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新刊案内
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◆2014 年 12 月～2015 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、お名前をフルネームでお知らせください。
◆第 112 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。
◆種別ごとの新刊案内の末尾には、サピエ図書館に新しく登録された図書も一部ご紹介をして
おります。いずれも取り寄せでの貸出が可能です。

目次
録音図書

録音１～62

貸出準備中

録音 201～203

点字図書

点字１～37

情報誌

・・・・・・・・・・・・・・・・

録音図書
文学
録音
1

・・・・・・・ p.１～14

p.14
・・・・・・・ p.15～22

p.22～23

41 タイトル

20 タイトル
新・日本文壇史

第９巻

川西政明（カワニシ，マサアキ）著 デイジー15 時間 29 分

岩波書店（2012）■関東大震災後、マスメディアの発達によって大衆性に富んだ文学が大量生産
されるようになった。吉川英治、山本周五郎、吉村昭、檀一雄、江戸川乱歩、松本清張ら巨匠たち
の生涯と作品を生きいきと描く。

録音
2

新・日本文壇史

第 10 巻

川西政明（カワニシ，マサアキ）著 デイジー16 時間 43 分

岩波書店（2013）■丹羽文雄や舟橋聖一から、吉行淳之介、古井由吉、安部公房、遠藤周作、大
庭みな子、三島由紀夫、川端康成、村上春樹まで、戦後日本の文学世界に迫る。第１～10 巻の総
目次・総索引付き。

1

録音
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録音
３

ＮＨＫ介護百人一首

2014

「介護する」
「介護される」中で感じた素直な思い
ＮＨＫ，ＮＨＫ厚生文化事業団，ＮＨＫサービスセンター編
デイジー1 時間 19 分

ＮＨＫ厚生文化事業団（2014）■福祉キャンペーン「ＮＨＫハート・プロジェクト」の一環とし
て実施される、福祉ネットワークスペシャル「ＮＨＫ介護百人一首」。介護する人、介護される人、
介護にかかわるみなさんから、素直な気持ちを詠んだ短歌を広く募集し、「ＮＨＫ介護百人一首」
として選定します。

録音
4

すみれ

菫 濃く

深見けん二句集

深見けん二（フカミ，ケンジ）著 デイジー1 時間 46 分

ふらんす堂（2013）■目鼻なきことこそよけれ豆雛 宮司様ともどもに老い夏祓 いくつかの染
みさみどりに柿紅葉 横向きに鴨ゆつくりと流さるる 平成 20 年春からほぼ４年半の句をまとめ
た第８句集。

録音
5

地獄堂霊界通信

６

完全版

香月日輪（コウヅキ，ヒノワ）著 デイジー6 時間 26 分

講談社（2010）■謎の薬屋「地獄堂」のおやじの力により、術師となったてっちゃん・リョーチ
ン・椎名のワルガキ３人悪。彼らのもとに４つの「花」にまつわる怪事件が。校庭に香る椿と、友
人の消失の関係は！？全６話を収録。

録音
6

地獄堂霊界通信

７

完全版

香月日輪（コウヅキ，ヒノワ）著 デイジー6 時間 38 分

講談社（2011）■ワルガキ３人悪が挑む最強の敵、それは環境破壊。自然を破壊する人間に、て
つしたちはどう立ち向かうのか？悩み苦しむ３人の前で、自然からの復讐が始まる…！全２話を収
録。

録音
7

しんゆうぜん

新 友 禅 の謎

鎌倉河岸捕物控

25 の巻

佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー7 時間 36 分

角川春樹事務所（2014）■（時代・歴史小説）定廻り同心・寺坂の町廻りに同行した政次らは、
呉服店松坂屋で不審な男女ふたり組みに遭遇した。ふたりは京下りの春物の友禅を、次々とひろげ
させていた。粋で豪奢な友禅に秘められた男と女の熱い想いを描く、第二十五弾。

録音

2
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録音
8

たそがれ歌麿

新・古着屋総兵衛

第９巻

佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー8 時間 50 分

新潮社（2014）■（時代・歴史小説）大黒屋前の橋普請の最中、野分によって江戸は甚大な被害
を受ける。一方で総兵衛は絵師歌麿の禁制に触れる一枚絵を追うのだが……。

録音
9

しつい

かた

失意ノ方

居眠り磐音江戸双紙 47

佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 デイジー7 時間 28 分

双葉社（2014）■（時代・歴史小説）江戸城中を揺るがした佐野善左衛門の刀傷騒ぎのあと、尚
武館から姿を消した松浦弥助は、自らが手にかけた藪之助（やぶのすけ）の遺髪を懐に忍ばせ、伊
賀泉下寺を目指していた。一方江戸では、坂崎磐音が月に一度の墓参のため忍ヶ岡の寒松院を訪れ
ていた。

録音

小説

野に生きる良寛

10

高橋玲司（タカハシ，レイジ）著 デイジー8 時間 22 分

考古堂書店（2013）■今の時代だからこそ良寛！「清貧」と「慈愛」に生きた越後の名僧、良寛
に学ぶ。良寛の生き方にふれ、「無いの豊かさ」を知り、「心のふるさと」を取り戻してほしい。

録音

母

上巻

11

鶴見祐輔（ツルミ，ユウスケ）著 デイジー8 時間 9 分

角川書店（1955）■貧しい家庭に育った主人公・朝子は、銀行財閥の御曹司と結婚するが、夫の
急死により運命が狂いはじめる。やがて母となった朝子は、息子・進の将来に大きな期待をかける
のだが…。

録音

地獄の掟

闇目付参上

12

鳴海丈（ナルミ，タケシ）著

デイジー6 時間 12 分

文芸社（2014）■（時代・歴史小説）町奉行所の裁けぬ事件、裁こうとせぬ事件を「悪を許さざ
る」という決意で町年寄が結成した「死番猿」。その処刑執行人が、凄腕の浪人、闇目付・結城嵐
四郎。男装の盗人・幻小僧お凛を相棒に今宵も淫虐非道な巨悪を斬りまくる！

