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新 刊 案 内 

■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 9４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。（1は、デイジー図書の収

録時間数） 

■点字・録音の各新刊情報の末尾には、サピエ図書館登録の新刊情報も一部ご紹

介しております。いずれも取り寄せでの貸出ができます。当館までお申し込みく

ださい。 

 

 

2011年 12月～2012年１月登録の新刊 

点字図書新刊 33タイトル 
 

文学 10 タイトル 

 
本 郷
ほんごう

菊
きく

富
ふ

士
じ

ホテル 

 近藤富枝（コンドウ，トミエ）著 3 冊 
中央公論社（1983）■谷崎潤一郎、宇野浩二、広津和郎、尾崎士郎、宇野千代、坂口安吾、

竹久夢二など数多くの作家・芸術家が止宿（ししゅく）し、そこから数々の名作を生みだした

本郷菊富士ホテル。綿密な取材で作家たちの交流と生活を鮮やかに描く大正文学側面史。 

 

 私の文学漂流 

 吉村昭（ヨシムラ，アキラ）著 5 冊 
新潮社（1995）■大学を中退して結婚、生活に追われつつも、小説へのいちずな情熱を貫い

た同人誌時代。そして四度の芥川賞落選…。逆境を乗り越えて、太宰治賞を受賞し、次いで名

作『戦艦武蔵』が生まれるまでの軌跡を率直に綴り、一人の作家の誕生を描く自伝。初期短篇

３作併録。 

 

 
栄光のミッドウェー『飛

ひ

竜
りゅう

』死せず！  

 胡桃哲（クルミ，サトシ）著 4 冊 
学研パブリッシング（2010）■存在するはずのない時空間に、海自最新イージス艦「はやみ」

が転移。歴史に干渉はゆるされるのか？平成の時代への帰還を賭け、海自隊員のサバイバル戦

が開始する！ 
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会社喰

く

い 

 佐賀潜（サガ，セン）著 6 冊 
光文社（1976）■国華（こっか）商事に脱税、近く強制捜査かの噂がたってまもなく、社長

は愛人とともに姿を消した。国華商事を吸収合併し一流総合商社にのし上がろうと目論む同業

の桃井産業は…、社長不在につけこむ専務派のうごめき…、そこに取引銀行頭取たちの見えな

い手が―。庶民に強く官吏に弱い銀行群の冷酷な策略。商社金融のカラクリを暴露する。 

 

 
詐欺師
さ ぎ し

の旅 

 黒岩重吾（クロイワ，ジュウゴ）著 4 冊 
光文社（1970）■今夜はどんな女を抱こうか。二年ぶりに堺の刑務所を出た天才的詐欺師・

神口悟郎（かみぐちごろう）。人気絶頂の歌手の名声を利用してひと稼ぎしたのだが…。鮮やか

な詐欺の手口と、犯人追及のサスペンスで読者を魅了する長編。 

 

 
半島有事 4 漢

はん

江
がん

の攻 防
こうぼう

 

 大石英司（オオイシ，エイシﾞ）著 4 冊 
中央公論新社（2011）■対馬で死闘を繰り広げていた日韓は一時講和し、韓国全土を占領し

た北朝鮮軍と戦うことになった。しかし、ソウルに潜入した合同チームを、万を超える北朝鮮

軍が包囲する。対馬から飛び立った日韓空挺団は果たして間に合うか！？ 

 

 
半島有事 5 嵐の 挟 撃

きょうげき

軍
ぐん

団
だん

 

 大石英司（オオイシ，エイジ）著 4 冊 
中央公論新社（2011）■韓国全土の制圧を目論む北朝鮮軍と、ソウル奪還を目指す韓国軍。

大型台風の襲来で戦局は泥沼化する。一方、戦地に赴いた海自の計画艦ウェーブピアサー型高

速輸送艦にも危機が忍び寄り…。日韓合同軍は洛東江（らくとうこう）を越えられるか？ 

 

 
闇目付・嵐四郎邪 教

じゃきょう

斬
ぎ

り 

 鳴海丈（ナルミ，タケシ）著 4 冊 
光文社（2006）■（時代・歴史小説）深川の関宿（せきやど）藩下屋敷内にある富士塚で、

全裸の生娘（きむすめ）が殺された。さらに目黒の富士塚にも…。外道を許さぬ嵐四郎の剣が

冴え、斬って斬って斬りまくる！ 

 

 
名人は危

あや

うきに遊ぶ 

 白州正子（シラス，マサコ）著 3 冊 
新潮社（1999）■自由に生きることの「孤独」について。とらわれず、ひたすら「在る」こ

との充足について。歳月に磨かれた「型」の非情さについて。本当の美しさを「もの」に見出

し、育て、生かすことについて。はかなさの、めでたさについて。さくら、新緑、観音浄土…、

おのれの魂と向き合い悠久のエネルギーを触知した日々。誰のものでもない「私の」人生、そ

の豊熟（ほうじゅく）を緩急自在に語る、３８の随想。 
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 母をたずねて三千里 

 デ・アミーチス原作 

箱石桂子（ハコイシ，ケイコ）［ノベライズ］ 3 冊 
竹書房（2004）■元気なジェノバっ子のマルコはアルゼンチンに働きに出たままの母に会う

ため、ひとり旅に出る。時には人に助けられ、時にはくじけながらも勇敢に旅を続けるマルコ

―。しかし、期待を胸に行く先々に母はいないのだった。果たして、この旅の終わりにマルコ

は母に会えるのか―？『世界名作劇場』シリーズ随一の感涙必至の感動作。 

 

 
歴史・地理 ３タイトル 

 ヨーロッパの「王室」がよくわかる本 

王朝の興亡
こうぼう

、華麗なる系譜
けいふ

から玉座
ぎょくざ

の行方まで 

 川原崎剛雄（カワラザキ，タケオ）監修／造事務所（ゾウジムショ）編

著 4 冊 
ＰＨＰ研究所（2008）■ヨーロッパの王室の歴史を紐とくと、優雅で華麗な響きのする言葉

とは裏腹に、陰謀と愛憎渦巻くドラマが展開されていることがわかる。複雑に絡み合った系譜

と巨大な血縁ネットワークの中でおきた抗争を詳説！ 

 

 おみやげ帖 ことりっぷ国内版 

 昭文社旅行書編集部（ショウブンシャ リョコウショ ヘンシュウブ）

編 4 冊 
昭文社（2009）■おみやげ選びは旅の楽しみ。日本全国のステキなおみやげをことりがそっ

と教えます。データ：２００９年２月現在。 

 

 奈良・大和路観光ガイドブック 

 奈良県（ナラケン）［編］ 2 冊 
奈良県（2011）■奈良北、生駒（いこま）・信貴（しぎ）・葛城（かつらぎ）、山の辺・橿原（か

しはら）・宇陀（うだ）、吉野路の４つの場所にわけ、社寺や街並みなど奈良の魅力を紹介。デ

ータは２０１１年３月現在。 

 

