワタナベ，ジュンイチ）著 4 冊

中央公論新社（2012）■１つの医局で、教授と助教授が立て続けに亡くなった。２人の死に
はある共通点があったのだが…。表題作ほか、
「血痕追跡」
「脳死人間」など、医療と男女の愛
憎を、比類のないリアリティをもって描き出す全５篇を収録。

哲学
10

１タイトル

ソクラテスの弁明
プラトン著／納富信留（ノウトミ，ノブル）訳

3冊

光文社（2012）■不敬神の罪で告発されたソクラテス。ソクラテスが一人称で語る法廷弁論
の形式で、彼の裁判、そして生と死の真実を「哲学」として後世に伝える。新訳。

超常現象
11

１タイトル

本当にあった怖い話
テレビ朝日（テレビ

第１集
アサヒ）編 4 冊

二見書房（1992）■「予知」「幽体離脱」「奇妙な事件」「霊視」「不気味な体験」等、テレビ
朝日〈本当にあった怖い話〉に全国から寄せられた 1500 通にのぼる奇怪な体験手記から、
とくに興味深い不思議な事件を収録。

伝記
12

１タイトル

角栄になれなかった男小沢一郎全研究
松田賢弥（マツダ，ケンヤ）著 5 冊

講談社（2011）■地元・岩手の被災地すら見捨てた許されざる冷血。この男に日本の未来を
委ねることができるのか。「小沢神話」に終止符を打つ画期的政治ノンフィクション。元秘書
の告白も収録する。

経済
13

２タイトル

日本経済のほんとうの見方、考え方
円の実力は１ドル＝110 円
永浜利広（ナガハマ，トシヒロ）著 3 冊

ＰＨＰ研究所（2011）■日本経済の地盤沈下が止まらない！「超一流」を自任した日本経済
をここまで落とした政府・日銀の失敗とは？いままた繰り返されようとしている勘違いとは？
気鋭のエコノミストが、日本が立ち直る「道」を提唱する。

14

金融商品なんでも百科 平成 23・24 年用
伊藤宏一（イトウ，コウイチ）監修 7 冊

金融広報中央委員会（2010）■金融機関が取り扱う主な金融商品の選び方のポイント、特徴、
リスクなどについて、中立・公正な立場からわかりやすく解説。金融に関する相談窓口も紹介。
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動物
15

16

２タイトル

ファーブル昆虫記 完訳 第３巻・上
ジャン＝アンリ・ファーブル著
奥本大三郎（オクモト，ダイサブロウ）訳
ファーブル昆虫記 完訳 第３巻・下
ジャン＝アンリ・ファーブル著
奥本大三郎（オクモト，ダイサブロウ）訳

7冊

7冊

集英社（2006）■寄生するハチは、本当に略奪者なのか？ハチは産む卵の性をなぜ知ってい
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、難解とされてきた
ファーブルの世界を完訳。

医学・健康
17

２タイトル

医者は病気をどう推理するか
総合診療医ドクターＧ
ＮＨＫ「総合診療医ドクターＧ」制作班（NHK
シンリョウイ

ドクター

ジー

G

ソウゴウ

セイサクハン）編

3冊

幻冬舎（2012）■人間の体を部分ではなく、ひとつのつながりあるものとしてとらえ、わず
かな徴候を手がかりに病名を探り当てる「総合診療医」。人気ドクター７人が 14 のケースを
徹底究明する。ＮＨＫ ＢＳｈｉ（ビーエスハイ）放送内容をもとに単行本化。

18

救命救急フライトドクター
攻めの医療で命を救え！
岩貞るみこ（イワサダ，ルミコ）著 3 冊

講談社（2011）■阪神淡路大震災のとき、日本にドクターヘリはなかった。そして、東日本
大震災－巨額の費用がかかるドクターヘリはなぜ必要なのか。日本医科大学千葉北総病院で３
年間取材を続けてきた著者による、渾身のノンフィクション。

白書
19

１タイトル

厚生労働白書 平成２４年版
社会保障を考える
厚生労働省（コウセイ ロウドウショウ）編 8 冊

日経印刷（2012）■日本の社会保障の目的や機能、日本の社会と社会保障の現状、これから
の課題等について、わかりやすく解説する。墨字の第１部のみ点訳。

お酒・食品

２タイトル

らいさん

20

発酵食品礼 讃
小泉武夫（コイズミ，タケオ）著 4 冊

文芸春秋（1999）■バター、チーズ、納豆、鰹節から火腿（ハム）、野鳥の塩辛、珍酒まで。
世界各地で伝承されてきた食生活にひそむ「発酵」というステキな智慧。
4
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よしだるい

21

吉田類の酒場放浪記
吉田慎治（ヨシダ，シンジ）取材執筆・撮影
吉田類（ヨシダ，ルイ）俳句・イラスト 2 冊

ＴＢＳサービス（2009）■イラストレーター吉田類の飲みっぷりと下町の人情に、忘れかけ
ていた心のふるさとが垣間見える…。東京の下町を中心に「大人がひとりでぶらっと立ち寄れ
る」居酒屋を、お品書きとともに紹介。ＢＳ-ＴＢＳの人気番組を書籍化。

鉄道
22

１タイトル

鉄道楽しすぎる大雑学
マニアやファンならずともたちまち興奮まちがいなしの“特急”ネタが
ぎっしり！！
慶応義塾大学鉄道研究会（ケイオウ ギジュク ダイガク テツドウ
ケンキュウカイ）著 3 冊

河出書房新社（2011）■鉄道のマニアやファンならずともたちまち興奮まちがいなしの、路
線、鉄たび、駅、車両、鉄道員などにまつわるネタがぎっしり！思わず使いたくなるお得な鉄
道利用術や、ふだんの鉄道生活を楽しく過ごすための知恵なども紹介。