録音

問屋町の女

上

13

花登筐（ハナト，コバコ）著

デイジー16 時間 25 分

集英社（1983）■ハルピン引揚者が、岐阜駅前に立てた闇市「ハルピン街」。すさまじい混乱と
雑踏の中で、幼い我が子を育てるため、古着の商いを始めた女の才知と根性。感動的な長編。

3

録音
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録音

おくどはん

続

14

花登筐（ハナト，コバコ）著

デイジー5 時間 23 分

潮出版社（1979）■嫁が来ることがなかった若主人に嫁いできた活子が、言葉や風習の違いや、
嫁姑問題だけでなく、店の実力者からのいびりなど、女同士の争いに巻き込まれることになる。そ
んな中でも、活子はたくましく生きようとする。

録音

謎 008

スペシャル・ブレンド・ミステリー

15

辻村深月（ツジムラ，ミヅキ）選／日本推理作家協会編
デイジー9 時間 52 分

講談社（2013）■（推理小説）森村誠一「神風の殉愛」、連城三紀彦「裁かれる女」など、辻村
深月が 1977 年、1987 年、1997 年の作品から厳選した全７編のミステリーを収録したアンソ
ロジー。選者自身の思い出も含めた書下ろし解説付き。

録音

方丈記

新訳

乱世を生き抜くための「無常観」を知る

16

鴨長明（カモ，チョウメイ）著／左方郁子（サカタ，フミコ）編訳
デイジー3 時間 57 分

ＰＨＰ研究所（2012）■全篇に無常の思想が流れ、災害文学、隠遁文学、清貧の文学、風変わり
な中世人の貴重な回想録など、さまざまな角度から読める「方丈記」。現在に問いかける、自然と
共生する独自の思想とは。原文に現代語訳と解説を併載。

録音

また来る春に会えるなら

ロセッティ詩集

17

クリスティーナ・ジョージーナ・ロセッティ著／羽矢謙一（ハヤ，ケンイ
チ）訳／渡辺藤一（ワタナベ，トウイチ）挿画

デイジー51 分

サンリオ（1981）■ロンドン生まれの詩人ロセッティの純粋で抒情的な詩をつづる。

録音

恐怖王ターザン

ターザン・ブックス６

18

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 51 分

早川書房（1972）■（ＳＦ）誘拐された愛妻の行方を追うターザンは恐竜の跋扈する秘境パル・
ウル・ドンへとさまよいこむ。有尾人の都ア・ルルで彼女の足跡を発見するが、彼はとらわれの身
に。その頃、単身秘境へ乗り込んだのは、成長した一子ジャックであった！

録音

4
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録音

響きわたるシベリア杉

19

ウラジーミル・メグレ著／水木綾子（ミズキ，アヤコ）訳／岩砂晶子（イ
ワサ，アキコ）監修

響きわたるシベリア杉シリーズ２

デイジー8 時間 28 分

ナチュラルスピリット（2013）■アナスタシアと別れた後、ビジネスに失敗し、自殺寸前だった
メグレの前に現れた元ＫＧＢのホームレス。彼の死を契機に本を書く決心を固め、原稿を書き上げ
自費出版する。その初版が完売した頃、メグレの耳に聞こえたのは…。

録音

愛の空間

響きわたるシベリア杉シリーズ３

20

ウラジーミル・メグレ著／水木綾子（ミズキ，アヤコ）訳／岩砂晶子（イ
ワサ，アキコ）監修

デイジー11 時間 2 分

ナチュラルスピリット（2014）■アナスタシアに再会するため、そして生まれたばかりの息子に
会うため、メグレは再びタイガへ向かう。途中、野犬に襲われるが、間一髪でアナスタシアに救わ
れ、ついに、ふたりの息子である赤ん坊との出会いのときを迎えるが…。

ジャーナリズム

１タイトル

録音

事件記者という生き方

21

大谷昭宏（オオタニ，アキヒロ）著 デイジー10 時間 17 分

平凡社（2013）■あのとき、事件現場では何が起きていたか？大阪読売「黒田軍団」一員として
三菱銀行人質事件、グリコ・森永事件などの報道で活躍した著者が、忘れ得ぬ事件、愛すべき人た
ちを書き尽くす。

日本の歴史

２タイトル

録音

慰安婦と戦場の性

22

秦郁彦（ハタ，イクヒコ）著

デイジー24 時間 41 分

新潮社（1999）■日本人にとって「性」とは何か？公娼制度の変遷から慰安婦旋風まで、日本の
慰安婦制度の歴史と実態をもとに、豊富な資料・証言と諸外国の事例から解説。

録音

日本軍「慰安婦」制度とは何か

23

吉見義明（ヨシミ，ヨシアキ）著 デイジー2 時間 39 分

岩波書店（2010）■日本軍「慰安婦」が「強制」ではなく「自由意志」だったとする声がいまだ
に多く聞かれるのはなぜか。「慰安婦」制度が軍によってつくられたことを、様々な史料を用いて
説明し、被害者の名誉と尊厳の回復の必要性を訴える。

5

録音
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政治

２タイトル

録音

アラブ革命の衝撃

世界でいま何が起きているのか

24

臼杵陽（ウスキ，アキラ）著

デイジー8 時間 58 分

青土社（2011）■アラブ諸国で吹き荒れる民主革命の熱風は、独裁政権だけでなく、人々の世界
認識そのものをも覆した。多彩な切り口で、日本の報道からだけでは分からない歴史的大転換の根
底にあるものを問う。

録音

世界から嫌われる中国と韓国感謝される日本

25

宮崎正弘（ミヤザキ，マサヒロ）著 デイジー7 時間 19 分

徳間書店（2014）■ミャンマー、タイ、フィリピンから、ブルネイ王国、インド、ネパールまで、
各国を丹念に取材して見えてきた、増大する中国・韓国への嫌悪と日本への期待。脱中国期に入っ
たアジア経済の実情を中間報告的に検証するレポート。

社会福祉

３タイトル

録音

核の難民

ビキニ水爆実験「除染」後の現実

26

佐々木英基（ササキ，ヒデキ）著 デイジー6 時間 42 分

ＮＨＫ出版（2013）■避難を続けるマーシャル諸島の住民、アメリカ、日本の動き。三者の足取
りを辿ったとき、浮かび上がるのは核覇権のシステムだった－。核実験場マーシャルと原発大国日
本を結び、米国の秘められた核戦略をあぶり出す。