 
社会・福祉 １タイトル 

 
介護
かいご

崩 壊
ほうかい

 

 凛次郎（リン，ジロウ）著 2 冊 
晋遊舎（2007）■「コムスン」事件で発覚した介護業界の怪しすぎる正体。相次ぐ高齢者へ

の虐待、事件の数々…。2000年から始まった介護保険制度は、はたして老人たちを救えるの

か？介護現場の真の実態を詳細にレポートする。 
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技術 ４タイトル 

 
美酒
びしゅ

の設計 極上の純米酒を醸
かも

す杜氏
とうじ

・高橋藤
とう

一
いち

の仕事 

 藤田千恵子（フジタ，チエコ）著 2 冊 
マガジンハウス（2009）■酒造り歴４５年の経験をもつ高橋藤一は、酒造りの常識である「櫂

入れ（かいいれ）」をせず、微生物の自然の営みを辛抱強く見守り続ける。ベテラン杜氏の酒造

りの現場を描き、ものづくりの原点に迫ったノンフィクション。 

 

 大阪・京都・神戸手みやげガイド 

 関西手みやげ研究会（カンサイ テミヤゲ ケンキュウカイ）編 3 冊 
広済堂出版（2005）■地元の味をこよなく愛する「関西手みやげ研究会」による大阪、京都、

神戸、奈良のうまいもん２７２品を紹介。出張に便利な駅から１０分で買える関西みやげリス

ト付き。 

 

 季節の料理レシピ集 

 すこやか食生活協会（スコヤカ ショクセイカツ キョウカイ）［編］ 

1 冊 
［原本なし］■月ごとに旬の食材や年中行事を盛り込んだ料理、季節にふさわしい料理のレシ

ピ６０品を、大活字と透明点字で紹介。ＳＰコード付き。 

 

 スタンダード・カクテル 

 伊藤正之（イトウ，マサユキ）監修 5 冊 
創元社（1995）■カクテルの紹介、作り方。 

 

 
芸術 １タイトル 

 
ピアノ連想

れんそう

曲 集
きょくしゅう

 

 岩本賢雄（イワモト，ヨシオ）著 3 冊 
談風庵プレス（ダンプウアンプレス）（2008）■音楽を聴くたびに、なにかその音楽にだけ抱

く特別な思いや思い出に繋がる…未だ忘れがたき記憶の数々を２４総ての調のピアノ曲と共に

綴った一冊。 

 

 
点字児童図書 14タイトル 

 
からほり亭

てい

で漫 才
まんざい

！ 

 藤田富美恵（フジタ，フミエ）著 ２冊 
文研出版（2009）■大阪の空堀（からほり）商店街が舞台。仲良しの同級生。ひとり暮らし

のおばあちゃんにケガをさせてしまい、ふたりはおばあちゃんの家に住み込むことに。気むず

かしいおばあちゃんだったがしだいにうちとけて、からほり亭再開の夢を語りだす。小学校高

学年から。 
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 トラム、光をまき散らしながら 

 名木田恵子（ナギタ，ケイコ）著 ２冊 
ポプラ社（2009）■奇妙な名を遺して死んでしまった父に執着する母に対して、自分が母親

のようにして成長した少女の心の葛藤を、トラムでであった少年との交流をとおして描く。中

学生・高校生から。 

 

 
緑
りょく

瑠璃
る り

の鞠
まり

 

 久保田香里（クボタ，カオリ）著 ２冊 
岩崎書店（2009）■父母を亡くして、寄る辺のなかった姫のもとへ、父親に命を助けてもら

った恩返しをしたいと若者がやってきた。女童のわかぎは、まるで光源氏の君のようだと大喜

びする。小学校高学年から。 

 

 
西遊記
さいゆうき

９ 妖
よう

の巻 

 斉藤洋（サイトウ，ヒロシ）著／呉承恩（ゴ，ショウオン）原作 ２冊 
理論社（2010）■斉藤洋が新しい視点で書き直す、ファンタジー・アドベンチャー。小学校

中・高学年から。 

 

 トレッリおばあちゃんのスペシャル・メニュー 

 シャロン・クリーチ著／せな あいこ訳 １冊 
評論社（2009）■おばあちゃんが教えてくれる、とびっきりの“人生のレシピ”。親友とけ

んかしてしまった時にも、おばあちゃんは、パスタやスープを作りながら教えてくれる。人と

人とが心を開きあう方法を…。ほっとあたたまる、スープみたいな物語。小学校高学年から。 

 

 モーツァルトはおことわり 

 マイケル・モーパーコ著／さくま ゆみこ訳 １冊 
岩崎書店（2010）■世界的バイオリニスト、パオロは決してモーツァルトを演奏しない。そ

の理由は、ナチス強制収容所の悲劇とつながっていた。音楽を武器に戦争を生き抜いた人々を

描く。中学生から。 

 

 ルール！ 

 シンシア・ロード著／おびか ゆうこ訳 ３冊 
主婦の友社（2009）■自分と自閉症の弟にルールを課している、１２才のキャサリンが自分

らしくある事を学んでいく…。全米で絶賛＆感動の嵐。ニューベリーオナー賞・全米図書館協

会優良図書賞他多くの賞を受賞。小学校高学年・中学生から。 

 

 ＳＯＳ！あやうし空の王さま号 ヒキガエルとんだ大冒険４ 

 ラッセル・Ｅ・エリクソン著／佐藤涼子（サトウ，リョウコ）訳 １冊 
評論社（2008）■鳥のように空を飛べたらなあ…と思ったのが、すべての始まりだった。手

作りの気球にのったウォートンとモートンは、原っぱに墜落。あばれん坊のイタチ族を相手に、

兄弟は知恵と勇気で立ち向かう！小学校中学年から。 
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 ウォートンとモリネズミの取引屋 ヒキガエルとんだ大冒険５   

 ラッセル・Ｅ・エリクソン著／佐藤涼子（サトウ，リョウコ）訳 １冊 
評論社（2008）■ヒキガエルのウォートンは、久しぶりにトゥーリアおばさんの家を訪ねた。

おばさんは4日も前から行方不明だという。ウォートンはおばさんを探しに、こわくて有名な

沼地までやってきた。そこにヤマネコがあらわれて…。小学校中学年から。 

 

 ウォートンとモートンの大ひょうりゅう ヒキガエルとんだ大冒険６ 

 ラッセル・Ｅ・エリクソン著／佐藤涼子（サトウ，リョウコ）訳 １冊 
評論社（2009）■ハチミツを取りに出かけて、アライグマに追われたウォートンとモートン

が逃げ込んだのは、アマガエルのおばあさんの家。ところが、大雨が降って、木が倒され、流

されて…あやうし、ヒキガエルとアマガエル 小学校中学年から。 

 