歌謡曲
23

１タイトル

創られた「日本の心」神話 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史
輪島裕介（ワジマ，ユウスケ）著 5 冊

光文社（2010）■自由民権運動の中で現れた「演歌」が、1960 年代後半に復興し、日本の
文化とみなされるようになった過程と意味を論じる。第 33 回サントリー学芸賞〈芸術・文学
部門〉、２０１１年度国際ポピュラー音楽学会賞〈非英語部門〉受賞。

スポーツ
24

１タイトル

大相撲行司の世界
根間弘海（ネマ，ヒロミ）著

3冊

吉川弘文館（2011）■国技大相撲を司り、神事と結びつける役割を果たす行司。その起源・
歴史から、土俵上の所作、装束、位階や名前、土俵外の裏方の仕事まで、一般にはあまり知ら
れていない興味ある話題が満載。

英語
25

１タイトル

Pippi Longstocking
（英語点字２級）
Astrid Lindgren 著 2 冊

Puffin Books（2005）■自由奔放・奇想天外・荒唐無稽な女の子、ピッピのおはなし「長
くつ下のピッピ」を原文でお届けします。
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点字児童図書
26

７タイトル

おーいぽぽんた 声で読む日本の詩歌 166
茨木のり子（イバラギ，ノリコ）
，大岡信（オオオカ，マコト）
，川崎洋
（カワサキ，ヒロシ）ほか選 3 冊

福音館書店（2001）■小学生に暗唱してほしい詩と短歌と俳句 166 編を収載。茨木のり子、
大岡信、川崎洋、岸田衿子、谷川俊太郎ら５人の詩人が、万葉集から現代詩まで心をこめて選
ぶ。繰り返し声に出して読み、好きな詩から覚えてください。小学低学年から。

27

あさきゆめみし５ 源氏物語
大和和紀（ヤマト，ワキ）原作・絵
時海結以（トキウミ，ユイ）文 3 冊

講談社（2008）■この世の栄華をきわめた光源氏。あとは愛する紫の上とふたりで、しあわ
せな日々を送ろうとしていた。そんな源氏のもとへとどいた、ある姫君との縁談話。とうぜん
断ろうとした源氏だったが、亡き初恋の人の面影をもとめる源氏に、ふたたび魔の手が忍びよ
る。1000 年を超えてなお輝きを失わない、光源氏の波乱万丈の物語、ついに最終章へ―！

28

楽しいスケート遠足
ヒルダ・ファン・ストックム作・絵
ふなとよし子（フナト，ヨシコ）訳 ２冊

福音館書店（2009）■オランダの真冬。凍りついた運河をつたって、16 人の子どもたちと
担任の先生がスケート遠足に出かけます。きらきらした光と風の中、どんなできごとが待って
いるのでしょう？小学中学年から。

29

ピーティ
ベン・マイケルセン作／千葉茂樹（チバ，シゲキ）訳 ４冊

鈴木出版（2010）■生まれながらに脳性まひがあったため、周囲から知的障害と誤解され、
人生のほとんどを施設ですごすことになってしまったピーティ。過酷な生活のなかでも豊かな
心を失わず、ひとつひとつの出逢い、目にするもの、耳にするものによろこびとおどろきを味
わい、自分の人生を生ききったピーティの、光あふれる物語。小学高学年～中学生。

30

クロティの秘密の日記
パトリシア・Ｃ・マキサック作／宮木陽子（ミヤギ，ヨウコ）訳

３冊

くもん出版（2010）■奴隷が文字を覚えちゃいけないって、白人が決めつけるのはなんで？
禁じられていた読み書きを覚えてしまった奴隷の少女クロティ。「あたしはもっともっと、文
字を覚えたい。自由とは何か、知りたいんだ！」やがてクロティたちの住むベルモント農園に、
「汽車鉄道」と呼ばれる、奴隷をカナダへ逃がす白人たちがやってきて･･･。小学高学年から。
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31

氷の上のボーツマン
ベンノー・プルードラ作／上田真而子（ウエダ，マニコ）訳

１冊

岩波書店（2009）■タグボートで飼われている犬のボーツマンと子どもたちの冒険。あちこ
ちに流氷がただよう冬の港。二人の男の子ウーヴェとヨッヘン、幼い女の子カトリンは、船長
の子犬ボーツマンを連れ出して、アシのしげった氷の原っぱを走りまわります。とつぜん、足
もとの氷が割れ、ボーツマンをのせた氷が流れていってしまいます！小学２・３年生から。

32

十五少年漂流記
ジュール・ベルヌ作／谷真介（タニ，シンスケ）文 1 冊

ポプラ社（1994）■少年ばかり 15 人を乗せた船が、嵐の中の大海原を漂流していた。少年
たちは勇気をふりしぼり、波と戦い、ある島にたどりつく。小学中学年から。

１０月～１１月
点字図書
33

サピエ図書館の新刊点字図書

10 タイトル

真実の近現代史 田原総一郎の仰天歴史塾
田原総一朗（タハラ，ソウイチロウ）著
テレビ東京（テレビ トウキョウ）編
4冊

神奈川ラ：製作

幻冬舎（2013）■領土問題の真実、政治経済の弱体化など、すべての根源は戦前戦後の歴史
観の欠乏にあった！近現代史の、特に曖昧にされている箇所をわかりやすく説く。

34
6

５０円のコスト削減と１００円の値上げでは、どちらが儲かるか？
読むだけで「儲かる会社の秘訣」がわかる本！
林総著（ハヤシ，アツム）著
3冊
とちぎ視情セ：製作

ダイヤモンド社（2012）■なぜ、赤字が止まらないのか？ どうすれば儲かる会社に変われ
るのか？ 儲かる会社になるための会計と経営の基本を、女子大生が赤字のファミレスを立て
直すビジネスストーリーを通して解説する。