録音

福島を生きる人びと

フォト・ルポルタージュ

27

豊田直巳（トヨダ，ナオミ）著

デイジー3 時間 39 分

岩波書店（2014）■福島原発事故は収束の目処もなく、人びとの苦しみは続いている。被曝への
不安、避難生活、仕事や暮らしを奪われ自ら命を絶つ人…。震災直後から取材を続ける著者が、住
民たちの声や福島の現実をカラー写真と共に鋭く描き出す。

録音

記憶を受け継ぐ

28

中国新聞社編

デイジー1 時間 18 分

中国新聞社（2014）■人類史上初めて原爆が落とされた広島。
「決して繰り返されてはならない」。
そんな被爆者の訴えを受け継いでいくことが、若い世代の責務だろう。平和学習新聞「学ぼうヒロ
シマ」に掲載された、被爆証言記事。

録音

6
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教育

１タイトル

録音

教員評価

29

苅谷剛彦（カリヤ，タケヒコ）
，諸田裕子（モロタ，ユウコ）
，妹尾渉（セ
ノオ，ワタル）
，金子真理子（カネコ，マリコ）著
デイジー3 時間 47 分

岩波書店（2009）■教師の世界にも、能力開発を謳い、業績に応じた処遇への道を開くといわれ
る新しい評価制度が入ってきた。「教えるという仕事」は評価が可能なのか。示唆に富む経緯をた
どった宮崎県のケースを検証する。

お茶

１タイトル

録音

中村羊一郎のお茶しませんか

全方位お茶談義

30

中村羊一郎（ナカムラ，ヨウイチロウ）著

デイジー9 時間

羽衣出版（2010）■さまざまな角度からお茶の歴史や文化を見直す、全方位お茶談義。国の内外
において実施してきた調査の様子を紹介しつつ、番茶の意義を述べる。『中日新聞』静岡県版連載
を中心に書籍化。

習俗

１タイトル

録音

新潟の花街

31

藤村誠（フジムラ，マコト）著

かがい

げいぎ

古町芸妓物語
デイジー7 時間 26 分

新潟日報事業社（2011）■新潟湊の繁栄とともに弦歌さんざめく色里の歴史が始まった。江戸時
代から全国屈指の「遊所」と知られた新潟の花街。その盛衰と現代に至るまでの歩みを、豊富な図
版と資料でたどる。

白書

１タイトル

録音

障害者白書

32

内閣府（ナイカクフ）編集 デイジー8 時間 37 分

平成 26 年版
カセット 6 巻

勝美（しょうび）印刷（2014）■障害者施策の新たな展開をはじめ、平成 25 年度を中心として
政府が講じた障害者施策の概況を記述するとともに、東日本大震災の被災地における障害のある人
たちへの主な支援等についても紹介する。

7

録音
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自然科学

１タイトル

録音

全集

野の鳥の生態

下

33

仁部富之助（ニベ，トミノスケ）著 デイジー11 時間 42 分

光文社（1951）■我が国の野鳥研究の祖、仁部富之助の野鳥観察の記録。

医学・健康

４タイトル

録音

内部被曝

34

矢ケ崎克馬（ヤガサキ，カツマ）
，守田敏也（モリタ，トシヤ）著
デイジー3 時間 39 分

岩波書店（2012）■東日本大震災以降、放射能による問題として重要視されている内部被曝とは
何か。さらに人体への影響の度合いに、様々な見解があるのはなぜか。いまの状況にいたるまでの
軌跡をたどりながら、その問題点をわかりやすく解説する。

録音
35

ちょうじゅ

腸 寿

長寿な腸になる７７の習慣

松生恒夫（マツイケ，ツネオ）
［著］

デイジー5 時間 37 分

講談社（2014）■長生きの秘訣は腸にあり！腸医の第一人者が、今すぐ、簡単にできる、長寿な
腸になるために必要な生活習慣と食生活を紹介する。「腸寿」レシピも掲載。

録音

武藤教授の転ばぬ教室

寝たきりにならないために

36

武藤芳照（ムトウ，ヨシテル）著 デイジー6 時間 51 分

暮しの手帖社（2001）■どんな人が転びやすいのか、転ばないためにはどうしたらよいのか…。
転んで寝たきりの人生を送らないために、転倒の実例・豊富なエピソードを満載した転ばぬための
工夫と知恵。

録音

命の値段が高すぎる！

医療の貧困

37

永田宏（ナガタ，ヒロシ）著

デイジー6 時間 17 分

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。

録音

8
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原子力発電

１タイトル

録音

原発は火力より高い

38

金子勝（カネコ，マサル）著

デイジー4 時間 28 分

岩波書店（2013）■原発は本当に火力よりも安いのか。電力会社の決算書や値上げ申請書など、
「表向き」の数字を使って計算しても、「原発は安い」という論理が成り立たないことを明らかに
するとともに、原発＝不良債権の処理方法を提言する。

農業

１タイトル

録音

調香師が語る香料植物の図鑑

39

フレディ・ゴズラン，グザビエ・フェルナンデス著／前田久仁子（マエダ，
クニコ）訳

デイジー15 時間 33 分

原書房（2013）■フランスのトップクラス調香師 38 人が、香料植物 71 種について、プロフィ
ール、香りの特徴、収穫風景、効用、文化、逸話などを網羅しながら、親しみ深い植物への記憶と、
調香のコツについて語り、優れた香水群を紹介する。

英語

１タイトル

録音

聖書をわかれば英語はもっとわかる

40

西森マリー（ニシモリ，マリー）著 デイジー6 時間 41 分

講談社（2013）■日常会話からニュース、さらには映画のセリフやロックの歌詞まで、聖書に由
来した人気の高い表現約１００フレーズを紹介。言葉に込められた「裏の意味」がわかると、英米
社会の真の姿が見えてくる。