 ウォートンとカラスのコンテスト ヒキガエルとんだ大冒険７   

 ラッセル・Ｅ・エリクソン著／佐藤涼子（サトウ，リョウコ）訳 １冊 
評論社（2009）■おじいちゃんヒキガエルの大事な金時計を、カラスがくわえていってしま

った。「時計を取りもどさなくては！」とウォートンたちはカラスが集まる“ぺたんこ山”へ向

かったが…。大人気シリーズのゆかいな冒険物語、最終巻です。小学校中学年から。 

 

 マイカのこうのとり 

 ベンノー・プルードラ著／上田真而子（ウエダ，マニコ）訳 １冊 
岩波書店（2008）■マイカの家にある納屋の屋根の上には、ずっとこうのとりが住みついて

います。ある時、こうのとりの一家は、色の違う１羽のひなを置いて南へ飛び立ってしまい、

マイカは、ひなを家においてあげることにしました。幼い少女と飛べないこうのとりのひなと

の、心の交流を詩情豊かに描きます。小学校中・高学年から。 

 

 ふたりのロッテ 

 エーリヒ・ケストナー作／池田香代子（イケダ，カヨコ）訳 2 冊 
岩波書店（2006）■おたがいを知らずに別々の町で育った、ふたごの姉妹ルイーゼとロッテ。

ある夏、スイスの林間学校で、ふたりは偶然に出会います。父と母の秘密を知ったふたりは別

れた両親を仲直りさせるために、大胆な計画をたてるのですが…。小学校高学年から。 

 

 日曜日島のパパ 

 ペッテル・リードベック著／菱木晃子（ヒシキ，アキラコ）訳 ２冊 
岩波書店（2009）■ヴィンニは8歳の元気な女の子。ふだんは離れて暮らすパパと夏のあい

だだけ「日曜日島」で過ごします。ちょっと頼りないパパとしっかり者のヴィンニの楽しい夏

を描いた、スウェーデン生まれの物語。小学校中学年から。 
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12月～1月サピエ図書館の新刊点字図書 

点字図書 10タイトル 
 バッキンガム宮殿の日常生活 

 Ｂ．メヤ‐スタブレ（メヤ スタブレ，ベルトラン）著 

新倉真由美（ニイクラ，マユミ）訳 ６冊  

滋賀視障セ製作 
文園社（2011）■女王は眠りに就く前に宮殿で何をするのか？ロイヤルファミリーは互いに

何と呼び合うのか？ エリザベス女王とその家族の公務や外遊の他、レセプション、晩餐など、

日々の様子をあますところなく紹介する。 

 

 万引きＧメンは見た！ 

 伊東ゆう（イトウ，ユウ）著 ４冊  

日点図製作 
河出書房新社（2011）■万引きＧメンと呼ばれる保安員が見た、犯人たちの驚くべき実態と

は？挙動不審者の見分け方や、手口にも迫る。 

 

 日本人の命を奪う６つの病気と誰でもすぐできる66の健康法！ 

 吉田たかよし（ヨシダ，タカヨシ）著 ２冊  

横須賀点製作 
角川マガジンズ（2011）■医師である著者が、日本人の死因の上位にある「癌」「心疾患」「脳

血管疾患」「肺炎」「腎不全」「肝疾患」の６つの病気を予防するための健康法を紹介する。 

 

 
facebook
フェイスブック

が 2時間でマスターできる本 

 レッカ社編著 3冊  

神戸点図製作 
PHP 研究所（2011）■ユーザー数が６億人を突破し、世界最大のＳＮＳを誇るフェイスブ

ック。一方日本では、「使い方がややこしい」と登録だけで放置している人が多いのも現実。

そこで本書では、誰でも超簡単に使える基本操作からプライベートや仕事にすぐ役立つ活用ポ

イントまで、分かり易さにこだわって徹底解説！「実名登録しないとダメ？」「個人情報は流

出しない？」など、誰もが気になるＱ＆Ａ付き。 

 

 
相 性
あいしょう

 

 三浦友和（ミウラ，トモカズ）著 3冊  

富山福セ製作 
小学館（2011）■俳優・三浦友和が６０年の半生を振り返る自伝。「真面目」を愚直に貫い

てきた男の生き方をまとめた１冊。１２月３日から公開の『ＲＡＩＬＷＡＹＳ 愛を伝えられ

ない大人たちへ』とリンク。 

 

 

34 

35 

36 

37 
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 英語と日本語のあいだ 

 菅原克也（スガワラ，カツヤ）著 ４冊  

高知点図製作 
講談社（2011）■「コミュニケーション英語」が重視される今日、日本人英語学習者はどの

ようにして英語の運用能力を高めてゆくべきなのか、いかなる力を身につけるべきなのか、学

校での英語教育はどうあるべきかを、あらためて考える。 

 

 無冠の父 

 阿久悠（アク，ユウ）著 ４冊  

日点図製作 
岩波書店（2011）■戦中から昭和30年頃までの淡路島。小さな駐在所に暮らす、ある一家

のささやかな幸福と戦争の傷痕。自らの父親と家族をモデルにした、未発表長編小説。 

 

 三つの名を持つ犬 

 近藤史恵（コンドウ，フミエ）著 ４冊  

早川福祉製作 
徳間書店（2011）■売れないモデルの草間都にとってかけがえのない存在だった愛犬エルが、

ある日死んでしまう。エルそっくりの犬が現れたとき、思わず都は…。切なくも美しいミステ

リー。『問題小説』掲載を加筆訂正して書籍化。 

 

 
美女斬り御免！だるま大吾郎

だいごろう

艶
えん

情
じょう

剣
けん

 女 侠
じょきょう

篇 

 鳴海丈（ナルミ，タケシ）著 ４冊  

福島点図製作 
学研パブリッシング（2011）■精力絶倫で巨漢の素浪人・樽間大吾郎（だるまだいごろう）

が、並みの男の２倍はあろうかという股間の“黒達磨”で美女たちを斬りまくる！『月刊プレ

イコミック』連載中の人気官能時代小説が待望の文庫化。「悪女と剣術娘」「華魁くずし」ほか

全５話収録。 

 

 古本屋歳時記 俳句つれづれ草 

 出久根達郎（デクネ，タツロウ）著 ２冊  

神奈川ラ製作 
河出書房新社（2011）■人生、到るところ感興あり。気のおけない仲間との集まり、偶然の

ひととの出会い、生活のなか、ささやかだけれども数々の発見が…。冒頭に導入となる俳句を

一句収録した、四季折々の身辺雑記。『俳句研究』連載を書籍化。 

 

 

 

 

 

 

43 
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録音図書新刊 52タイトル      □D：デイジー図書の収録時間数 
 