35

視覚障害あん摩マッサージ指圧師のための
「訪問マッサージマニュアル」 業務編・施術編
特定非営利活動法人つくし会（トクテイ ヒエイリ カツドウ
ホウジン ツクシカイ）編 白畠庸（シラハタ，イサオ）監修
各２冊
京ラ情ス：製作

特定非営利活動法人つくし会（2012）■「つくし会」がこれまで行ってきた訪問マッサージ
の事業内容を「施術編」と「業務編」にまとめたもの。訪問マッサージに取り組もうとしてい
る施術者はもちろん、すでに取り組んでおられる施術者にも参考にしていただける本です。
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36

第九 ベートーヴェン最大の交響曲の神話
中川右介（ナカガワ，ユウスケ）著
４冊

大阪盲福セ：製作

幻冬舎（2011）■クラシック音楽において「第九」といえば、ブルックナーでもマーラーで
もなく「ベートーヴェン」の交響曲第九番のこと。初演当時は人気のなかったこの異質で巨大
な作品が「人類の遺産」となった謎を追う。

37

最果てアーケード
小川洋子（オガワ，ヨウコ）著

3冊

島根ラ：製作

講談社（2012）■そこは愛するものを失った人々が、想い出を買いにくるお店。天井は低く、
奥行きは限られ、ショーウインドーは箱庭ほどのスペースしかない。切なくも美しい記憶のか
けらの物語。

38

グランドマンション
折原一（オリハラ，イチ）著

７冊 名古屋ラ盲：製作

光文社（2013）■（推理小説）騒音問題、住居侵入、ストーカー…。アクの強い住人たちが
次々に問題を引き起こす「グランドマンション一番館」を舞台に、著者ならではの奇想が炸裂
するミステリー連作集。

39

きみ去りしのち
重松清（シゲマツ，キヨシ）著

６冊

神奈川ラ：製作

3
文芸春秋（2010）■息子は１歳の誕生日をむかえたばかりで眠るように死んだ…。幼い息子
を喪った父と、「その日」を前にした母に寄り添う少女。生と死がこだまする、ふたりの巡礼
の旅。再生への祈りをこめた長編小説です。
40

いちばん長い夜に
乃南アサ（ノナミ，アサ）著

6冊

島根ラ：製作

新潮社（2013）■刑務所で知合った二人の女は、下町で隠れるように暮してきた。しかし、
あの震災によって、二人の人生に、大きな変化が訪れる…。

41

東京家族
山田洋次（ヤマダ，ヨウジ）
、平松恵美子（ヒラマツ，エミコ）原案
白石まみ（シライシ，マミ）作
3冊
三重視障セ：製作

講談社（2012）■瀬戸内海の小島で暮らす、平山周吉と妻のとみこは、久しぶりに３人の子
供たちに会うために東京へやってきた。最初は年老いた両親を気遣う子供たちだったが、少し
ずつ溝ができていく…。2013 年１月に公開された話題映画のノベライズです。

42

ベスト・エッセイ ２０１３
日本文芸家協会（ニホン ブンゲイカ
4冊
奈良視福セ：製作

みつむら

キョウカイ）編

光村図書出版（2013）■文章の香気と、人生の滋味を、よくよく味わうべし…。池澤夏樹、
小川洋子、三浦しをん、三木卓ら、一流文筆家の名文を収録。
8
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録音図書新刊 51 タイトル
文学 20 タイトル
43

海の声 歌集
橋爪修子（ハシヅメ，シュウコ）著 デイジー

2 時間 37 分

柊書房（2013）■（短歌）児童たちと過ごしたときも、主婦として母として生きるときも、
立ちどまって懐かしい海の声を聴いてきた。著者の心からの 469 首です。

44

ロスジェネの逆襲
池井戸潤（イケイド，ジュン）著

デイジー

10 時間 14 分

ダイヤモンド社（2012）■子会社に飛ばされた主人公・半沢直樹。親会社から受けた圧力や
嫌がらせは、知恵と勇気で「倍返し」。世代を超えた男たちの戦いが、今始まる！「オレたち
バブル入行組」、「オレたち花のバブル組」に続く、半沢直樹シリーズの最新作です。
しじゅうはっさい

45

四十八歳の抵抗
石川達三（イシカワ，タツゾウ）著 デイジー

9 時間 54 分

新潮社（1958）■結婚適齢期の娘を持ち、定年間近の西村耕太郎（こうたろう）は、平凡な
生活に飽き、衰えゆく肉体への焦りから、酒場の少女との恋に人生最後の冒険を始める。

46

岳飛伝 6 転遠の章
北方謙三（キタカタ，ケンゾウ）著 デイジー

10 時間 12 分

集英社（2013）■独立軍閥を貫きたい岳飛、彼を南宋の軍の柱にしたい秦桧（しんかい）。
対立が決定的になり、監禁された岳飛の処断が近づく中、梁山泊（りょうざんぱく）が救出に
向けて動き出していた…。
ちゃ ば

47

茶葉 交代寄合伊那衆異聞 19
佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）
［著］

デイジー

8 時間 2 分

講談社（2013）■（時代・歴史小説）悠久の長江をヘダ号の仲間と遡る座光寺藤之助。茶葉
を巡る英清両国の対立は激しく、芳醇な香りの裏に、秘伝を狙う密偵の暗躍（あんやく）があ
った。帆船は交易品を満載し、バタビアを出港、帰途に就く。

