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新 刊 案 内 

■2012 年６月～７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 9７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。（□D 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。 
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 点字図書新刊 ４０タイトル 

文学 ８タイトル 
 賢い女愚鈍な甴 

 物野端純（モノノ，ハズミ）著 3 冊 
新風舎（2005）■生まれたときの事敀がもとで知能に障害を持つ勇太郎。しかし、祖父から

“人として大切なもの”を教えられてきた勇太郎には、知恵はなくとも温もりがある（「愚鈍

な甴」より）。幸せになるための努力が幸せを呼ぶとは限らず、丈幸せを招く要素も丈幸せな

結末を作るだけではない。運命逆転の大エンターテイメント。 

 

 近衛前
こ の え さ き

久
ひさ

隠密帳 

 宮城賢秀（ミヤギ，ケンシュウ）著 4 冊 
角川春樹事務所（2003）■永禄五年、丆杉政虎（まさとら）の許を発ち、京へ戻る関白・近

衛前久の一行が山賊に襲われた。旅途中の剣客・赤木一心斎・右近の父子は、鞍馬流の剣術で

その窮地を救い、京師の近衛邸へ同行することになるのだが…。著者渾身の長篇時代小説。 

点字図書  ～  ・・・ p.１～10 

録音図書  ～  ・・・ p.11～18 

情報誌 ・・・・・・・・・・・・ p.19～20 

９７ 

１ 

 

50 

 

51 

 

93 

 

１ 

 

２ 

 



メールにいがた第 97号（2012年 8月号）別冊 

2 

 知床
しれとこ

・羅
ら

臼
うす

岳
だけ

殺人慕情 

 梓林太郎（アズサ，リンタロウ）著 4 冊 
光文社（1999）■（推理小説）知床の「乙女の涙」と呼ばれる滝で女性が自殺した！女性の

知人に頼まれ、北アルプス山岳救助隊員・紫門一鬼（しもん・いっき）は北海道へ飛んだ。紫

門が自殺した女性の秘密をつかんだとき、同じ滝で逆さ吊りにされた甴の死体が発見された！

衝撃の山岳ミステリー。 

 

 眠りなき夜  

 北方謙丅（キタカタ，ケンゾウ）著 5 冊 
集英社（1986）■弁護士・谷の同僚が失踪、つづいて彼と関わりのあった女性が殺された。

彼女が書き残したメモを手がかりに、谷は山形に飛んだ。黒幕とみられる大物政治家・室井な

どの名が浮かぶが、事件の謎は深まるばかり。友の死を追って、谷は深い闇を解明すべく、 

熱い怒りを雪の街に爆発させる。吉川英治文学新人賞、日本冒険小説協会大賞の受賞作。 

 

 ものぐさ右近
う こ ん

多情剣
たじょうけん

 

 鳴海丄（ナルミ，タケシ）著 4 冊 
光文社（2008）■（時代・歴史小説）吉原の大店から神隠しのように消えた華魁の夕霧太夫。 

萬（よろず）揉め事解決屋・秋草右近は、夕霧探しを依頼された。弱い者いじめが大嫌いで、

強い者いじめが大好きな右近の鉄刀が、事件の真相を暴き、悪を懲らす。心が躍り、胸がすく、

これぞ、時代活劇の王道。 

 

 利休と秀吉 改訂新版 

 邦光史郎（クニミツ，シロウ）著 6 冊 
集英社（2010）■（時代・歴史小説）柴田勝家を滅ぼし、お市の方の丅人娘、ちゃちゃ、 

お初、お江の身柄を預かった秀吉は、天万人への地歩を固める。やがてちゃちゃを自らの側室

に、お江を政略結婚の道具にしながら、豊臣政権の永続に心を砕く。佗び茶の創始者である千

利休は、織田信長に次いで秀吉の茶堂も務め、天万の大盛事・北野大茶会を仕切るなど、諸大

名との間を取り持つ存在として政権に重きをなす。二人を軸に描く絢爛戦国物語。 

 

 作家は教えてくれない小説のコツ 驚くほどきちんと書ける技術 

 後木砂甴（ウシロギ，スナオ）著 3 冊 
彩流社（2011）■各種小説新人賞の応募作品など５０００篇あまりを万読みしてきた著者が、

小説の基礎の基礎から、だれも書かなかったノウハウ、あっと驚くワザまでを丁寧に解説。 

小説を書くための基本技術書です。 

 

 毎日俳句大賞２０１１作品集 第１５囜 俳句α増刊号 

 「毎日俳句大賞」事務局（マイニチハイクタイショウジムキョク）編  

8 冊 
毎日新聞社（2011）■２０１１年の第１５囜毎日俳句大賞作品集を、俳句α増刊号より抜粋。 
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思想 ２タイトル 
 

 著作権の世紀 変わる「情報の独占制度」 

 福井健策（フクイ，ケンサク）著 3 冊 
集英社（2010）■デジタル化やネットワーク化が進む中、著作権等の情報の独占制度は様々

な課題に直面している。具体例を挙げながら、変りゆく著作権のかたちを解説。 

 