児童

１タイトル

録音

虫はごちそう！

41

野中健一（ノナカ，ケンイチ）著 デイジー4 時間 39 分

小峰書店（2009）■世界にはさまざまな虫を食べる人がいるという驚きや感動が、世界の人々の
暮らしや価値観、環境へと関心を広げていく。世界各地の昆虫食を研究する著者が、虫の食べ方、
虫を食べる人々の暮らしなどを紹介する。

9

録音
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12 月～１月

サピエ図書館の新刊図書

録音図書 10 タイトル
録音

理系あるある

42

小谷太郎（コタニ，タロウ）著

デイジー6 時間 44 分 秋田点図製作

幻冬舎（2014）■理系の人の「あるある」な行動や習性を蒐集し、その背後の科学的論理をやさ
しく解説。ベッセル関数、ポアソン確率、ガウス分布、ダーク・マターなど科学の知識が身につき、
謎多き理系の人々への親しみが増す一冊。

録音

刑事ドラマ・ミステリーがよくわかる警察入門

43

オフィステイクオー著

デイジー5 時間 37 分 岩手視聴情製作

実業之日本社（2014）■刑事ドラマに出てくる「刑事」
「マル暴」
「鑑識」
「所轄」
「警視正」など
の言葉。でも、彼ら彼女らは、どこの人なの？複雑怪奇な警察組織をドラマやミステリーの登場人
物からわかりやすく説明します。

録音

紅白歌合戦と日本人

44

太田省一（オオタ，ショウイチ）著 デイジー12 時間 1 分
小樽点図製作

筑摩書房（2013）■時代とともにそのあり方を変えながら、国民的テレビ番組であり続ける「紅
白歌合戦」に、私たち日本人は何を求めてきたのか。今日に至るまでの「紅白」の歴史をたどり直
し、日本人の心の軌跡を描き出す。

録音

ねこの秘密

45

山根明弘（ヤマネ，アキヒロ）著

デイジー5 時間 48 分

日点図製作

文芸春秋（2014）■ねこはどんな一生を送っているのか？誕生から青春、恋、出産、子育て、老
いまで、知られざるねこの生態を動物学者が解き明かす。

録音
46

おぼろ づ き よ

朧 月夜の怪

青木祐子（アオキ，ユウコ）著

デイジー4 時間 51 分 山形点図製作

KADOKAWA（2013）■（時代・歴史小説）渋谷町の薬師・守屋真は、細々といる患者や薬屋、
医者のため、居宅と江戸の中心とを行き来し、暮らしを立てていた。ある夜道、守屋は着流し姿で
背に刀傷のある男を助けたせいで、思いもよらない事件に巻き込まれてしまい…。

録音

10
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録音
47

すいせい

水声

川上弘美（カワカミ，ヒロミ）著

デイジー4 時間 58 分 福井視点製作

文芸春秋（2014）■思い出すと、どこかで鳥が鳴いているような心地がする。あの、夏の夜の鳥
が。死んだママの夢、時計の音、忘れえぬ人びと－。人生の最も謎めいた部分に迫る長編小説。

録音

怪談

48

小池真理子（コイケ，マリコ）著

デイジー8 時間 18 分

宮城視情セ製作
集英社（2014）■同僚の送別会の幹事だった庸子は、店の人から忘れ物として黒い女性用のカー
ディガンを渡された。だが、それを着ていた出席者はおらず…。
「カーディガン」など７編を収録。

録音

フォルトゥナの瞳

49

百田尚樹（ヒャクタ，ナオキ）著

デイジー11 時間 25 分

桐生点図製作
新潮社（2014）■その男には視えた。他人の「死」が、「運命」が－。家族や恋人のいない木山
慎一郎の人生は、夢も自信も持てない孤独なものだった。その日までは…。愛と死と選択を巡る、
人間の運命の物語。

録音

不思議プロダクション

50

堀川アサコ（ホリカワ，アサコ）著

デイジー7 時間 6 分

青森視情セ製作
幻冬舎（2014）■青森の弱小芸能事務所に所属するものまね芸人、シロクマ大福、２５歳。将来
への不安と迷いを抱える彼のもとには、仕事のオファーはないのに、なぜか不可思議な事件解決の
オファーはひっきりなし。悪戦苦闘しながらも、個性豊かなメンバーと共に解決へ向けて立ち向か
うのだが……。ちょっぴりおとぼけ、ちょっぴりファンタジーのエンタメミステリー。

録音

過去ある女

プレイバック

51

レイモンド・チャンドラー著／小鷹信光（コダカ，ノブミツ）訳
デイジー6 時間 28 分

福島点図製作

小学館（2014）■（推理小説）謎につつまれた若い美女と、彼女につきまとうジゴロ、ホテルの
ペントハウスに住む独身紳士、殺人課警視。そして彼女の部屋のバルコニーで発見された男の射殺
体。手に汗握る物語が展開する、チャンドラーの知られざる傑作脚本。

11
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シネマデイジー

11 タイトル

シネマデイジーとは、一枚のＣＤに映画本編の主音声と、登場人物の動きや場面、
背景等の視覚情報を言葉で説明した音声解説をともに録音したものです。映画の映像
を見ることはできませんが、お手持ちのデイジー再生機で手軽に映画の音声を楽しむ
ことができます。貸し出しができる作品を、順次ご紹介していきます。
いずれも貸し出しができますので、当館までお申込みください。
録音

［シネマデイジー］奇跡のリンゴ

52

中村義洋（ナカムラ，ヨシヒロ）監督 デイジー2 時間 13 分

日本（2013）■不可能とされ、誰もなしえなかったリンゴの無農薬栽培に挑んで実現した、農家
の夫婦の涙あり笑いありの 11 年の実話。思い込んだら一直線のがんこ者の夫と、夫を優しく見守
る妻。何度も失敗を重ねながらも互いに支え合い、困難を乗り越えていく夫婦の絆と、緑豊かな青
森の風景をバックに、夢を信じて、根気よく努力することの大切さを描く。

録音

［シネマデイジー］あなたへ

53

降旗康男（フルハタ，ヤスオ）監督

デイジー1 時間 54 分

日本（2012）■日本映画界屈指の名優・高倉健が、『鉄道員（ぽっぽや）』『ホタル』など数々の
名作を送り出してきた降旗康男監督と２０作目のタッグを組んだ人間ドラマ。妻の遺骨を散骨する
ため妻の故郷へ旅立った男が、道中で出会った人々との交流を経て妻の真意を知る姿を描く。
オールウェイズ