48

未決 吉原裏同心 19
佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー

7 時間 53 分

光文社（2013）■（時代・歴史小説）吉原で近頃人気の中籬に脅迫文が投げ込まれた。相談
を受けた吉原会所の神守幹次郎らが調べ始めたところ、その前に刺客・夜嵐の参次が現れた。

49

ファミレス
重松清（シゲマツ，キヨシ）著

デイジー

15 時間 56 分

日本経済新聞出版社（2013）■料理は「優しさ」が大切。夫婦、親子、家族、友人。誰かの
「おいしい顔」が見たくてかける時間や手間、流した汗や涙が、本当の美味しさにつながって
いく。重松清による新しい「震災後の物語」。
9
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50

覇権大戦１９４５ バイカル奇襲作戦
高貫布士（タカヌキ，ノブヒト）著 デイジー

9 時間 18 分

学研（2007）■シベリア第一方面軍の司令官、山下奉文大将は、イルクーツク攻略にあたり、
参謀長を派遣してマッカーサーに作戦を説明させた。その結果、極東空軍が出撃。スターリン
は、全部隊をバイカル湖南部へ集結させる－。
おうざん

51

桜斬の刻（とき）
津本陽（ツモト，ヨウ）著 デイジー

8 時間 32 分

双葉社（2011）■（時代・歴史小説）巌流（がんりゅう）の宿敵、根岸矢柄を倒した柳生兵
介（兵庫助）は叔父の宗矩（むねのり）と京都で再会。小太刀の達人、富田越後に会いに加賀
へ向かうという兵介に、宗矩は前田家が独占する越中五箇山の煙硝産出量を探るよう命じる。
事が露見したら抹殺必死の過酷な任務。はたして兵介一行は生きて加賀を出られるのか。白熱
の長編時代小説第三弾。
オ

52

ー

バ

ー

ジ

エ

ッ

ジ

ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｅｄｇｅ
堂場瞬一（ドウバ，シュンイチ）著

デイジー

13 時間 44 分

早川書房（2012）■（推理小説）ＮＹ市警のブラウンは、失踪した旧友を探すため日本を訪
れるが、その直後、何者かに襲われ、危ういところを日本人探偵に助けられる。反発し合いな
がらも即席コンビを組んだ２人に、敵の魔の手が迫る。

53

祈りの幕が下りる時
東野圭吾（ヒガシノ，ケイゴ）著

デイジー

12 時間 28 分

講談社（2013）■（推理小説）夢見た舞台を実現させた女性演出家。彼女を訪ねた幼なじみ
が、数日後、遺体となって発見された。数々の人生が絡み合う謎に、捜査は混迷を極める。極
限まで追いつめられた時、人は何を思うのか？人気作家・東野圭吾の最新長編です。

54

爪と目
藤野可織（フジノ，カオリ）著

デイジー

3 時間 45 分

新潮社（2013）■（芥川賞）娘と継母。父。喪われた母。家族というには、少し足りない集
団に横たわる嫌悪と快感を律動的な文体で描く、最新の芥川賞作品。表題作ほか全３編を収録。
まさ

55

げん

政と源
三浦しをん（ミウラ，シヲン）著

デイジー

6 時間 55 分

集英社（2013）■職人の源二郎と元銀行員の国政は、ふたり合わせて 146 歳の幼なじみ。
弟子と賑やかな生活をおくる源二郎と、男やもめの国政を中心にまき起こる、人情味豊かで、
心温まる事件の数々。下町を舞台に繰り広げられる人情物語です。

56

女の森で
水上勉（ミナカミ，ツトム）著

デイジー

11 時間 10 分

サンケイ新聞社出版局（1971）■女ばかりの町、祇園。浮き沈みする芸妓たちの姿は、まる
で「女の森」のよう。現代の祇園に息づく、さまざまな女たちの姿を描く長編小説です。

録音
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57

小説天空の城ラピュタ 前編
宮崎駿（ミヤザキ，ハヤオ）原作・絵
亀岡修（カメオカ，オサム）文
デイジー

3 時間 17 分

徳間書店（1986）■少年パズーの住む街に、青く輝く「飛行石」のペンダントを身につけた
少女シータが舞い降りてくる…。宮崎アニメの人気作品をノベライズ。
ふ た り しずか

58

二人 静
盛田隆二（モリタ，リュウジ）著 デイジー

18 時間 2 分

光文社（2010）■３３歳の、同い年の男女が出会った。男は未婚で、認知症の父親の世話を
している。女は、場面かん黙症の娘との２人暮らし。男女はそれぞれに、恋人の自殺や元夫の
暴力などの暗い事情も抱えていて…。
すいこでん

59

水滸伝 上巻
施耐庵（シ，タイアン）著 駒田信二（コマダ，シンジ）訳
デイジー 32 時間 29 分

平凡社（1962）■道教の大本山に、太古の昔から封じこめられていた妖魔が解き放たれ、
下界におりて国を揺るがしはじめる。
「中国四大奇書（しだいきしょ）」に数えられる長編伝奇
小説です。

60

61

アンの想い出の日々 上巻 赤毛のアン・シリーズ 11
モンゴメリ著
村岡美枝（ムラオカ，ミエ）訳
デイジー 11 時間 32 分
アンの想い出の日々 下巻 赤毛のアン・シリーズ 11
モンゴメリ著
村岡美枝（ムラオカ，ミエ）訳
デイジー 12 時間

新潮社（2012）■これまで本国カナダでも部分的にしか刊行されなかったシリーズ最終巻を
復元。15 の短編小説と、41 の詩と、詩を巡る家族の会話からなる完全版を邦訳。上巻には、
「フィールド家の幽霊」「夢叶う」、下巻には「仲直り」「花嫁がやって来た」などを収録。