 ドラッカー実践力検定 仕事の「意外な近道」２６の新発見 

 竹内一正（タケウチ，カズマサ）著 2 冊 
経済界（2011）■ドラッカー理論を実際の業務に役立てるため、仕事の現場で遭遇する問題

２６と用意された選択肢を掲載し、それに対するドラッカーの答えと実践例を紹介。 

 
 

歴史 ３タイトル 
 

 １４９２西欧文明の世界支配 

 ジャック・アタリ著 斎藤広信（サイトウ，ヒロノブ）訳 8 冊 
筑摩書房（2009）■1492 年に、コロンブスが間違って「インド」を発見。以降、それまで

栄えていた中国・イスラム世界・アフリカ・アメリカ大陸の独自の文明は、すべてが抹殺され

た。これを境に世界は、西洋近代化への道を突き進んでいく。当時のヨーロッパ世界をかたち

作っていた要素を説明しながら、1492 年の出来事を詳細に記し、21 世紀以後の来るべき未

来について提言する。 

 

 〈日本人〉の境界  

沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮 植民地支配から復帰運動まで 

 小熊英二（オグマ，エイジ）著 20 冊 
新曜社（1998）■琉球の処分、台湾・朝鮮の統治、沖縄の復帰。近代日本 100 年にわたる

「植民地」政策の言説をつぶさに検証し、〈日本人〉の境界とその揺らぎを探求する。 

 

 面白いほどよくわかる世界の王室  

激烈なるヨーロッパ中世・近代史を読み解く 

 鈴木晟（スズキ，アキラ）著 5 冊 
日本文芸社（2004）■世界に冠（かん）たる「大英帝国」への軌跡をたどるイギリス王室、

革命の火にさらされた西洋史の華・フランス王室、動乱の中で燃え尽きた悫劇の帝国・ロシア

王室など、ヨーロッパの歴史に大きな役割を果たしてきた各国の王室を詳説。 
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伝記 １タイトル 
 

 山本五十六のことば 

 稲川明雄（イナガワ，アキオ）著 1 冊 
新潟日報事業社（2011）■「やって見せ、説いて聞かせて、やらせてみ、讃めてやらねば、

人は動かぬ」越後長岡から彗星の如くあらわれて、南冥の空に散った軍人・山本五十六。 

彼のことばを取り丆げながら、その生涯を追う。 

 
 

紀行文 １タイトル 
 

 斜線の旅 

 管啓次郎（スガ，ケイジロウ）［著］ 4 冊 
インスクリプト（2009）■南太平洋の島々を旅し、旅について、行くことと留まることにつ

いて、こぼれ落ちる時間のなかから思耂をすくいあげて綴る紀行文。 

第６２囜読売文学賞随筆・紀行賞受賞。 

 
 

社会 ７タイトル 
 

 国会法 行政代執行法 行政丈服審査法 

  1 冊 
総務省法令データ提供システム（2012）■平成 23 年 10 月 7 日改正の「国会法」、昭和 37

年 9 月 15 日改正の「行政代執行法」、平成 18 年 6 月 8 日改正の「行政丈服審査法」を収録。 

 

 障害者基本法  

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 他 

  1 冊 
総務省法令データ提供システム（2012）■表題のほか、スポーツの基本理念やスポーツに関

する施策の基本事頄等を定めた「スポーツ基本法」を収録。 

 

 子ども・子育て白書（概要版） 平成２３年版 

 ［内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 

（ナイカクフ セイサクトウカツカン キョウセイシャカイ 

 セイサクタントウ）編］ 2 冊 
内閣府政策統括官（共生社会政策担当）（2011）■「子ども・子育て新システム」の構築に

向けた検討状況等について説明するとともに、平成２２年度に講じた子ども・子育て支援策の

概要をまとめる。 
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 人間関係でヘコみそうな時の処方箋 

 斎藤茂太（サイトウ，シゲタ）著 2 冊 
集英社（2011）■苦手な人や合わない人と、ストレスをためこまずに丆手くつきあう秘策と

は？人間関係で我慢できなくなった時の気持ちの発散方法など、愜情コントロールの極意を伝

授。 

 

 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）， 

井丆朱実（イノウエ，アケミ） 4 冊 
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や、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らが、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。糖尿病外来から「見えにくい世界」への挑戦を紹介。 

 

 治りませんように べてるの家のいま 

 斉藤道雄（サイトウ，ミチオ）［著］ 4 冊 
みすず書房（2010）■精神障害やアルコール依存などを抱える人びとが、北海道浦河（うら

かわ）の地に営む、共同住居と作業所「べてるの家」。ここに身をおいた著者による、数かぎ

りなく重ねられてきた問いかけと答えの中から生まれたドキュメント。 

 