文学 25 タイトル 

 
汽水域
きすいいき

 新潟県高等学校教職員組合（新高教）教研文芸部会誌 

第３号 

 汽水域編集委員会（キスイイキ ヘンシュウ イインカイ）編 

□D 7: 46  
新潟県高等学校教職員組合（2011）■新潟県高等学校教職員組合員の小説・詩・短歌・俳句・

狂歌・川柳・エッセイ等の文芸作品や、ルポルタージュ・研究論文、写真・書・絵画・イラス

ト等を掲載したオピニオン雑誌。2011年４月発行。 

 

 夢幻飛行 詩集 

 四方健二（ヨモ，ケンジ）著 □D 1:23  
郁朋社（2011）■全ての心が命を奏で 全ての命が心を謳い 回り続ける環の中で 世界は

優しく頬笑む（「環（わ）」より） 言の葉の上を翔け巡る詩嚢（しのう）の豊饒な響き。進行

性筋ジストロフィー症の著者が命を謳いあげた幻想的叙景詩集。 

 

 聖なる教室 書下し長篇官能ロマン 

 和泉麻紀（イズミ，マキ）著 □D 5:29  
徳間書店（2006）■（ポルノ）渋谷にある瀟洒（しょうしゃ）な洋館の門を津上遥子はくぐ

った。ギター教師・秋野とのレッスンは、遥子にとって、聖なる時間だった。だが教室には先

客が。秋野を誘惑する女子高生・未玲（みれい）。教室に漂う湿っぽく淫らな気配。三人の妖

しい時間が始まった…。 

 

 新吾十番勝負 3 流離の巻 

 川口松太郎（カワグチ，マツタロウ）著 □D 7:03 
嶋中書店（2006）■（時代・歴史小説）「大坂の陣」必勝の秘事、神君（しんくん）朱印状

をめぐる陰謀が発覚し･･･新吾は恩人梅井多門助太刀のため紀州領を脱出する。 

 

 
混 沌
こんとん

 交代寄合伊那衆異聞 15 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）［著］ □D 7:25 
講談社（2011）■（時代・歴史小説）守るべきはサムライの信義。魔都で決死行！幕府の実

権は理解者の堀田正睦（まさよし）から井伊直弼へ。藤之助は快速帆船率い上海へ就航。英国

商会と商談中に巨額売上金を強奪されてしまう。悪の巣窟に単身潜入するが？ 

 

 愛憎 吉原裏同心15 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 6:38 
光文社（2011）■（時代・歴史小説）吉原で近頃人気の中籬（なかがき）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（かみもりみきじろう）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。 

44 

45 

46 

47 
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 針いっぽん 鎌倉河岸捕物控19 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 6:45 
角川春樹事務所（2011）■（時代・歴史小説）宗五郎たちが湯治旅からもどり、鎌倉河岸が

いつもの賑わいを取り戻した夜、政次らは、御堀端で神田橋御門から出てきた二艘の不浄船を

目撃する。シリーズ十周年の記念すべき時代長篇。 

 

 
晩 節
ばんせつ

 密命・終
つい

の一刀 「密命」シリーズ26 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:25 
祥伝社（2011）■（時代・歴史小説）上覧剣術大試合から五年―。金杉惣三郎（かなすぎそ

うざぶろう）は、故郷・豊後相良（ぶんごさがら）に隠れ住んでいた。しかし、再び暗躍する

影を感じ、陰謀の根源を絶つべく因縁の地・尾張へと向かう決意をする。大河巨編が今、圧巻

の終極へと達する。 

 

 橋の上 居眠り磐音江戸双紙 帰着準備号 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 8:45 
双葉社（2011）■若き日の磐音を描いた書下ろしの「橋の上」他、江戸帰着を控えたシリー

ズ本編を前に、江戸の街にスポットを当てた読物を収録した、居眠り磐音江戸帰着準備号。 

 

 タイムカプセル 

 椙本孝思（スギモト，タカシ）［著］ □D 10:21 
アルファポリス（2011）■（推理小説）１５年前に学校で埋めたタイムカプセル。同窓会で

その封印を解いた数日後、クラスメイトの１人が刺殺体となって発見された。クラスメイトた

ちは真相を追うが、１人、また１人と次々に殺されてゆき…。異色の記憶ミステリー。 

 

 美人捜査官 3 女子学園レイプ事件 

 高輪茂（タカナワ，シゲル）著 □D 6:43 
マドンナ社（2005）■（ポルノ）名門女子学園の女教師がレイプされた！容疑者の同僚教師、

謎の美少女、闇の世界の住人…捜査に乗り出した女性捜査官たちを待っていたのは入り組んだ

事件の背景と、過酷な女体責めであった。真相に近づく彼女たちに、さらなる肉の試練が―。 

 

 
彦六捕物帖 凶 賊

きょうぞく

編 

 鳴海丈（ナルミ，タケシ）著 □D 7: 36 
光文社（2001）■（時代・歴史小説）「あいつだけは、この世に生まれてきたことを後悔す

るほど、たっぷりと復讐してやる！」弟の外道鬼の仇討ちのために、凶賊“業人の寒兵衛”一

味が江戸を強襲！新米親分の彦六の周囲で、残虐な怪事件が続発した。業人一味の幹部“三魔

衆”の仕業であった。年増にモテる美男の彦六が、男装娘の春吉を乾分にして、史上最悪の犯

罪者集団と闘う異色時代サスペンス。 
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甲州海道密殺剣 多羅尾

た ら お

佐
さ

介
すけ

甲賀
こうが

隠 密 帳
おんみつちょう

 

 宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 □D 7:09 
角川春樹事務所（2005）■（時代・歴史小説）三代将軍徳川家光の密命を受け、私鋳銭（贋

金）密造の捜索に当たる甲賀忍者・多羅尾佐介は甲斐国に飛んだ。寺院の釣鐘盗難と私鋳銭と

の関係は？意外な黒幕との死闘の行方は･･･。 

 

 おまえさん 上 

 宮部みゆき（ミヤベ，ミユキ）著 □D 17:40 

 おまえさん 下 

 宮部みゆき（ミヤベ，ミユキ）著 □D 16:20 
講談社（2011）■（時代・歴史小説）痒み止め薬を売り出し中の瓶屋の主人、新兵衛が斬り

殺された。本所深川の“ぼんくら”同心・井筒平四郎は、将来を期待される同心・間島信之輔

(残念ながら醜男)と調べに乗り出す。その斬り口は、少し前にあがった身元不明の亡骸と同じ

だった。両者をつなぐ、隠され続けた二十年前の罪。さらなる亡骸…。瓶屋に遺された美しす

ぎる母娘は事件の鍵を握るのか。大人気時代ミステリー「ぼんくら」シリーズ最新刊。 

 

 内なる辺境 

 安部公房（アベ，コウボウ）著 □D 2:53 
中央公論新社（1975）■ナチスの軍服が若者の反抗心をくすぐり、ファシズムがエロチシズ

ムと結びつく。この偽の異端の流行の中で、内なる辺境による現代の異端の本質を考察する連

作エッセイ。前衛作家の創造の核心を知る。 

 