62

ターザンの復讐 ターザン・ブックス 2
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

11 時間 19 分

早川書房（1971）■（ＳＦ）文明の光を求め、ジャングルを後にしたターザン。国際スパイ
事件に巻き込まれ、アルジェリアに渡った彼を待ち受けていたものとは…。シリーズ第２作。

11
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叢書

１タイトル

こうとくしゅうすい

63

幸徳 秋 水 日本の名著 44
伊藤整（イトウ，セイ）責任編集

デイジー

28 時間 57 分

中央公論社（1984）■中江兆民の後を継ぎ、日本の初期社会主義のリーダーとなって明治時
代に活躍し、権力によるでっち上げの大逆事件（たいぎゃくじけん）により刑死した幸徳秋水。
彼の遺志は堺利彦（さかいとしひこ）、荒畑寒村（あらはたかんそん）、大杉栄（おおすぎさか
え）などに受け継がれ、初期共産主義やアナキズム等へ発展していった。

個人伝記

２タイトル
よねやまけんぎょう

64

評伝 銀のつえ 米山 検 校 をさがして
徳間佳信（トクマ，ヨシノブ）著 デイジー

6 時間 40 分

柏崎インサツ（2012）■米山検校は柏崎市出身で、江戸時代末期の武士で明治初期の政治家・
勝海舟の曽祖父にあたります。検校をめぐって多くの誤伝が流布される中で、真の姿を探そう
と研究を重ねた渾身の著作。
うえすぎかげかつ

65

上杉景勝
児玉彰三郎（コダマ，ショウザブロウ）著
児玉彰三郎氏遺著刊行会（コダマ ショウザブロウ
カンコウカイ）編
デイジー 8 時間 38 分

シ イチョ

ブレインキャスト（2010）■謙信の死、御館の乱、上洛、会津転封、関ケ原、大坂の陣…。
剛直寡黙な戦国武将・上杉景勝の生涯を、緻密で平明な筆致で綴る伝記研究の決定版。歴史学
者であった著者の交通事故死によって埋もれた悲運の名著。

政治・社会
66

6 タイトル

新保守革命
渡辺美智雄（ワタナベ，ミチオ）
，柿澤弘治（カキザワ，コウジ）
，
伊吹文明（イブキ，ブンメイ）著 デイジー 8 時間 7 分

ネスコ（1994）■自民党解党の覚悟を胸に秘めた保守二党論など、現在の混乱、不況から日
本を救うために、二十一世紀に向けてなすべき政策、国家ビジョンをミッチーが具体的に提言
する。
いけがみあきら

67

にっぽん

週刊 池上 彰 と学ぶ日本の総理
デイジー 3 時間 5 分

ひらぬま き いちろう

あ

べ のぶゆき

よ な い みつまさ

平沼騏一郎・阿部信行・米内光政

小学館（2012）■わかりやすいニュース解説で定評のある池上彰氏を案内役に迎え、日本の
歴代総理について考察し、この国の歩みをあらためて見つめ直すことを目指す新たな試み。本
書では「平沼騏一郎」（第３５代総理）、「阿部信行」（第３６代総理）、「米内光政」（第３７代
総理）の３氏について考察されています。

録音
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にほん

68

小沢でなければ日本は滅ぶ 「政治の悪霊」と戦い続ける男
平野貞夫（ヒラノ，サダオ）著 デイジー 10 時間 51 分

イースト・プレス（2012）■小沢一郎がどのような人生を送り、何を考え、そして今、来た
る政界再編へどう動こうとしているのか…。「小沢一郎の知恵袋」と呼ばれた著者が、政治家
として、また人間としての小沢一郎の“実像”と政界戦略を明らかにする。

69

オレたち消防団！ 地域を守る心優しき人々に捧ぐ
藤田市男（フジタ，イチオ）著 デイジー 3 時間 13 分

新潟日報事業社（2012）■消防団とは何なのか、団員は日々どんな活動を、どんな気持ちで
行っているのか、災害がおこったら何をするのかなど、地元消防団に所属する新潟在住エッセ
イストの著者が、消防団をさまざまな角度から紹介した一冊。

70

裁かれた命 死刑囚から届いた手紙
堀川惠子（ホリカワ，ケイコ）著 デイジー

10 時間 43 分

講談社（2011）■1966 年に強盗殺人事件を起こした男は、裁判で、さしたる弁明もせず、
その５年後に死刑が執行された。彼が遺した手紙からその人生を辿り、命の重みを受け止めよ
うとしなかった司法の現実を明らかにする。
にほん

71

クオリティ国家という戦略 これが日本の生きる道
大前研一（オオマエ，ケンイチ）著 デイジー 5 時間 48 分

小学館（2013）■巨大経済を誇る「ボリューム国家」に日本が対抗する方法は、小国でも高
い国際競争力を持つ「クオリティ国家」になること。２１世紀を勝ち抜くために必要な、クオ
リティ国家の実例を研究し、日本が進むべき進路を提示する。

国際社会
72

１タイトル

海外生活の達人たち 世界４０か国の人と暮らし
斎藤志緒理（サイトウ，シオリ）著
インテック・ジャパン監修 デイジー 7 時間 42 分

国書刊行会（2012）■微笑みの国タイ、多彩な人種・文化が融合するオーストリア、自国の
文化に強い誇りを持つトルコ…。世界４０か国を取り上げ、長期間滞在した日本人や出身外国
人から聞いた、国民性、人々の価値観、暮らしの知恵などを紹介する。