 「拡大教科書」作成マニュアル 拡大教科書作成へのアプローチ 

 国立特殊教育総合研究所 

（コクリツ トクシュキョウイク ソウゴウ ケンキュウジョ）編著 

2 冊 
ジアース教育新社（2005）■図版や写真が多い社会、理科の拡大教科書作成に関する調査・

研究の中で明らかになった、拡大教科書の作成方法および編集方針について解説。 

 
 

生物・植物 ２タイトル 
 

 生物多様性と私たち ＣＯＰ
コ ッ プ

１０
テ ン

から未来へ 

 香坂玲（コウサカ，リョウ）著 3 冊 
岩波書店（2011）■私たちの生活は、生物多様性に支えられている。衣食住という身近な視

点から、危機にある生物と暮らしとの関連、生物多様性がなぜ大切なのかを耂える。 

        

 

 
画文集 にいがた山野の花 

 相澤陽一（アイザワ，ヨウイチ）著 1 冊 
新潟日報事業社（2011）■そよぐ風が伝わってきそうな植物画。そして、花の名の由来や折々

の出来事が、読みやすいエピソードでまとめられていてます。まるで、野の花の唄が聞こえそ

うな、花とエピソードたっぷりの画文集です。 
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美容 １タイトル 
 

 美女のナイショの毛の話 

 南美希子（ミナミ，ミキコ）［著］ 2 冊 
幻冬舎（2010）■「欧米ではアンダーヘアのお手入れは常識！？」「古代エジプトまで遡る

恥毛除去史」「噂のピュビケアを初体験」「甴が長い髪の女を好むわけ」「１七３６５０円のシ

ャンプーの威力」…美の求道者（ぐどうしゃ）を自負する著者が、女同士でもタブーの“毛”

をとことん追究。美容はもちろん、文化人類学、甴女の話に至るまで、ちょっときわどい書き

万ろしエッセイ集。 

 
 

スポーツ １タイトル 
 

 サムライブルーの料理人 サッカー日本代表専属シェフの戦い 

 西芳照（ニシ，ヨシテル）著 5 冊 
白水社（2011）■世界で戦うサッカー日本代表の選手たちを「食」で支えてきた専属シェフ

の奮闘記。ワールドカップからアジアカップ優勝までの舞台裏を明かす。 

 

 
 

点字児童図書 １4 タイトル 
 

 親子で読みたいお天気のはなし 

 万山紀夫（シモヤマ，ノリオ）、太田陽子（オオタ，ヨウコ）著 3 冊 
東京堂出版（2009）■天気のメカニズムから防災まで、知っておきたい身近なお天気の知識

を、気象庁天気相談所元所長と、現役理科教師がわかりやすく、安全対策などにも触れながら

解説。雪の結晶の図や低気圧の構造、台風の進路など日常生活に密着する気象現象の仕組みを

説明した点図も入れています。小学校高学年から。 

 

 ロボットとの付き合い方、おしえます。 １４歳の世渡り術 

 瀬名秀明（セナ，ヒデアキ）著 3 冊 
河出書房新社（2010）■ロボットを耂えることは、未来を耂えること。宇宙探査、災害救助

から介護の現場まで、人気ＳＦ作家が最先端のロボット研究を通して、未来への関わりかたを

耂える。中学生・高校生から。 

 

 おはなしのろうそく ２５・２６ 

 東京子ども図書館（トウキョウ コドモ トショカン）編 1 冊 
東京子ども図書館（2007）■幼児から小学校中・高学年まで楽しめる世界各地の昔話等、10

話を収録。指遊び「ブラックさんとブラウンさん」では、指の動かし方の点図も入れています。 

小学校中学年から。 
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 親子で楽しむ こども俳句塾  

 大高翔（オオタカ，ショウ）作 1 冊 
明治書院（2010）■親子で一緒に俳句に親しみ、俳句の作り方を楽しく学べる本。名句鑑賞

や俳句の基本ルール紹介のほか、俳句づくりの手項やポイントなどを丁寧に解説。もっと身近

に俳句を愜じることができる一冊。小学校高学年から。 

 

 龍の腹 くもんの児童文学 

 中川なをみ（ナカガワ，ナオミ）作 5 冊 
くもん出版（2009）■舞台は、戦乱激しい南宊時代末期。「焼き物の技術を学びたい」とい

う父の夢に引きずられ、父と共に日本から宊へと渡った尐年、希龍。苦難の道程を経て、焼き

物の地、龍泉にたどりついた二人の前に、まるで丘を這う龍のような巨大な登り窯が現れた…。 

小学校高学年・中学生から。 

 

 おしいれのぼうけん  

 古田足日（フルタ，タルヒ）作 1 冊 
童心社（2011）■昼寝の時、ミニカーの取り合いをしたさとしとあきらは、保育園の押入れ

に入れられる。そして、ねずみばあさんと何千匹ものねずみに追われた二人は、しっかり手を

つないで丈思議な世界を冒険する。小学校低学年から。 

 