録音

［シネマデイジー］Always 三丁目の夕日’64

54

山崎貴（ヤマザキ，タカシ）監督

デイジー2 時間 27 分

日本（2011）■昭和 39 年の東京。夫婦となった小説家の男と飲み屋のおかみ、そして高校生に
なった少年は三人で仲良く暮らしていた。一方、向かいの自動車修理工場では、従業員の女の子に
初々しいロマンスが芽生えようとしていた。

録音

［シネマデイジー］戦場のピアニスト

55

ロマン・ポランスキー監督 デイジー2 時間 34 分

ポーランド，フランス（2002）■実在のピアニストの実体験を綴った回想録をもとに、戦火を奇
跡的に生き延びたピアニストと、その生還に関わった人々の姿を、静かに力強く描く。第 75 回ア
カデミー賞監督賞など３部門、ほか受賞。

録音
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録音

［シネマデイジー］テルマエ・ロマエ

56

武内英樹（タケウチ，ヒデキ）監督

デイジー1 時間 51 分

日本（2012）■古代ローマ帝国の浴場設計技師が現代日本の銭湯にタイムスリップしてしまう、
ヤマザキマリの人気コミックを実写映画化。古代ローマと現代日本、時空を越えて異文化交流を繰
り広げる主人公ルシウスを、阿部寛が妙演。漫画家志望のヒロインに上戸彩がふんするほか、古代
ローマ人役の北村一輝、宍戸開、市村正親という日本屈指の顔の濃い役者陣の成り切りぶりにも注
目。
ダブルオーセブン

録音

［シネマデイジー］ ０ ０ ７ カジノ・ロワイヤル

57

マーティン・キャンベル監督

デイジー2 時間 32 分

イギリス，チェコ，ドイツ，アメリカ（2006）■ダニエル・クレイグ扮する６代目ボンドが初登
場。シリーズ通算 21 作目。原作シリーズの原点『カジノ・ロワイヤル』を、映画化。ジェームズ・
ボンド最初の任務は、世界中のテロリストを資金面で支える男、ル・シッフルの資金を絶つこと。
やがて、モンテネグロの“カジノ・ロワイヤル”へと向かう彼のもとに、財務省から監視役として
美女ヴェスパー・リンドが送り込まれる…。

録音

［シネマデイジー］たそがれ清兵衛

58

山田洋次（ヤマダ，ヨウジ）監督

デイジー2 時間 12 分

日本（2002）■幕末の庄内・海坂藩。妻を亡くし、幼い娘２人と老いた母親を養い暮らしている
下級武士。彼の剣の腕前が噂となり、藩命で果し合いをすることになるのだが…。第 26 回日本ア
カデミー賞最優秀作品賞ほか受賞。

録音

［シネマデイジー］誰も知らない

59

是枝裕和（コレエダ，ヒロカズ）監督 デイジー2 時間 25 分

日本（2004）■実際に起こった事件をモチーフに、母親に置き去りにされた４人の子供たちが、
大人たちに知られることなく、兄妹たちだけで生きていく姿を丁寧に描く。第 47 回ブルーリボン
賞作品賞ほか受賞。

録音

［シネマデイジー］釣りバカ日誌

60

栗山富夫（クリヤマ，トミオ）監督

シリーズ第１作
デイジー1 時間 36 分

日本（1988）■四国・高松で暮らす釣りバカの浜崎（はまさき）伝助は、ある日突然、東京本社
への転勤辞令を受けた。しぶしぶ辞令に応じて、北品川の釣り宿の二階に間借りする伝助。課長に
小言を言われようとどこ吹く風、反省のない本社勤務を続ける。社長の鈴木と出会ったのは、そん
な日の地下の食堂街。仕事に情熱のない伝助は社長の顔を知る筈もない。その日から「浜ちゃん」、
「スーさん」と呼び合う奇妙な間柄になっていく二人だった…。
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録音

［シネマデイジー］モーターサイクル・ダイアリーズ

61

ウォルター・サレス監督

デイジー2 時間 10 分

イギリス，アメリカ（2004）■23 歳のゲバラは親友とともに中古のバイクに乗って南米大陸縦
断の旅に出る。初めて目にする過酷な現実は、彼の運命を変えた。のちの革命家チェ・ゲバラの青
春時代を、彼が残した日記をもとに映画化。

録音

［シネマデイジー］塔の上のラプンツェル

62

ネイサン・グレノ監督

デイジー1 時間 44 分

アメリカ（2011）■“髪長姫”の呼称で知られるグリム童話のヒロイン、ラプンツェルを主人公
に、自由自在に操れる驚くほど長い彼女の“魔法の髪”に秘められた謎と旅を描くアドベンチャー・
アニメーション。

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。
ちはる

録音

千春の婚礼

新・御宿かわせみ５

201

平岩弓枝（ヒライワ，ユミエ）著

角川春樹事務所（2015）■千春と凜太郎の婚礼の後、麻太郎は元岡っ引きの仙五郎から、顔形の
違う人間が一人になって殺されたと聞かされる。表題作など全五篇。明治に舞台を移した「新・御
宿かわせみ」第五弾。

録音

キャプテンサンダーボルト

202

阿部和重（アベ，カズシゲ）
，伊坂幸太郎（イサカ，コウタロウ）著

文芸春秋（2014）■世界を救うために、二人は走る。東京大空襲の夜、東北の蔵王に墜落したＢ
29。公開中止になった幻の映画。迫りくる冷酷非情な破壊者。すべての謎に答えが出たとき、カ
ウントダウンがはじまった。二人でしか辿りつけなかった到達点。前代未聞の完全合作。
しのはらたいのしん

録音

影踏み鬼

新撰組篠原泰之 進 日録

203

葉室麟（ハムロ，リン）著

文芸春秋（2015）■伊東甲子太郎（いとうかしたろう）を慕い新撰組に入隊、後に赤報隊に身を
投じた久留米脱藩隊士・篠原泰之進。彼の眼を通じてみた新撰組の隆盛と凋落（ちょうらく）。生
きている限り、人は何事かをなすことができる。