福祉
73

４タイトル

知ってほしい障害年金のはなし
もらえるはずなのに気づかずにいませんか？
佐々木久美子（ササキ，クミコ）著 デイジー

9 時間 37 分

日本法令（2012）■がん、糖尿病、うつ病、パーキンソン病などにかかり、障害年金を受け
取れるのに請求できずにいる人やその家族・専門家のために、障害年金の仕組みや請求方法を
基礎から解説する。著者の障害年金に対する思いや事例も収録。
13

録音

メールにいがた第 105 号（2013 年 12 月号）別冊

ゆうほどう

74

語り継ぐ未来への友歩動
創刊号 災害からのメッセージ
社会福祉法人日本盲人会連合（シャカイ フクシ ホウジン ニホン
モウジンカイ レンゴウ）著／東北盲人会連合東日本大震災視覚障害者
復興支援プロジェクト実行委員会（トウホク モウジンカイ レンゴウ
ヒガシ ニホン ダイシンサイ シカク ショウガイシャ フッコウ
シエン プロジェクト ジッコウ イインカイ）編
デイジー 1 時間 21 分

日本盲人会連合（2013）■東日本大震災が発生し、多くの視覚障害者が命を奪われ、自宅を
失い、被災生活を余儀なくされています。被災した視覚障害者の避難所などでの生活は、障害
ゆえに多くの困難を抱えています。これまでに起きた様々な大災害を検証しながら、東日本大
震災を中心とする視覚障害者の貴重な生の体験談を掲載し、これからの視覚障害者／障害者の
防災・減災の地域社会システムの構築のあり方を、共に考えるための資料です。

75

輝いて生きる
こころの通う〈対話法〉 素晴らしい出会いをありがとう
浅野良雄（アサノ，ヨシオ） 妹尾信孝（セオ，ノブタカ）著
デイジー 7 時間 2 分

文芸社（2000）■傷つけあうこと、相手のこころが分からないでいることは自分だけでなく、
相手も、周りをも不幸にします。こころを豊かに生きるために、社会へ伝えたいメッセージや
こころの記録を綴ります。

76

みんなで知っ得「助かる」
「助ける」
視覚障害者のための防災対策マニュアル 増補版
日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会（ニホン モウジン
シャカイ フクシ シセツ キョウギカイ ジョウホウ サービス
ブカイ）発行 デイジー 3 時間 57 分

日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会（2012）■視覚障害者と健常者の双方に役立
つ防災対策マニュアル。視覚障害者が普段心がけておくことや、障害者ニーズを取り入れた避
難所や仮設住宅などを紹介する。東日本大震災や新燃岳の噴火で得た教訓を加筆した増補版。

教育
77

２タイトル

生きる 5 改訂版 同和教育副読本 高等学校用
新潟県同和教育研究協議会（ニイガタケン ドウワ キョウイク
ケンキュウ キョウギカイ）編集 デイジー 5 時間 34 分

新潟県同和教育研究協議会（2012）■部落差別をはじめ、様々な差別を学ぶことを通して、
人間にとっての正しい生き方を考える一冊。

録音
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78

発達障害の子を育てる本 イラスト版
中邑賢竜（ナカムラ，ケンリュウ）、
近藤武夫（コンドウ，タケオ）監修 デイジー

3 時間 47 分

講談社（2012）■ケータイ、パソコン、音声読み上げソフト、デジタルノート、ボイスレコ
ーダー。読み書きや記憶、集中に困難がある発達障害の子の進学・就労をサポートする、すぐ
に使えて一生役立つ支援ツールの徹底活用法を紹介する一冊。

地域の伝統
79

１タイトル

４７都道府県・伝統行事百科
神崎宣武（カンザキ，ノリタケ）著 デイジー

19 時間 20 分

丸善出版（2012）■各都道府県ごとに、主要な伝統行事の内容・歴史的背景・伝統行事食に
ついて、第一人者がわかりやすく解説。資料「月別・全国の主なまつり」、利便性の高い「行
事・祭礼・芸能索引」「伝統行事食索引」も収録する。

数学

１タイトル
わ さん か

80

江戸の天才数学者 世界を驚かせた和算家たち
鳴海風（ナルミ，フウ）著 デイジー 6 時間 20 分

新潮社（2012）■鎖国下の江戸時代、日本独自の数学文化「和算」が華ひらく。「改暦」に
挑んだ渋川春海、「算聖」と崇められた関孝和をはじめ、個性豊かな８人の天才和算家の熱き
生涯から、江戸流イノベーションの謎に迫る。

医学・健康
81

７タイトル

このツボが効く先人に学ぶ７５名穴 改訂第２版
谷田伸治（タニタ，ノブハル）著
デイジー 17 時間 16 分

アルテミシア（2011）■遥か古の名医たちはどのツボを使ってどんな病気を治したのだろ
う？主要７５穴について、中国や日本で著された古典をはじめとした書物から、その有効疾患
と治療法をわかりやすくまとめ、知識としてだけでなく、実際の臨床にも活用できる１冊。

82

整形外科医が教える元気な体の作り方 自己管理で寝たきり予防
伊藤邦成（イトウ，クニナリ）著 デイジー 3 時間 31 分

幻冬舎メディアコンサルティング（2012）■痛みなどの症状が発生・進行するのは、老化だ
けのせいではなく、そこにプラスアルファの要因があるからです。腰・膝などの部位別に痛み
の要因を解説し、元気な体作りのための正しい運動やストレッチの方法を指導する一冊。

83

封印された「放射能」の恐怖 フクシマ事故で何人がガンになるのか
クリス・バズビー著 飯塚真紀子（イイズカ，マキコ）訳
デイジー 10 時間 54 分

講談社（2012）■福島第一原発から放出される放射性物質の総量は、チェルノブイリの２倍
以上。東京圏への健康被害は計り知れない…。欧州放射線リスク委員会（ＥＣＲＲ）の科学事
務局長が綴る、福島第一原発事故の本当の被害予測。
15