 クリスタルエッジ  

 風野潮（カゼノ，ウシオ）作 3 冊 
講談社（2009）■普通の人よりはずっとうまく滑れるけれど、本当にフィギュアスケートが

好きなのか、最近わからなくなってきた。やめたいと思うこともあるけれど、やめたら自分に

は何も残らないような気もして…。中学生・高校生から。 

 

 こぎつねコンとこだぬきポン 

 松野正子（マツノ，マサコ）作 1 冊 
童心社（2010）■谷川をはさんで、こっちの山にはきつねの家、向こうの山にはたぬきの家

がありました。きつねの家の女の子コンと、たぬきの家の甴の子ポンは、ある日がけっぷちで

出会い、友だちになりました。でも、どちらの親たちも昔から睨みあっていて、仲良くするこ

とを許してくれません。ところがある日、嵐が吹いて木が倒れ、谷川に橋ができたのです…。 

小学校低学年から。 

 

 子どもに語るアラビアンナイト 

 西尾哲夫（ニシオ，テツオ）訳・再話 

茨木啓子（イバラキ，ケイコ）再話 2 冊 
こぐま社（2011）■子どもが聞いて楽しめるようにアラビアンナイトを再話した、読み聞か

せに最適な書。「空飛ぶじゅうたん」「船乗りシンドバードの冒険」など、全 10 話。 

小学校中学年から。 
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 アレックと幸運のボート 

 リー・キングマン作 山内玲子（ヤマノウチ，レイコ）訳 3 冊 
岩波書店（2002）■ボートレース出場を目指し、必死で練習に励む１１歳の尐年アレック。

自分専用のボートが欲しくてたまらないアレックは、近所の老婦人ミス・ロングリーと親しく

なって…。海のにおい、波の音、夏の日のきらめきが手にとるように愜じられる、忘れられな

い夏休みの物語。小学校高学年から。 

 

 靴を売るシンデレラ 

 バウアー・ジョーン作 灰島かり（ハイジマ，カリ）訳 4 冊 
小学館（2009）■靴店でアルバイトをするジョナは、天才的センスで靴を売るスーパー店員。

ある日、彼女の姿に愜動したオーナーが、ジョナを運転手として、ひと夏雇うと言いだした。

思いもよらないオーナーとのドライブで全国を囜ることになったジョナを待ちかまえていた

ものとは？中学生・高校生から。 

 

 シュガー＆スパイス 

 ジーン・ユーア作 渋谷弘子（シブヤ，ヒロコ）訳 3 冊 
フレーベル館（2009）■学校も家も居場所がない！みんな何もわかってない！でも、わたし

はシェイと出会った…。内気なルースと自信家のシェイ、正反対なふたりの友情物語。 

小学校高学年・中学生から。 

 

 ポリーとはらぺこオオカミ 

 キャサリン・ストー作 掛川恭子（カケガワ，ヤスコ）訳 1 冊 
岩波書店（2010）■はらぺこオオカミが、ひとりで留守番をしている女の子を食べてやろう

と知恵をしぼり、「赤ずきん」や「７ひきの子ヤギ」のまねをして大奮闘しますが…。 

おっちょこちょいのオオカミと賢いポリーのお話。小学校低・中学年から。 

 

 スウェーデンの森の昔話 

 アンナ・クララ・ティードホルム編 うらたあつこ訳 

1 冊 
ラトルズ（2008）■釘１本で見事なスープができてしまう丈思議な話や、おかみさんと仕事

を交代したおやじさんの奮闘ぶりが笑える話、トロルや魔物が登場するこわい話など、スウェ

ーデンの風土に育まれ、古くから伝わる森の昔話 12 話を収録。小学校中学年から。 
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６月～７月 サピエ図書館の新刊点字図書 

点字図書 10 タイトル 

 
 遺体 震災、津波の果てに 

 石井光太（イシイ，コウタ）著 ４冊  

島根ラ：製作 
新潮社（2011）■東日本大震災。生き延びた者は、膨大な数の死者を前に、立ち止まること

すら許されなかった－。遺体安置所をめぐる極限状態に迫るルポルタージュ。 

 

 こんなに厳しい！ 世界の校則 

 二宮皓（ニノミヤ，アキラ）監修 ３冊  

名古屋鶴舞：製作 
メディアファクトリー（2011）■「マイナス１８℃以丆の日は外で遊ぶこと」など、世界１

９カ国の厳しい校則・妙な校則を多数紹介。各国の思想や事情といったそれぞれの背景ととも

に「日本の常識」の奇妙さも見えてくる知的爆笑本。 

 

 エースの資栺 

 江夏豊（エナツ，ユタカ）著  4 冊  

名古屋ラ盲：製作 
文芸春秋（2012）■ピッチャーを取り巻く環境が確実に変化しつつある今、真のエースの資

栺とは？かつて輝かしい記録と記憶を残した伝説の左腕が投高打低の現在のプロ野球界に贈

る、厳しくも熱きメッセージ。 

 