録音
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点字図書
文学
点字
1

37 タイトル

11 タイトル
池谷敦子点字詩集

指先から広がる想像の翼

池谷敦子（イケタニ，アツコ）著 1 冊

株式会社 美研インターナショナル（2014）■「素朴なはなし」「らぶか」など 50 編の詩を収
録。点字墨字併記。

点字
2
点字
3

金田一少年の事件簿

殺戮のディープーブルー

上

天樹征丸（アマギ，セイマル）著 4 冊
金田一少年の事件簿

殺戮のディープーブルー

下

天樹征丸（アマギ，セイマル）著 4 冊

講談社（1999）■（推理小説）海底遺跡をめぐる凶悪テロ事件発生！ 南国の「遺跡島」で小龍
（シャオロン）と再会した金田一と美雪。しかし、そのホテルでテロ事件が発生、人質として巻き
込まれてしまう。テロリストを操る姿なき悪魔“キング・シーサー”の目的は何なのか？命がけの
脱出作戦の行方は。ファン待望、明智警視ノベルス初登場！

点字
4
点字
5
点字
6

米中激突

6

南沙の独裁者

大石英司（オオイシ，エイジ）著 4 冊
米中激突

7

りょうねい

奮闘の空母 遼 寧

大石英司（オオイシ，エイジ）著 4 冊
米中激突

8

南シナ海海戦

大石英司（オオイシ，エイジ）著 4 冊

中央公論新社（2013）■多大な犠牲を払ったパラオでの戦い。南沙に戦場を移し、戦いはさらに
激化か？ フィリピンに作られた中国の大規模基地へ、日米軍のフリーダムが出撃する！

点字
7

闇の肌
黒岩重吾（クロイワ，ジュウゴ）著 7 冊

光文社（1972）■（推理小説）Ｔ証券大阪支店法人部長が芦屋山中で絞殺死体となって発見され
た。犯人は？黒岩推理の醍醐味を満喫させてくれる長編力作。
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点字
8

謎 007

スペシャル・ブレンド・ミステリー

桜庭一樹（サクラバ，カズキ）選／日本推理作家協会編

5冊

講談社（2012）■（推理小説）イケメンで独身の病院長宅に届いた宅配便。中には腐乱した女の
死体が…。夏樹静子「宅配便の女」をはじめ、桜庭一樹が 1976 年、1986 年、1996 年の作品
から厳選した全７編のミステリーアンソロジー。
『洋服箪笥の奥の暗闇』小泉喜美子著/『グリーン
車の子供』戸板康二（やすじ）著/『鳥を見た人』赤江瀑（ばく）著/『宅配便の女』夏樹静子著/
『日本早春図』陳舜臣著/『伊集院大介の失敗』栗本薫著/『人質カノン』宮部みゆき著を収録。

点字
9

か しん

花信

随想集

円地文子（エンチ，フミコ）著

3冊

海竜社（1980）■花信という題名が表すように、花を愛す気持ちは老来（ろうらい）いよいよ色
濃くなっている。四季折々の雑感や、観劇の感想、親しい方々の故人になられた後の印象など、そ
の折々の心に残ったことを記した一冊。
きさかた

いちぶり

点字

おくのほそ道日本海紀行

象 潟 から市 振 へ

10

村山砂田男（ムラヤマ，サダオ）著 2 冊

新潟日報事業社出版部（1994）■多くの人々を魅了してやまない「おくのほそ道」芭蕉がたどっ
た日本海の道を簡潔な文章でつづるガイド、象潟・庄内・羽黒までを収録。新しい日本海の旅を楽
しめる一冊。

点字

エデンの東

１

11

ジョン・スタインベック著／土屋政雄（ツチヤ，マサオ）訳

4冊

早川書房（2008）■コネティカットの農家の長男は従順な青年に育ったが、腹違いの弟に虐げら
れ、辛い日々を送っていた。父と子の三代にわたる葛藤を描いた小説の新訳版。映画原作。

心理学

１タイトル

点字

Ｏ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 2 冊

あさ出版（2008）■Ｏ型女はおおらかで思いやりたっぷり。でも「対応」を間違えると、いつの
間にかあなたの天敵に！Ｏ型女の特徴や接し方を解説し、Ｏ型女をうまく取り扱う９つのレッスン
を紹介する。「Ｏ型女取扱マスター」検定試験付き。
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伝記

１タイトル
さいしょう

点字

佐藤寛子の「 宰 相 夫人秘録」

13

佐藤寛子（サトウ，ヒロコ）著

4冊

朝日新聞社（1974）■元総理、佐藤栄作夫人が昭和 48 年 11 月から 25 回にわたって週刊朝日
に連載したものを加筆訂正した。

地理・地誌

１タイトル

点字

東京ふしぎ探検隊

14

河尻定（カワジリ，サダム）著

3冊

日本経済新聞出版社（2013）■東京には「ふしぎ」があふれている。銀座の一等地には住所のな
い場所があり、なぜか国道１号は第二京浜で、神田には１丁目がない町がある…。大都会のミステ
リーの核心に迫る。『日経電子版』連載を大幅に加筆・修正し、書籍化。

障害者福祉

３タイトル

点字

改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り

15

方に関する研究会報告書
改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り
方に関する研究会［編］

1冊

厚生労働省（2014）■平成 25 年改正の「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて定め
る「差別の禁止に関する指針」と「合理的配慮の提供に関する指針」に盛り込むべき事項をまとめ
る。

点字

意識をデザインする仕事

16

「福祉の常識」を覆すピープルデザインが目指すもの
須藤シンジ（スドウ，シンジ）著 3 冊

阪急コミュニケーションズ（2014）■次男が障害を持って生まれてきたことをきっかけに、障害
の有無に関係なく誰もが使えて、何よりも「カッコいい」と思える靴があったらいいのにと、ファ
ッションの企画を通して福祉を変える活動をしてきた著者。「意識のバリアを壊し、ハンディのあ
るなしにかかわらず、みんなが自然と混ざり合う社会」を目指し、ピープルデザインの思想を提唱
する著者の活動報告。
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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」