録音

メールにいがた第 105 号（2013 年 12 月号）別冊

84

ひどい便秘の治し方 イラスト版
松生恒夫（マツイケ，ツネオ）監修 デイジー

4 時間 32 分

講談社（2011）■女性のおよそ２割がひどい便秘に悩んでいる！専門医が便秘の基礎知識と
治療法、そして腸を健康に保つための生活術をわかりやすく解説します。便秘度がわかる５つ
のチェックリスト付き。

85

高次脳機能障害のリハビリがわかる本 イラスト版
橋本圭司（ハシモト，ケイジ）監修 デイジー 4 時間 8 分

講談社（2012）■忘れっぽい、やる気がない、怒りっぽい、疲れやすい…。脳損傷後に現れ
る後遺症にどう対応するか。高次脳機能障害改善のために知っておくべきリハビリテーション
の実際を、豊富なイラストをまじえて解説する。

86

適応障害のことがよくわかる本 イラスト版
貝谷久宣（カイヤ，ヒサノブ）監修 デイジー

5 時間 6 分

講談社（2012）■原因ストレスが消えれば、半年以内に症状も消える！うつ病やＰＴＳＤと
の違い、原因や診断、タイプ別症状、治療法を徹底図解。こころの病気のひとつである適応障
害がまるごとわかる。

87

命をつなぐ麻酔のことがわかる本
弓削孟文（ユゲ，オサフミ）監修

イラスト版
デイジー 4 時間 18 分

講談社（2011）■麻酔の基礎や麻酔中の全身管理を中心に、麻酔に関する正しい知識をイラ
ストや写真を使って解説。手術をする前に知っておきたいリスクと問題点も説明する。

料理・家庭
88

２タイトル

本当に作りやすいおうちスイーツ 手順が写真でよくわかる
小黒きみえ（オグロ，キミエ）
［著］ デイジー 3 時間 21 分

オレンジページ（2012）■あこがれのお菓子を手軽に、おうちで作ってみませんか？ロール
ケーキやチーズケーキといった定番のスイーツをはじめ、焼き菓子、ひんやりデザートなどの
レシピもご紹介します。

89

５０歳をすぎたら家の整理を始めなさい
近藤典子（コンドウ，ノリコ）著 デイジー

3 時間 59 分

ポプラ社（2012）■５０代は、新しい人生が始まる時代。好きなものや必要なものだけに囲
まれて生き生きと暮らすために、家の整理を始めましょう！とっておきの時間を楽しむための
暮らしの知恵を紹介する。お試しＤＩＹ家具のつくり方も収録。

録音
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動物
90

１タイトル

殺処分ゼロ 先駆者・熊本市動物愛護センターの軌跡
藤崎童士（フジサキ，ドウシ）著 デイジー 7 時間 58 分

さんごかん

三五館（2011）■犬の生存率 92％、殺処分３％という驚異的な数字を打ち出し、業界内外
で注目を集めている熊本市動物愛護センター。見捨てられたペットの「命」を救うために闘う
行政マンたちの人間ドラマに迫る。

スポーツ
91

１タイトル

夢への努力は今しかない！ 全盲の金メダリストからの伝言
河合純一（カワイ，ジュンイチ）著 デイジー 4 時間 42 分

しんぷうしゃ

新風舎（2004）■（視覚障害者の著作）前例がない中、全盲で公立中学校の教壇に立ち続け、
パラリンピック（水泳）で 5 つの金メダルを獲得した著者が、自身の体験をもとに、夢に向か
ってどのように行動をしていくべきかについて語った一冊。

録音児童図書
92

２タイトル

シノダ！ 6 キツネたちの宮へ
富安陽子（トミヤス，ヨウコ）著
大庭賢哉（オオバ，ケンヤ）絵
デイジー

6 時間 15 分

偕成社（2012）■信田一家が、ドライブの途中、なぜか道にまよってたどりついたのは、婚
礼まっただ中のキツネたちの山。どうやら何者かが一家を山におびきよせたらしい。正体を隠
して、無事にピンチを乗り切れるのか？

93

かいけつゾロリのメカメカ大さくせん
原ゆたか（ハラ，ユタカ）さく・え
デイジー

1 時間 37 分

ポプラ社（2012）■お菓子のお城が欲しくてたまらないゾロリは、メカ力士を作って悪知恵
で大もうけを企む社長・ブルルと対決することに…。

17
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１０月～１１月
デイジー図書
94

サピエ図書館の新刊図書

10 タイトル

社会を変えるには
小熊英二（オグマ，エイジ）著
周南視障図：製作

デイジー

12 時間 59 分

講談社（2012）■社会を変えるとは、いったい、どういうことなのでしょう。議会で多数を
取れば社会を変えられる、あるいは、日経平均株価やＧＤＰを上げることで社会を変えられる
と主張する人達もいますが、本当にそれだけで、混迷のただ中にある、この社会を変えること
ができるのでしょうか？現代における社会運動の新しい可能性について徹底した考察を重ね、
2013 年の「新書大賞」で、最優秀作品（第１位）に輝いた著作です。

95

尖閣諸島売ります
栗原弘行（クリハラ，ヒロユキ）著
名古屋ラ盲：製作

デイジー

3 時間 21 分

広済堂出版（2012）■国境の島は、いったい誰のものなのか？尖閣諸島の地権者家族が、島
を引き継いだ経緯や、幾度となく持ち上がった売却交渉の内容を明らかにし、尖閣諸島の持つ
可能性についての思いを綴った一冊。