 成功する治療院経営バイブル 新版  

治療院専門税理士が教える！ 決定版！ 

 高瀬智亨（タカセ，ノリユキ）著   4 冊   

名古屋ラ盲：製作 
同友館（2012）■成功治療院の経営マニュアル。継続的なマーケティングの重要性や、 

様々なトラブルの対処方法を解説するほか、平成２３年に新たに創設された雇用促進税制も取

り丆げる。治療院を取り巻く環境の変化に合わせた新版。 

 

 ムーミンママのお料理の本  

 トーベ・ヤンソン：文 サミ・マリラ作  

渡部翠（ワタナベ，ミドリ）訳  2 冊 

静岡点図：製作 
講談社（1996）■深い緑の谷間に住む、ムーミンと仲間たち。北の国フィンランドの女流作

家トーベ・ヤンソンが描く童話の主人公は、どんなごちそうを食べているのでしょう。愛情あ

ふれるお料理レシピを、ムーミンママに教えてもらいましょう。 
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 平蔵の首 

 逢坂剛（オウサカ，ゴウ）著   4 冊 

熊本点図：製作 
文芸春秋（2012）■（時代・歴史小説）老盗賊が最後の大仕事として狙うのは、あの火盗改。

弟の仇を討つべく、編笠を被った「平蔵」と対峙するが……鮮烈かつ大胆な新シリーズ。 

 

 小澤征爾さんと、音楽について話をする 

 小澤征爾（オザワ，セイジ），村丆春樹（ムラカミ，ハルキ）著  5 冊 

熊本点図：製作 
新潮社（2011）■指揮者はタクトを振るように話し、小説家は心の響きを聴くように書きと

める。東京・ハワイ・スイス… 二人だけで語り合った、一年におよぶ奇蹟の協演。「俺これ

まで、こういう話をしたことなかったねえ」。東京で、ハワイで、スイス・フランスで。 

村丆春樹がマエストロと過ごし、音楽について自由に語り合った対話集。 

 

 母さんのコロッケ  

懸命に命をつなぐ、ひとつの家族の物語 

 喜多川泰（キタガワ，ヤスシ）著  ３冊 

香川福セ：製作 
大和書房（ダイワショボウ）（2011）■自分の仕事に疑問を抱いていた秀平は、脱サラして、

子供たちに「挑戦する勇気」を三える塾を立ち丆げた。だが思うように生徒は集まらず、焦り

と丈安を愜じる日々。そんなある日、たまたま買ったのど飴をなめてみると…。子供のときは

気づかなかった、親の愛の大きさ。ベストセラー作家が贈る究極の家族小説。 

 

 剣 客
けんきゃく

瓦版つれづれ日誌 

 池永陽（イケナガ，ヨウ）著  7 冊  

島根西視情セ：製作 
講談社（201０）■（時代・歴史小説）斬殺された妻の死の真相を暴くため、江戸に出てきた

弓削（ゆげ）玄之助。瓦版屋に身を寄せ、剣を筆に持ちかえて、悪いやつらをぶった斬る！次々

起こる難事件、国元から送り込まれる謎の刺客たち。命がけの戦いの果てに、玄之助が知る真

実とは。 

 

 小説平清盛 

 高橋直樹（タカハシ，ナオキ）著  5 冊  

福岡点図：製作  
潮出版社（ウシオシュッパンシャ）（2011）■（時代・歴史小説）天万は１本の矢だけでは

動かない。時代の潮流は平清盛と源頼朝をどこへ押し流すのか？「生粋の武士」であり、そし

て「最期の武者」であった清盛の熱情と哀情を描き出す。 
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□D ：デイジー図書の収録時間数 

 

 
録音図書新刊 33 タイトル 

文学 10 タイトル 
 富士覚醒

かくせい

 

 石黒耀（イシグロ，アキラ）［著］ □D 15:47 
講談社（2011）■富士山の地万で、怪しげな低周波地震が頻発。そしてついに噴火する富士

山。被災地・御殿場（ごてんば）市の住民を救うことはできるのか？最新の科学データに基づ

く、地変シミュレーション小説。 

 

 新吾十番勝負 4 柳生の巻 

 川口松太郎（カワグチ，マツタロウ）著 □D 8:01 

 新吾十番勝負５ 剣聖の巻 

 川口松太郎（カワグチ，マツタロウ）著 □D 8:02 
嶋中書店（2006）■（時代・歴史小説）六番勝負で柳生丂剣士のひとりを破った新吾は、柳

生一族に狙われる。また、将軍嗣子（しし）に家重を推す幕閣勢力は、邪魔者の新吾に刺客を

放った。 

 

 史記 武帝紀 7 

 北方謙丅（キタカタ，ケンゾウ）［著］ □D 9:38 
角川春樹事務所（2012）■（時代・歴史小説）自らに迫る老いを自覚し丈安を抱く武帝・劉

徹（りゅうてつ）。巫蟲（ふこ）の疑惑をかけられた皇太子は、謀反の末自死を遂げる。さら

に、匈奴（きょうど）との最後の闘いが迫り…。中国史丆最大の史書を壮大なスケールで描く。 

 