 新潟県文学全集 第１期（小説編）１ 明治編 

 田中榮一（タナカ，エイイチ）ほか編集／伊狩章（イカリ，アキラ）監

修 □D 11:24 
郷土出版社（1995）■良夜 饗庭篁村（アエバ，コウソン）著． 取舵（とりかじ）泉鏡花

著． 清水越（抄） 金子春夢著． 佐渡ケ島 幸田露伴著． 麗日（抄） 蝋人形 小川未

明著． 漂泊 海の人 相馬御風著． 浜菊 伊藤左千夫著． 短夜（みじかよ）（対話）永

井荷風著． 夜烏 平出修（ヒライデ，シュウ）著． 

 

 ソーントン・ワイルダー1 わが町 

 ソーントン・ワイルダー著 □D 5:09 
早川書房（2007）■小さな町で育ち、結婚した男女。しかし幸せに満ちた９年の夫婦生活の

後、女性の身には…。日常生活のかけがえのない価値を問う。1938年ピュリッツァー賞受賞。 

 

 
彷徨
さまよ

える艦隊 旗艦
きかん

ドーントレス 

 ジャック・キャンベル著／月岡小穂（ツキオカ，サホ）訳 □D 12:32 
早川書房（2008）■大佐が冷凍睡眠から目覚めると、そこは 100 年が経過していた。愕然

とする彼に与えられた任務は、司令長官として艦隊を故郷へと連れ戻すことだった。 

58 

56 

57 

59 

60 

61 

62 



メールにいがた第 94 号（2012 年 2 月号）別冊 

12 

 

 オリーヴ・キタリッジの生活 

 エリザベス・ストラウト著／小川高義（オガワ，タカヨシ）訳 □D 14:27 
早川書房（2010）■元数学教師の不器用な生き方は、小さな港町の住人の心を揺り動かして

いく。かけがえのない人生を描いた、全13編の連作短編集。2009年ピュリッツァー賞受賞。 

 

 砲艦ホットスパー 

 セシル・スコット・フォレスター著／菊池光（キクチ，ミツ）訳 □D 15:37 
早川書房（1974）■重大任務を命ぜられたホーンブロワーは、フランス海軍を相手に奮戦。

やがて有能な艦長としての評価を確立していく。シリーズ第３作。 

 

 
拮 抗
きっこう

 

 ディック・フランシス，フェリックス・フランシス著／北野寿美枝（キ

タノ，スミエ）訳 □D 14:07 
早川書房（2010）■英国最大の競馬レースの初日、男性の前に父親と名乗る男が現れたが、

暴漢により殺されてしまう。父親は一体何をしていたのか。男性は謎を追い始める。 

 

 卵をめぐる祖父の戦争 

 デイヴィッド・ベニオフ著／田口俊樹（タグチ，トシキ）訳 

□D 11:56 
早川書房（2010）■ナチスドイツ包囲下の飢餓にあえぐ街に暮らす青年は、軍の大佐の娘の

結婚式のため、卵の調達を命じられる。戦争の愚かさと、若者達の友情と冒険を描く。 

 

 ハイク・ガイ 

 デイヴィッド・Ｇ．ラヌー著／湊圭史（ミナト，ケイジ）訳 

□D 5:38 
三和書籍（2009）■日本が誇る俳句マスター小林一茶が、時は江戸時代から現代アメリカ、

場所は信濃からニューオーリンズ、ネブラスカを経て日本各地へ、縦横無尽な奔放さで活躍す

る、コミカルでスピード感ある物語。 

 

 パパ、ママ、あいしてる 

エレナが残したメッセージ 

 ブルック・デザリック、キース・デザリック著／青山陽子（アオヤマ，

ヨウコ）訳 □D 9:06 
早川書房（2010）■悪性の脳腫瘍で亡くなった６歳の少女エレナ。彼女は生前、家のあちこ

ちに手紙を隠していた。それは家族に愛を伝えるものだった。感動の実話。 
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哲学・宗教・人生訓 １タイトル 

 人生を創る言葉 古今東西の偉人たちが残した94 の名言 

 渡部昇一（ワタナベ，ショウイチ）著 □D 7:34 
致知出版社（2005）■誰にでも自分に合った成功への道がある！リンカーン、フォード、ビ

スマルク、伊藤博文、親鸞、岩崎弥太郎などの名言とその逸話をまとめる。偉人たちの言葉か

ら人生を学ぼう。 

 

 
歴史・伝記 １タイトル 

 ご先祖様はどちら様 

 高橋秀実（タカハシ，ヒデミネ）著 □D 7:14 
新潮社（2011）■みんな誰かの末裔。誰かとは「誰」なのかと探っていくと、その数は天文

学的に増えてしまい、やがて区別がつかなくなってしまう…。自らの先祖を辿った個人的な記

録。季刊『考える人』連載に加筆修正して単行本化。 

 

 
社会・福祉・風俗習慣 ９タイトル 

 これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学 

 マイケル・サンデル著／鬼澤忍（オニザワ，シノブ）訳 □D 17:03 
早川書房（2010）■金持ちに高い税金を課し、貧しい人々に再分配するのは公正なことだろ

うか。「正義」をめぐる哲学の問題を、古今の哲学者の思想を例に問い直す。 

 

 時効捜査 警察庁長官狙撃事件の深層 

 竹内明（タケウチ，メイ）著 □D 5:28  
講談社（2010）■国松孝次（くにまつたかじ）警察庁長官狙撃事件は、2010年３月30日

午前０時に公訴時効が成立した－。前代未聞の事件は、なぜ未解決のまま時効を迎えたのか。

屈辱の日本警察の内幕を暴くドキュメント。 

 

 障害者白書 平成 23年版 

 内閣府（ナイカクフ）編集 □D 8:43 ６巻 
佐伯（さいき）印刷（2011）■近時の障害者制度改革の動きをはじめ、平成22年度に政府

が講じた障害者施策の概況を記述。また、東日本大震災における障害のある人たちへの緊急支

援などについても紹介する。 
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 見えにくい世界 

みえるとみえないの狭間を歩く・糖尿病のリハビリ、セルフケアの自立

めざして 

 清水美知子（シミズ，ミチコ）、西川みどり（ニシカワ，ミドリ）、井上

朱実（イノウエ，アケミ）著 □D 8: 32 
シイーム出版（2011）■自身も重度視覚障害があるメディカルカウンセラー、医療の現場で

訓練とカウンセリングをしている歩行訓練士の３人が、視覚障害や視覚障害があるひとについ

て記したエッセイ集。異なる視点で、日常の生活を切り取った文章は、あるものは感動的であ

り、あるものは示唆に富む。糖尿病外来から「見えにくい世界」への挑戦を紹介。 

 