96
6

長生きしたけりゃ肉は食べるな
若杉友子（ワカスギ，トモコ）著
神奈川ラ：製作

デイジー

5 時間 20 分

幻冬舎（2013）■病気が治る。黒髪がどんどん生えてくる。視力が上がる…。76 歳にして、
白髪なし、老眼なし、病院に行ったことが一度もないという著者が、身体に奇跡が訪れる食事
法を紹介する、世間で話題沸騰の一冊。
こんにち

97

１３７億年の物語 宇宙が始まってから今日までの全歴史
クリストファー・ロイド著
野中香方子（ノナカ，キョウコ）訳
デイジー 36 時間 20 分
神奈川ラ：製作

文芸春秋（201２）■生命はどこから来たか。文明はなぜ生まれ、滅びるのか。137 億年前
から現在まで、地球上で起きたあらゆるできごとを、42 のテーマ別に解説。アジア、南アメ
リカ、少数民族、イスラムなどの多元的視点にもとづき、宇宙誕生から現在までの歴史を解説。

98
3

ちっぽけな恋 珈琲屋の人々
池永陽（イケナガ，ヨウ）著
旭川点図：製作

デイジー

7 時間 40 分

講談社（2013）■東京の下町商店街にある喫茶店「珈琲屋」。そこは心に傷を負った者たち
が集まる交差点。今日もまたひとり「珈琲屋」の扉を開ける。チリンという鈴の音とともに…。

録音
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99

ハピネス
桐野夏生（キリノ，ナツオ）著
北九州点：製作

デイジー

9 時間 36 分

光文社（2013）■埋立地にそびえ立つ、憧れのタワーマンションに暮らす若い母親。彼女は、
おしゃれなママたちのグループに入るが、周囲に隠している秘密がいくつもあった…。
くろぬま

100

黒沼 香月日輪のこわい話
香月日輪（コウズキ，ヒノワ）著
大阪盲福セ：製作

デイジー

6 時間 34 分

新潮社（2012）■「永遠の鬼ごっこ」をする少女たち、森の奥の禁断の地、海から男を呼び
続ける人魚。無邪気に見える子供の心にさえ巣くう「闇」を見据えた身も凍る怪談や、日常と
非日常の間に漂う世にも不思議な物語を収録した怪奇短編集。

101

わたしをみつけて
中脇初枝（ナカワキ，ハツエ）著 デイジー
福井視点：製作

4 時間 37 分

ポプラ社（2013）■施設で育ち、今は准看護師として働く弥生は、問題がある医師にも異議
は唱えない。なぜならやっと得た居場所を失いたくないから…。家族と医療現場の問題に鋭く
切り込む長編小説。

102

心
姜尚中（カン，サンジュン）著
デイジー 7 時間 5 分 鳥取点図：製作

集英社（2013）■親友を喪った青年と、ある秘密を抱えた先生の間で交わされたメールを軸
に描く、喪失と再生の物語。逆境を生きる、すべての人々に贈る長編小説です。

103

クマのプーさん 世界一有名なテディ・ベアのおはなし
シャーリー・ハリソン著 小田島則子（オダジマ，ノリコ）訳
デイジー 7 時間 31 分 とちぎ視情セ：製作

河出書房新社（2013）■20 世紀初頭に、イギリスのおもちゃメーカー「ファーネル社」が
製作し、ミルン夫妻（「くまのプーさん」の原作者）が、息子の誕生日プレゼントに購入した
テディ・ベア、クマのプーさん。物語のモデルとなったぬいぐるみのプーさんの誕生から現在
までを追った一冊。
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９月～１０月

その他の情報誌

ご寄贈いただいた点字の情報誌をご紹介します。
いずれも貸し出しができますので、当館までお申し込みください。

≪点字≫
●私たちの税金

平成 25 年版

●サイトワールド

国税庁発行

2013

日本盲人福祉委員会サイトワールド実行委員会発行
●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 9/1、9/15、10/6、10/20 号） 新潟市発行
●広報かしわざき（第 1100～1103 号） 柏崎市発行
●広報いしかわ（第 161 号）

石川県発行

●ふれあいらしんばん（第３3 号）

内閣府広報室発行

●点字厚生（第 239 号） 日本盲人会連合発行
●語り継ぐ未来への友愛運動（創刊号）

日本盲人会連合発行

●東洋療法（233 号、234 号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行
●ビックアイ

ｉ-ＣＯ（Vol.12） 国際障害者交流センター発行

●にってんブレイル（９、11 月号） 日本点字図書館発行
●にってんボイス（10 月号） 日本点字図書館発行
●日本ライトハウス情報文化センター「サービス一覧」
日本ライトハウス情報文化センター発行
●読書（10 月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行
●らしんばん（第 132 号）

名古屋ライトハウス盲人情報文化センター発行

●ひかり（第 665 号、第 666 号） 天理教点字文庫発行
●子どもの点字本（第 118 号）

大阪 YWCA 点字子ども図書室発行
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録音雑誌に関するお知らせ
以下に、ご紹介するデイジー雑誌（２誌）が、新たに貸し出し可能となりました。
取扱い中止の雑誌（１誌）もございます。
定期での貸し出しをご希望の方はご連絡ください。

≪デイジー雑誌：取り扱い開始（２誌）≫
１．
「ステレオ」
（月刊）

とちぎ視聴覚障害者情報センター：製作

オーディオ関連ハードウェアの使いこなしに役立つ情報誌。
２．
「ＮＨＫウィークリーステラ」
（週刊）

大田区立蒲田駅前図書館：製作

NHK のラジオ番組表などが掲載された週刊誌（抜粋訳）
。

≪デイジー雑誌：取り扱い中止（１誌）≫
１．「からだの科学」

取り扱い中止の理由：原本雑誌が休刊になったため。
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１０５

メールにいがた新潟県点字図書館だより

新刊案内
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