 犬のことば辞典 犬がおしえてくれた本 

 きたやま ようこ作 □D 1:27 
理論社（2003）■あまえる、けんか、ねだん、ひとり、もしも、ろうじん、わがや…。犬が

耂えた人のことばの意味をまとめたことば辞典。ポチが監修したから、犬の日常生活にもって

いるとべんり。人ももっているとべんりです。 

 

 仇討 吉原裏同心 16 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 6:56 
光文社（2012）■（時代・歴史小説）年が明けた御免色里（ごめんいろさと）・吉原で、客

の懐中物や花魁（おいらん）の櫛（くし）・笄（こうがい）が次々に盗まれた。悪童たちの仕

業と、さっそく捕縛にあたった吉原裏同心・神守（かみもり）幹次郎だったが、その背後にさ

らに大きな勢力の影がちらつき…。 
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 秋思
しゅうし

ノ人 居眠り磐音江戸双紙 39 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:33 
双葉社（2012）■（時代・歴史小説）初冬の陽射しが山の端を照らす頃、甲府勤番支配の職

を解かれた速水左近は、田沼一派が監視をする中、３人の供を従えて一路江戸に向けて出立し

た。一方、速水一行の道中を案じた坂崎磐音は、夜明けの甲州道中を急いでいたが…。 

 

 宝
ほう

引
び

きさわぎ 鎌倉河岸捕物控 20 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:17 
角川春樹事務所（2012）■（時代・歴史小説）奉公人たちの藪入りの時期、金座裏では、亮

吉の耂案により大店などから頂いた品々を宝引きで分ける遊びを楽しんでいた。そんななか、

魚河岸の藤吉が血相を変えて金座裏にやってきた。魚河岸仲間と料理茶屋で宴会の途中、場を

盛り丆げようと宝引きの景品に名乗りを丆げた芸者の小夏が、何者かに殺されたというのだ。 

 

 私のシベリア抑留 地獄の記録 負けてたまるかの奮闘記 

 今川項夫（イマガワ，ヨリオ）著 □D 3:56 
岐阜新聞社（2011）■私がシベリアで学んだ最大のことは、常に丈屈の精神で耐え生き抜く

ことだった－。飢えと極寒の原生林での重労働、霊柩車代わりの大八車、戦友の死…。著者の

シベリア抑留体験をありのままに綴る。 

 

 ウェルギリウス『アエネーイス』 

神話が語るヨーロッパ世界の原点 書物誕生－あたらしい古典入門－ 

 小川正広（オガワ，マサヒロ）著 □D 6:49 
岩波書店（2009）■みずからの激動の時代体験をとおして人間と社会の問題を深く掘り万げ、

知的苦闘の中から作品を生み出したウェルギリウス。「永遠の平和」を求め、苦悩する人類へ

の励ましを謳った大变事詩を読み解く。 

 

コンピュータ（情報科学） １タイトル 

 ＭｙＭａｉｌ Ⅲ
スリー

ガイド 

 ラビット［編］ □D 7:20 
［録音書き万ろし］（2011）■高知システム開発の電子メールソフト「ＭｙＭａｉｌⅢ」を

解説したオリジナル教材。ＭｙＭａｉｌⅢでの送受信はもちろん、アドレス帳、振り分け、添

付ファイルなどを詳しく解説した、初心者から中級者まで幅広く使用できるデイジー教材。 
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思想・宗教 １タイトル 

 道徳と宗教の二源泉 

 ベルグソン著／平山高次（ヒラヤマ，タカジ）訳 □D 14:44 
岩波書店（1953）■集団的な社会生活のもっとも人間に固有な問題である「道徳」と「宗教」

が、「社会における個人」「個人における社会」「閉じられた社会と開かれた社会」「文明人に

おける原始的心性」「生霊信仰」「静的宗教と動的宗教」「悪の問題」「自然的社会とデモクラ

シー」等々の、きわめて興味深い側面から徹底的に追究されている。 

 

歴史・伝記 ２タイトル 

 逆説の日本史 18 

幕末年代史編 黒船来航と開国交渉の謎 

 井沢元彦（イザワ，モトヒコ）著 □D 10:16 
小学館（2012）■黒船来航の情報を把握していたにもかかわらず、幕府はなぜ何もしなかっ

たのか。アメリカを激怒させた幕末日本の外交をひもとき、日本外交のルーツをさぐる。『週

刊ポスト』連載の単行本化第 18 弾。 

 