 箸の民俗誌 

 斎藤たま（サイトウ，タマ）著 □D 6:26  
論創社（2010）■日本人の食卓に欠かせない箸。各地に見られる桑や南天の箸から、香り高

いクロモジの箸、九州の正月箸・栗箸など、さまざまな箸の由来を全国にたずねる。 

 

 落し紙以前 

 斎藤たま（サイトウ，タマ）著 □D 8:58  
論創社（2005）■トイレットペーパーが普及する以前、何で拭いていたのか？葉っぱ、藻、

とうもろこし皮、木ベラ竹ベラ、ワラ、それから縄も？日本各地を訪ね歩いて聞き集めた便所

にまつわる民俗誌。 

 

 賽銭の民俗誌 

 斎藤たま（サイトウ，タマ）著 □D 6:53  
論創社（2010）■銭の前は米、米の前は石だった…。日本人はなぜ賽銭を放り投げるのか。

賽銭本来の姿とは。賽銭にはどんな思いをこめたのか。賽銭にまつわるあれこれを、日本各地

にたずね歩く。 

 

 まよけの民俗誌 

 斎藤たま（サイトウ，タマ）著 □D 7:19  
論創社（2010）■人びとは臭いニンニク、棘のあるヒイラギを家の周りに取り付けて、まも

のの侵入を防いできた。北海道・二風谷（にぶたに）のテッコッペから福島市のサルッコ、沖

縄・石垣島のヤドブレまで、今に伝わる各地のまよけの風習を拾い集めた記録。 

 

 ねりまの昔ばなし 

 東京都練馬区教育委員会（トウキョウト ネリマク キョウイク イイ

ンカイ）編 □D 2:38 
練馬区教育委員会（1999）■東京、ねりまの昔話を紹介。 
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自然科学・健康・医学 12タイトル 

 ライオンのクリスチャン 都会育ちのライオンとアフリカで再会する

まで 

 アンソニー・バーク、ジョン・レンダル著／西竹徹（ニシタケ，トオル）

訳 □D 4:35  
早川書房（2009）■1970年代初頭、２人の若者はともに暮らしたライオンをアフリカの野

生に戻す試みを行った。その１年後、彼らは再びアフリカを訪れる。ノンフィクション。 

 

 大原さんちの食う・寝る・ココロ 東洋医学はじめの一歩 

 大原由軌子（オオハラ，ユキコ）著 □D 3:43  
集英社（2011）■お父さんは神経症＆花粉症、お母さんは円形脱毛症、長男は癇癪（かんし

ゃく）持ち、次男は喘息気味。そんな大原家が、鍼灸の先生に出会った…。東洋医学をコミッ

クで紹介する。『レンザブロー』等連載に加筆し書籍化。 

 

 狭心症・心筋梗塞 正しい治療がわかる本 

 野々木宏（ノノギ，ヒロシ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編集 

□D 8:25  
法研（2009）■予防策から発作がおきたときの対処まで、狭心症・心筋梗塞の最新の標準治

療を詳しく解説。これだけは聞いておきたい治療のポイントＱ＆Ａ、循環器専門医のいるおも

な施設リストも収録。 

 

 ぜんそく 正しい治療がわかる本 

 足立満（アダチ，ミツル）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編集 

□D 11:41 
法研（2010）■吸入ステロイド薬を中心とした治療で発作を予防すれば、ぜんそくを持つ人

も健康な人と変わらない生活が送れます。子どもからお年寄りまで、安全で効果的なぜんそく

の自己管理法と生活上の注意を解説します。 

 

 
痛風・高 尿 酸

こうにょうさん

血 症
けっしょう

 正しい治療がわかる本 

 川合真一（カワイ，シンイチ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編

集 □D 5:20  
法研（2010）■痛風は、痛みがおさまってからの治療がポイント。尿酸値をいかにコントロ

ールし、その後の合併症を予防するか。尿酸値高めの人に役立つ生活習慣見直しのポイント、

病気や治療薬についての正しい知識を解説する。 
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 関節リウマチ 正しい治療がわかる本 

 尾崎承一（オザキ，ショウイチ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任

編集 □D 6:27  
法研（2008）■痛みと腫れが劇的にとれる！関節リウマチの治療法は、近年、新薬の登場に

よりめざましい進歩をとげている。関節の破壊をくい止める最新の治療を中心に、今後の動向

を含めくわしく解説する。 

 

 統合失調症 正しい治療がわかる本 

 中込和幸（ナカゴメ，カズユキ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任

編集 □D 5:05 
法研（2009）■統合失調症の治療について、薬・リハビリ・地域の支援という三本柱を基本

に、焦らず、無理せず、徐々に回復を促す治療法を解説。家族や周囲の人たちへのアドバイス

も満載。 

 

 うつ病 正しい治療がわかる本 

 樋口輝彦（ヒグチ，テルヒコ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編

集 □D 5:00 
法研（2008）■休養・薬物療法・精神療法・環境調整を組み合わせた正しい治療で、ほとん

どのうつ病が治る。治りにくいタイプに有効な治療法もわかってきた。治療方法を中心に再発

予防のポイントや家族へのアドバイスなども詳説。 

 

 
腰 椎
ようつい

椎 間 板
ついかんばん

ヘルニア・腰部
ようぶ

脊 柱 管
せきちゅうかん

狭 窄 症
きょうさくしょう

 

正しい治療がわかる本 

 近籐泰児（コンドウ，タイジ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編

集 □D 7:53 
法研（2010）■腰痛、脚の痛みやしびれの原因となる腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄

症の最新の標準治療を紹介。悪化や再発を防ぐ生活習慣や運動、治療のポイントＱ＆Ａ、脊椎

脊髄病の専門医のいる施設リストなども掲載。 

 

 
変形性膝

しつ

関 節 症
かんせつしょう

 正しい治療がわかる本 

 黒田栄史（クロダ，エイシ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編集 

□D 5:52   
法研（2009）■膝の痛みは「まず自分で治す」が基本。痛みに効く「運動」を多数紹介し、

生活上の工夫や進行期の手術選択のポイントなど、変形性膝関節症の初期から進行期までの、

膝の痛みとのつきあい方を網羅。 
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 アトピー性皮膚炎 正しい治療がわかる本 

 古江増隆（フルエ，マスタカ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編

集 □D 7:08 
法研（2008）■アレルギー体質でない人でもかかるのがアトピー性皮膚炎。まちがった対応

でこじらすことも…。保湿を第一歩として、ステロイドの正しい使い方や最新の薬、生活上の

注意についてくわしく紹介。 

 

 乳がん 正しい治療がわかる本 

 中村清吾（ナカムラ，セイゴ）著／福井次矢（フクイ，ツグヤ）責任編

集 □D 5:47  
法研（2008）■乳がん治療は日々進化する。いまや乳房温存は当然、いかに小さく切り、体

への負担を軽くするかが追求されている。手術前の薬物療法など最新の標準治療を紹介した、

「切る」前にぜひ読んでおきたい一冊。 

 