17

に基づく対応状況等に関する調査結果報告書

平成 24 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［編］

1冊

厚生労働省（2013）■全国の市区町村及び都道府県を対象に実施された、平成 24 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。

白書

２タイトル

点字

厚生労働白書

平成 25 年版

18

厚生労働省（コウセイ

若者の意識を探る

ロウドウショウ）編 6 冊

日経印刷（2013）■結婚、出産・子育て、仕事というライフイベントに焦点を当て、現在の若者
の意識や考え方の特徴を浮き彫りにする。様々な若者への支援策も紹介。墨字の第１部のみ点訳。

点字

食育白書（概要版）

平成 25 年版

19

［内閣府政策統括官（共生社会政策担当）編］

2冊

内閣府（2013）■国民の食に関する意識、地域における食育推進の現状や取組事例等を紹介する
とともに、平成 24 年度に講じた食育推進施策の概要をまとめる。

自然科学

２タイトル

点字

ファーブル昆虫記

20

ジャン＝アンリ・ファーブル著／奥本大三郎（オクモト，ダイザブロウ）
訳

完訳

第５巻

上

6冊

点字

ファーブル昆虫記

21

ジャン＝アンリ・ファーブル著／奥本大三郎（オクモト，ダイザブロウ）
訳

完訳

第５巻

下

6冊

集英社（2007）■スカラベの球造りが明らかに！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。
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建築

１タイトル

点字

空海

塔のコスモロジー

22

武沢秀一（タケザワ，シュウイチ）著

3冊

春秋社（2009）■仏教にも造詣の深い建築家が、三重塔や五重塔、多宝塔の構造、さらに諸寺院
の伽藍（がらん）配置等も考慮しながら、高野山根本大塔（こんぽんだいとう）に込められた空海
の思想や宇宙観、独創性を探る。

飲食店

１タイトル

点字

にっぽん全国百年食堂

23

椎名誠（シイナ，マコト）著

3冊

講談社（2013）■長年続いている店は「めし」も「人」も「時間」も面白い！北は釧路から南は
石垣島まで、日本中の創業ざっと百年の食堂探訪記。その魅力、面白エピソード、ウンチク、珍道
中を語る。『自遊人』連載に加筆・修筆して単行本化。

児童

４タイトル

点字

ホートン・ミア館の怖い話

24

クリス・プリーストリー著／西田佳子（ニシダ，ヨシコ）訳

3冊

理論社（2012）■ホートン・ミア館に向かう馬車の中、マイケルは泣きたい気持ちになっていた。
知らない人と一緒にクリスマスを過ごすなんて嫌だ。そう思いながら、ぼんやり窓の外をながめて
いると、闇の中にずぶ濡れの女の顔が浮かび上がった…。十九世紀のイギリスが舞台の、長編ゴシ
ックホラー。中学生から。

点字

ふしぎな八つのおとぎばなし

25

ジョーン・エイキン文／こだまともこ訳

2冊

冨山房（ふざんぼう）（2012）■森をさまようクマと結婚したいむすめ、歌をうたう青いくつ、
ピンクのヘビ、火星人に捨てられた怪獣などが、予想もつかない物語を繰り広げる現代のおとぎば
なし。魔法と謎に満ち、ユーモアに溢れ、しかも古典の味わいをも兼ね備えた魅力たっぷりの短編
集。小学校高学年から。
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点字

緑の精にまた会う日

26

リンダ・ニューベリー作／野の水生（ノノ，ミオ）訳

2冊

徳間書店（2012）■ルーシーは、田舎のおじいちゃんが聞かせてくれる、緑の精ロブの話が大好
き。ロブはおじいちゃんのところにいて、庭仕事などを手伝ってくれるという。ところが、おじい
ちゃんが亡くなり、家が売りに出されることに。庭がなくなったら、ロブさんはどうなるの…？英
国の自然の精霊グリーンマンの伝説をもとに綴る、緑の精と都会に住む少女の不思議なめぐりあい
の物語。小学校高学年から。

点字

さわるめいろ

てんじつきさわるえほん

27

村山純子（ムラヤマ，ジュンコ）著 1 冊

小学館（2013）■点字の線をさわって楽しむ 11 種類の迷路を、簡単なものから難しいものまで
順を追って収録。見えない人も見える人も楽しめるよう、点字と隆起印刷を施した絵本。

12 月～１月

サピエ図書館の新刊図書

点字図書 10 タイトル
らく

点字

Windows 8.1楽 マスター

28

市川政樹（イチカワ，マサキ）著

３冊

とちぎ視情セ製作

マキノ出版（2014）■Windows8.1 ならではの基本的な操作方法をはじめ、便利なショートカ
ットキー、ウエブを閲覧するための極楽テク、作業効率がアップするワード・エクセルの使いこな
し方などを解説する。

点字

ココロの美容液

29

香山リカ（カヤマ，リカ）著

２冊 奈良視福セ製作

文芸春秋（2013）■「片づけが極端に苦手」「ダイエットが長続きしない」「親を尊敬できない」
など、３０の悩みに精神科医ならではの具体的解決策を提案。ＮＨＫラジオ「香山リカのココロの
美容液」を書籍化。
たつじんたち

点字

宮藤官九郎×葉加瀬太郎

SWITCH インタビュー達 人 達

30

宮藤官九郎（クドウ，カンクロウ），葉加瀬太郎（ハカセ，タロウ）
，
NHK『SWITCH インタビュー達人達』制作班著

２冊

徳島視障セ製作

ぴあ（2014）■オリジナリティとは何か？制約をいかに愉しむか？同時代を生きる脚本家とヴァ
イオリニストの、柔らかなクリエイティヴ論。異なる分野で活躍する達人達が出会い、語り合った、
ＮＨＫ Ｅテレのトークドキュメントを書籍化。
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い さ じ

点字

昨日のまこと、今日のうそ

髪結い伊三次捕物余話

31

宇江佐真理（ウエザ，マリ）著

４冊 島根ラ製作

文芸春秋（2014）■（時代・歴史小説）不破龍之進（ふわりゅうのしん）ときいとの間に長男が
生まれ、伊三次一家も祝いのムードに包まれる。一方、絵師としての才能に疑問を感じ始めた伊与
太（いよた）は？