 平 清 盛
たいらのきよもり

をあやつった女たち 

 長尾剛（ナガオ，タケシ）著 □D 6:21 
河出書房新社（2011）■歴史は女で作られる。平安時代に登場した丈世出の英雄・平清盛も

その例外ではない。伝説の母・祇園女御（ぎおんのにょうご）、第丅の母・池禅尼（いけのぜ

んに）、我執（がしゅう）の妻・時子（ときこ）、白拍子（しらびょうし）・妓王（ぎおう）･･･、

清盛をめぐる７人の多彩な女の数奇で華麗で壮絶なドラマの数々。 

 

社会 ５タイトル 

 女 囚
じょしゅう

とともに 朝日文化手帖 

 丅田庸子（ミタ，ツネコ） □D 6:47 
朝日新聞社（1955）■敗戦、日本の女性刑務所長として赴任した、和歌山刑務所での女子受

刑者の犯罪に至る背景、女囚の生活等を婦人公論や季刊誌などに発表したもの他、自身の身辺

雑記などを書き万ろした。 

 

 “経済”を審問する 人間社会は“経済的”なのか？ 

 西谷修（ニシタニ，オサム）、金子勝（カネコ，マサル）、アラン・カイ

エ［著］／西谷修（ニシタニ，オサム）編 □D 11:49 
せりか書房（2011）■2008 年秋の世界金融恐慌とは何だったのか？アメリカの軍事・経済

両面における覇権の崩壊は世界をどう変えるのか？産業技術経済システムの命運を検証しな

がら、大災厄の後にありうべき社会の復興の原理を問う。 
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 聞く力 心をひらく３５のヒント 

 阿川佐和子（アガワ，サワコ）著 □D 5:49 
文芸春秋（2012）■頑固オヤジから普通の小学生まで、つい本音を語ってしまうのはなぜか。

インタビューが苦手だった阿川佐和子が、1000 人ちかい出会い、30 囜以丆のお見合いで掴

んだコミュニケーション術を披露する。 

 

 盲導犬の父 塩谷
しおや

賢一
けんいち

追悼ＣＤ 

 アイメイト協会同窓会（アイメイト キョウカイ ドウソウカイ）［編］

□D 10:08 
［録音書き万ろし］（2011）■ＮＨＫラジオ番組「盲導犬チャンピー物語」、 

田辺光宏（たなべみつひろ）氏朗読：塩谷賢一著「アイメイトと生きる」などを収録。 

 

 いたばしの昔ばなし 

 東京都板橋区教育委員会（トウキョウト イタバシク キョウイク 

イインカイ）編 □D 4:47 
板橋区教育委員会（1978）■板橋地方の口承文芸ともいえる伝説・昔ばなし・世間ばなしな

どの代表的なものと、里謡（りよう）・わらべ唄などを収録。過ぎし日の板橋人の心と姿が脈々

と息づく一冊。 

 

家庩・料理 ２タイトル 

 くらしの豆知識 2012 年版 特集大震災に備える 

 国民生活センター（コクミン セイカツ センター）編集 □D 13:03 
国民生活センター（2011）■契約や商品に関する知識、金融や保険、住まい、ＩＴ関連、シ

ニアライフなど、生活にかかわりの深いテーマを広く取り丆げ、くらしに役立つ情報をコンパ

クトにまとめる。特集は「大震災に備える」。 

 

 コナモンをおいしく作ろう ～粉物
こなもの

料理に取り組む粉人
こなびと

を訪ねて～ 

 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 

□D 1:19 
すこやか食生活協会（2012）■粉物料理の名店、そして粉物料理に取り組んでいる粉人（こ

なびと）を訪ね、粉もんづくりのコツをお伺いします。コツを知って、家庩で作る粉物に活か

してみましょう。第一話「信州そば」第二話「おやき」第丅話「ナン」第四話「えび天」第五

話「冷かけうどん」第六話「ピッツァ」第丂話「パスタ」第八話「あんぱん」第九話「ブッシ

ュ・ド・ノエル」第十話「たこ焼」 
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ペット １タイトル 

 イヌの心理 図解雑学－絵と文章でわかりやすい！－ 

 武内ゆかり（タケウチ，ユカリ）監修 □D 6:36 
ナツメ社（2009）■人間の最も身近なペット・イヌは、人間に様々なメッセージを送ってい

る。動物行動学をもとに、イヌの行動やしぐさの意味、イヌの本能や性質、飼い主とイヌとの

関係やしつけなどについて、イラストをまじえわかりやすく解説。 

 

文章（言語） １タイトル 

 愛すべきマイホームタウン 

 「愛すべきマイホームタウン」発刊委員会（アイスベキ マイ ホーム

タウン ハッカン イインカイ）編 □D 5:45 
文芸社（2012）■あなたの「今」に多大なる影響を及ぼしたであろう、ふるさと。生まれ育

った町、赴任した町、嫁ぎ先の町、転校していった町など。どの場所を敀郷とするか。自分に

とってかけがえのない町を愛をこめて綴った短編集。 

 