録音児童図書 ４タイトル 

 お月さまと王女 

 池田大作（イケダ，ダイサク）文／ブライアン・ワイルドスミス絵 

□D 0:16 
聖教新聞社（1996）■ファンタスティックで夢のようにあたたかいお話です。わがままで、

いつもだだをこねてはお母さんを困らせているソフィー。このソフィーをやさしくみつめてい

た月が一計を案じます。そうして、月のウサギをソフィーのもとに送るのですが―はて、どう

なりますことやら。 

 

 おじいちゃんの大切な一日 

 重松清（シゲマツ，キヨシ）著／はまのゆか絵 □D 1:32 
幻冬舎（2011）■工作機械を作る工場に勤めているおじいちゃんが定年退職する日、孫のエ

リカは工場を見学することになった。今までゲーム機を大切にしなかったエリカだったが…。

すべての人に受け継がれる「明日」。それを、「希望」と呼ぶための物語。 

 

 シノダ！魔物の森のふしぎな夜 

 富安陽子（トミヤス，ヨウコ）著／大庭賢哉（オオバ，ケンヤ）絵 

□D 4:49 
偕成社（2008）■信田（しのだ）家のママはじつはキツネ。そのママは、子どもの頃にもパ

パと出会っていたらしい。魔物が出るという言い伝えがある森で、時がとまった夜におこった

ふしぎなできごと。信田家のパパとママ、イッチとサキの出会いの物語。 

 

 黒猫オルドウィンの冒険 三びきの魔法使い、旅に出る 

 アダム・ジェイ・エプスタイン、アンドリュー・ジェイコブスン著／大

谷真弓（オオタニ，マユミ）訳 □D 9:05 
早川書房（2010）■ちょっとした偶然から魔法使いの使い魔に選ばれた野良猫オルドウィン。

さらわれた魔法使いたちを救うため、それぞれの使い魔たちの危険な旅が始まる。 
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一般ＣＤ６タイトル 

宗教 １タイトル 

 漂泊の人生 親鸞と一遍 

 松永伍一（マツナガ，ゴイチ）講演 0:58 
［ＮＨＫ］（2001）■鎌倉時代を生きた二人の漂泊者、親鸞と一遍を紹介。 

 

漫才 ５タイトル 

 爆笑！漫才傑作選 澤田隆治が選んだ1 

 澤田隆治（サワダ，タカハル）監修 1:05  
［コロムビアミュージックエンタテインメント］（2004）■「僕の発明」「僕は迷優」中田ダ

イマル・中田ラケット、「お笑い春が来た」「お笑い曽我物語」松鶴家光晴（しょかくやこうせ

い）・浮世亭夢若（うきよていゆめわか）、「お笑いダムの町」ミスハワイ・暁伸（あかつきしん）

を収録。 

 

 爆笑！漫才傑作選 澤田隆治が選んだ２ 

 澤田隆治（サワダ，タカハル）監修 1:07 
［コロムビアミュージックエンタテインメント］（2004）■「お笑い姉妹物語」かしまし娘、

「板前修業」上方柳次（かみがたりゅうじ）・上方柳太（りゅうた）、「修学旅行」平和ラッパ・

平和日佐丸、「森の石松」宮川左近ショウ、「お笑い女性の職業」フラワーショウを収録。 

 

 爆笑！漫才傑作選 澤田隆治が選んだ３ 

 澤田隆治（サワダ，タカハル）監修 1:04  
［コロムビアミュージックエンタテインメント］（2004）■「なんで行ったの？」「酔っ払い」

獅子てんや・瀬戸わんや、「娘の誕生日」Ｗけんじ、「クラブ活動」「僕はスポーツマン」青空

千夜・青空一夜、「セントルイスの1980年は？」星セント・星ルイス、「乗り物アラカルト」

春日三球（さんきゅう）・春日照代を収録。 

 

 爆笑！漫才傑作選 澤田隆治が選んだ４ 

 澤田隆治（サワダ，タカハル）監修 0:54 
［コロムビアミュージックエンタテインメント］（2004）■「ロマンス旅行」「花の命は短く

て」京唄子・鳳啓助、「城とロマンス」海原お浜（うなばらおはま）・海原小浜（こはま）、「お

笑いドライブ旅行」若井ぼん・若井はやとを収録。 

 

 爆笑！漫才傑作選 澤田隆治が選んだ５ 

 澤田隆治（サワダ，タカハル）監修 1:19  
［コロムビアミュージックエンタテインメント］（2004）■「売り声」「娘の縁談」夢路いと

し・喜美こいし、「お笑い金色夜叉」砂川捨丸（すながわすてまる）・中村春代、「お笑い婦系

図」三遊亭小円・木村栄子、「お笑い馬談義」もろ多玉枝（もろたたまえ）・広多成三郎（ひろ

たなりさぶろう）、「さてその次は」ミスワカサ・島ひろしを収録。 
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12月～1月サピエ図書館の新刊録音図書 

録音図書 10タイトル       □D：デイジー図書の収録時間数 
 ドロップアウトのえらいひと～島に渡る～ 

 森永博志（モリナガ，ヒロシ）著 □D 5:17 

日赤北海道製作 
ＳＤＰ（2011）■港を離れたその瞬間からドラマははじまった。1000ｋｍの海を越えて辿

りついた小笠原で、４人のバガボンドは望んでいた未来を手に入れた…。それぞれの事情・夢・

野心を抱えて小笠原にやってきた男たちのライフストーリー。 

 

 
世界サイバー戦争 核を超える脅威 見えない軍拡

ぐんかく

が始まった 

 リチャード・クラーク、ロバート・ネイク著／北川知子（キタガワ，ト

モコ）、峯村利哉（ミネムラ，トシヤ）訳 □D 11:36  

日点図製作 
徳間書店（201１）■サイバー戦争とは、損害や混乱を目的に、国家が別の国家のコンピュー

ターやそのネットワークに侵入することを指す。その現状を伝え、今後の提言を行う。 

 

 「思考の老化」をどう防ぐか 

 和田秀樹（ワダ，ヒデキ）著 □D 5:36 

日赤北海道製作 
ＰＨＰ研究所（2011）■前頭葉の老化は、４０代から始まっている。年齢に関係なく、思考

の若々しさを保つ秘訣とは？最新の老年精神医学の知見をもとに、脳のアンチエイジングをや

さしく解説する。 

 

 ビールを極める 

ビールの達人が語る『ザ・プレミアム・モルツ』誕生秘話 

 中谷和夫（ナカタニ，カズオ）著 □D 6:27 

横須賀点製作 
双葉社（201１）■ビールの誕生や基礎知識、造り方から、「発泡酒」開発競争の舞台裏、う

まいビールの飲み方、健康との関係まで、ビールの達人が語る。ザ・プレミアム・モルツ誕生

秘話も収録。 

 