点字

あしあと

32

勝目梓（カツメ，アズサ）著

５冊 川崎情セ製作

文芸春秋（2014）■ある者はこの世に起こり得ない不思議と遭遇し（「万年筆」
「あしあと」）、あ
る者ははるか彼方に封じていた記憶を呼び起こす（「記憶」
「橋」）。官能と文学の新境地をさらに切
り拓く珠玉の十篇。デビュー４０周年記念作品集。
ど ばく

点字

土 漠 の花

33

月村了衛（ツキムラ，リョウエ）著

６冊

名古屋ラ盲製作

幻冬舎（2014）■ソマリアの国境付近。陸上自衛隊の野営地に、氏族間抗争で命を狙われる女性
が駆け込んだ時、壮絶な撤退戦が始まる。なぜ激しく攻撃されるのか、自衛官は人を殺せるか？男
たちの絆と献身を描く。

点字

内通者

34

堂場瞬一（ドウバ，シュンイチ）著

７冊

神奈川ラ製作

朝日新聞出版（2014）■贈収賄事件の内偵中に最愛の妻を病気で失った千葉県警捜査二課の結城
は、いわれなき告発により自らの立場が揺らいでいく。そんな中、一人娘から助けを求める連絡が
入り…。

点字

物語のおわり

35

湊かなえ（ミナト，カナエ）著

５冊 旭川点図製作

朝日新聞出版（2014）■妊娠３か月で癌が発覚した智子（ともこ）、娘のアメリカ行きを反対す
る木水（きみず）…。迷いを抱えた人々が向かった先は、北海道。旅の途中で手渡されたのは、未
完の小説だった。そして本当の結末とは－。
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点字

ありふれた愛じゃない

36

村山由佳（ムラヤマ，ユカ）著

７冊 神奈川ラ製作

文芸春秋（2014）■未熟だがまっすぐな年下彼氏との婚約に満足していたはずの真奈が偶然再会
したのは、社会不適合だが危険なほど官能的な元カレだった。揺れる心と体。楽園の島タヒチで真
奈が選んだ愛とは？

点字

かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！

37

原ゆたか（ハラ，ユタカ）作・絵

１冊

上田点図製作

ポプラ社（2014）■大魔神と入れ替わって魔法のランプの中にとじこめられたゾロリたち。ラン
プから抜け出すため、ゾロリたちは大魔神を探しに行くことに…。

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 11/2、11/16、12/7、12/21 号） 新潟市発行
●広報かしわざき（第 1128 号～1131 号） 柏崎市発行
●点字厚生（第 245 号） 日本盲人会連合発行
●点字にいがた（第 254 号）
●日点委通信
●日盲社協通信

No.30

新潟県発行

日本点字委員会発行

Vol.69

日本盲人社会福祉施設協議会発行

●ふれあいらしんばん（vol.40） 内閣府発行
●東洋療法（第 247 号、248 号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行
●盲導犬情報（第 13 号） 全国盲導犬施設連合会発行
●にってんボイス（12 月号） 日本点字図書館発行
●読書（12 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 139 号）
●広報いしかわ（第 166 号）
●協会だより

No.10

名古屋盲人情報文化センター発行
石川県発行

石川県視覚障害者協会発行

●ひかり（第 679 号、680 号）天理教点字文庫発行
●ビッグアイ

i-CO（アイコ）（vol.17） 国際障害者交流センター発行

●記憶を受け継ぐ（学ぼうヒロシマ 高校生新聞） 中国新聞社発行
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●ニッポン放送点字・拡大文字番組表（平成 26 年度後期版）ニッポン放送発行
●今こそ流れを変える時。

民主党発行

●点字電話帳（新潟市版） 東日本電信電話株式会社発行
●点字電話帳（上・中・下越地区版）

東日本電信電話株式会社発行

●点字電話帳（佐渡市版） 東日本電信電話株式会社発行

新規取り扱い録音雑誌
当館で、新規に取り扱いするデイジー雑誌２誌です。ご希望の場合は、当館まで。
１．ダンスファン（月刊）

練馬区光が丘図製作

白夜書房発行の「ダンスファン」の音声版。デイジー版は、本年 4 月号から提供
開始。
２．川柳ふあうすと（月刊）

兵庫点図製作

ふあうすと川柳社発行の「川柳ふあうすと」の音声版。デイジー版は、本年２月
号から提供開始。

取扱い中止録音雑誌
取り扱いを中止するデイジー雑誌１誌をお知らせします。
１．小説宝石（月刊）

東京 YWCA 製作

2015 年 3 月号をもって製作中止となるため。ただし、連載は、その連載が終了
するまで提供されるので、ご希望の場合は当館までご連絡ください。

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。今回は、「読み
たい本を探す」がテーマです。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．選定図書週報（週刊）

神奈川ラ製作

書評専門の新聞「週刊読書人」紙面の抜粋録音版。書名、編著者名、出版社、
価格、内容解説等を収録しています。収録時間約３時間。
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２．今月の新刊本案内（ダ・ヴィンチ）
（月刊）

神戸点図製作

さまざまな角度から本の紹介をする雑誌「ダ・ヴィンチ」の抜粋録音版。
「今月
の注目本 130」ほか掲載コーナーを収録。収録時間約１時間 30 分。
３．本の雑誌（月刊）

広視情セ製作

書評を中心に本と活字にまつわる様々な話題を扱った月刊誌「本の雑誌」の全
文収録版。2015 年２月号は「なまはげ風邪引き号」と題し、特集の「カラー
ブックスが好きだ！」のほか、
「新刊めったくたガイド」などたっぷり充実の内
容。収録時間約８時間。
４．京まる（月刊）

京ラ情ス製作

「本屋さんの新刊書」として、図書館流通センター発行の「週刊新刊全点案内」
を抜粋収録するほか、京都ライトハウス情報ステーションの新刊案内を収めた
「はなのぼう」、京都のガイドブック「京ごよみ」なども読める、内容ぎっしり
のよくばり雑誌。収録時間約８時間 30 分。
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