 三国連太郎の「あなたがいたから」運命の人木下恵介 

ＮＨＫ「こころの遺伝子」ベストセレクション ６ 

 ＮＨＫ「こころの遺伝子」製作班（エヌエイチケー ココロ ノ イデ

ンシ セイサクハン）編 □D 3:32 3 巻 

早川福祉製作 
主婦と生活社（201１）■俳優・三国連太郎さんを演技の世界に導いた、巨匠と呼ばれる監督

が、映画作りの現場で身をもって教えてくれたこととは？ ＮＨＫ番組「こころの遺伝子」を

書籍化。 
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 キャベツ炒めに捧ぐ 

 井上荒野（イノウエ，アレノ）著 □D 5:26 

小樽点図製作 
角川春樹事務所（2011）■幸福な記憶も、切ない想いも、料理とともにあった－。小さくて

美味しい惣菜屋「ここ家」で働く３人の女性たちの、たまらなく愛しい人生を描く小説。『ラ

ンティエ』連載に加筆・修正して単行本化。 

 

 
夜去
よ さ

り川
がわ

 

 志水辰夫（シミズ，タツオ）著 □D 12:07 9 巻 

旭川点図製作 
文藝春秋（2011）■（時代・歴史小説）黒船来航時受けた衝撃と、これまで自分たちは何を

してきたのかという言いようのない虚しさに打ちのめされた喜平次（きへいじ）。渡し舟の船頭

に身をやつし―ある目的を遂げようとするが、果してその目的とは？ 

 

 正岡子規、従軍す 

 末延芳晴（スエノブ，ヨシハル）著 □D 13:24 

越谷市立図製作 
平凡社（2011）■なぜ子規は病身でありながら、命を賭して、日清戦争の従軍記者となった

のか？戦争体験は子規文学に何をもたらしたか？近代詩歌の巨星の、ターニング・ポイントの

謎を照射する論考。 

 

 舟を編む 

 三浦しをん（ミウラ，シオン）著 □D 8:14 

福井視点製作 
光文社（2011）■玄武書房に勤める馬締光也（マジメ ミツヤ）は、営業部きっての変人と

して、持て余されていた。そんな時、定年間近の辞書編集部の荒木から、声をかけられる。ベ

テラン編集者、日本語を研究に人生を捧げる老学者、徐々に辞書に愛情を持ち続けるチャラい

同僚。そして出会った運命の女性。個性的なメンバーに囲まれながら、日本語という大海原を

渡るための舟を編みはじめる。そして長い歳月を辞書とともにすごすことに――。 

 

 
身も心も テーマ競 作

きょうさく

「死様
しにざま

」 

 盛田隆二（モリタ，リュウジ）著 □D 5:08 

岩手視聴情製作 
光文社（2011）■最期のあり方を考えると、今の生き方が見えてくる－。亡き妻にありがと

うと言えなかったことを悔やむ男。老人クラブで知り合った女性は親身に話を聞いてくれるが

…。「死様」をテーマにした小説。『小説宝石』掲載を書籍化。 
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11月～12月その他の情報誌 

寄贈いただいた点字情報誌及び大活字情報誌をご紹介します。いずれも貸出が

できますので、当館までお申し込みください。 

≪点字≫ 

・点字にいがた（平成23年秋号） 新潟県発行 

・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 11/6、11/20、12/4、12/18 号） 新潟市発行 

・中央区社協だより（平成２３年１１月） 新潟市中央区社会福祉協議会発行 

・広報かしわざき（第1056～1059号） 柏崎点訳奉仕会発行 

・ふれあいらしんばん（第22号） 内閣府政府広報室発行 

・点字厚生（第228号） 日本盲人会連合発行 

・日盲社協通信（63号） 日本盲人社会福祉施設協議会発行 

・県政だより（11月号） 秋田県発行 

・県議会だより（NO．137）秋田県議会発行 

・点字電話帳秋田県版 秋田県視覚障害者福祉協会発行 

・点字広報とちぎ（11月号、12月号） 栃木県発行 

・県議会とちぎ（12月発行号） 栃木県議会発行 

・情文いしかわ（10月号、12月号）石川県視覚障害者情報文化センター発行 

・東洋療法（11月号、12月号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

・にってんボイス（12月号、１月号） 日本点字図書館発行 

・にってんブレイル（11月号） 日本点字図書館発行 

・情報誌らしんばん（10月号） 名古屋盲人情報文化センター発行 

・読書（11月号、12月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行 

・ひかり（第643号、644号） 天理教点字文庫発行 

・女子パウロ会点字部（12月号、1月号） 聖パウロ女子修道会発行 

・女子パウロ会総合目録（一般書、ヤング・アダルト、マザー・テレサ）  

 女子パウロ会点字部発行 

・女子パウロ会総合目録（児童書） 女子パウロ会点字部発行 

・女子パウロ会総合目録（ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオ） 女子パウロ会点字部発行 

・自由民主（12月発行号） 自由民主党発行 

・点字こうめい（NO．63号） 公明党機関誌委員会発行 

・点字図書出版案内 東京点字出版所発行 

・ふれあい文庫だより（第33号） てんやく絵本ふれあい文庫発行 

・私たちの税金（平成23年度版） 国税庁広報広聴官発行 
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・全国盲学校弁論大会（第80回） 全国盲学校長会、毎日新聞社発行 

・家電製品リスト（平成23年度版） 財団法人家電製品協会発行 

・第９回オンキョー世界点字作文コンクール オンキョー、点字毎日発行 

・ワールド・ナウ（第35号） 日本盲人会連合発行 

・盲ろう者の専門誌コミュニカ（2011年秋号） 全国盲ろう者協会発行 

・ココロあそぶ ビッグ・アイ １０周年記念イベント ビッグ・アイ共働機構

発行 

≪大活字・ＳＰコード≫ 

・ライオン製品情報（2011年秋） ライオン株式会社発行 

 

 

 

新規貸出雑誌の紹介 

次のデイジー版１誌が新たに貸出し可能となりました。定期貸出しご希望の方

はご連絡ください。録音雑誌について、ご不明のことがありましたらお気軽に当

館までお問い合わせください。 

≪デイジー≫ 

・（医学）月刊糖尿病ライフさかえ／関東民放クラブ朗読ボランティア部会音訳、

新潟県点字図書館デイジー編集（月刊） 

2011年 11月号より貸出できます。デイジー版貸出にともない、テープ版

の貸出を終了いたします。 

 

次のカセットテープ版１誌は、製作館が平成24年 3月をもって製作を終了す

るため、当館での取り扱いを中止します。 

≪カセット≫ 

・（週刊誌）週刊新潮／長崎県視覚障害者情報センター佐世保（隔週） 

 週刊でデイジー版あり 
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