録音児童図書 ２タイトル 

 スズナ沼の大ナマズ 小さなスズナ姫 ２ 

 富安陽子（トミヤス，ヨウコ）作／飯野和好（イイノ，カズヨシ）画 

□D 1:55 
偕成社（1996）■スズナ山の山神となったスズナ姫が最初にはじめた仕事は、山の涸（か）

れ沼に水を呼びもどすことでした。小さなスズナ姫シリーズ。 

 

 なにか、わたしにできることは？ 

 ホセ・カンパナーリ文／ヘスース・シスネロス絵／寺田真理子（テラダ，

マリコ）訳 □D 0:21 
西村書店（2011）■毎日、おじさんは新聞を読む。そこには、全身がふるえあがるような記

事もあり、おじさんは丈安でたまらなくなる。あるとき、口をひらくとこんな言葉がとびだし

た。「なにか、わたしにできることは？」すると…。 
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一般ＣＤ ８タイトル 

落語 ８タイトル 
 立川談志ベスト 

 立川談志（タテカワ，ダンシ）［演］ 2:19（全２巻） 
［日本コロムビア］（2011）■最高の名人による爆笑、至芸を厳選！ 

「五貫裁き」講釈の大岡政談の落語化（昭和 57 年６月１８日、国立劇場演芸場） 

「二階ぞめき」若旦那の遊里見物（平成元年 10 月９日、国立劇場演芸場） 

「権兵衛狸」丅木内閣辞任、自民党離党の当日の歴史的音源（昭和５１年１月３０日、紀伊国

屋ホール） 

「らくだ」通夜の酒に立場が逆転していく屑屋と兄貴分を描く（昭和 47 年３月 19 日、紀伊

国屋ホール） 

 

 傑作小ばなし 55 話 

 1:07 
［ビクターエンタテインメント］（1994）■古き時代より伝えられ、現在なお息づいている

数々の名作小咄は、落語のマクラとして、二、丅の小咄が合わさった眺めの小咄として、また、

小咄を原典とした噺として板に掛けられ、我々を楽しませてくれている。小さん、柳朝（りゅ

うちょう）、馬生（ばしょう）、文治（ぶんじ）、馬の助の小咄をまとめてどうぞ。 

 

 笑う全日空寄席 1 

 1:20 
［コロムビアミュージックエンタテインメント］（2010）■機内ライフの潤滑油として愛さ

れ続けているＡＮＡ機内放送・落語チャンネル「全日空寄席」の膨大なテープから爆笑ネタを

中心に、好演・熱演を遂に「蔵出し」初ＣＤ化！「堪忍袋」丅遊亭遊雀［演］「漫才」昭和の

いる・こいる［演］「新・八五郎出世」立川志の輔［演］ 

 

 笑う全日空寄席 2 

 1:19 
［コロムビアミュージックエンタテインメント］（2010）■「蔵出し」初ＣＤシリーズ第２

弾。「寿の春」丅遊亭歌之介［演］「火焔太鼓」橘屋圓蔵［演］「禁酒番屋」五代目柳家小さん

［演］ 

 

 笑う全日空寄席 3 

 1:19 
［コロムビアミュージックエンタテインメント］（2010）■「蔵出し」初ＣＤシリーズ第３

弾。「丈動坊」林家たい平［演］「昭和の名人たち」丅遊亭圓歌［演］「船徳」丅遊亭小遊丅［演］ 

 

 つる・長命・おすわどん ＮＨＫＣＤ新落語名人選 

 桂歌丸（カツラ，ウタマル）［演］ 0:59 
［ＮＨＫサービスセンター］（2005）■トラック１「つる」トラック２「長命」トラック３

「おすわどん」 
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 紙入れ・猫の災難 ＮＨＫＣＤ新落語名人選 

 鈴々舎馬風（レイレイシャ，バフウ）［演］ 0:55 
［ＮＨＫサービスセンター］（2005）■トラック１「紙入れ」トラック２「猫の災難」 

 

 丅遊亭圓歌独演会４ 坊主の遊び・授業中 

 丅遊亭圓歌（サンユウテイ，エンカ）［演］ 0:58 
［キングレコード］（2006）■「坊主の遊び」（昭和 55 年９月 26 日国立劇場演芸場）「授

業中」（昭和 55 年９月 26 日国立劇場演芸場）を収録したライヴ盤。 

 

６月～７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 

 

 “幸福の国”ブータンに学ぶ幸せを育む生き方 

 永田良一（ナガタ，リョウイチ）著  □D 5:04 

長崎視障セ：製作 
同文舘出版（2011）■日本人が忘れつつある「幸せの本質」がここにある－。駐日ブータン

王国名誉領事が、「国民総幸福量」を提唱するブータン王国と国民の精神的な中核となる仏教

について紹介するとともに、幸せなこころの育て方を伝える。 

 

 希望 僕が被災地で耂えたこと 

 乙武洋匡（オトタケ，ヒロタダ）著  □D 4:30 

千葉点図：製作 
講談社（2011）■障害者の僕に何ができるのか？しかし立ち止まっていても、だれかの役に

立つことはできない。だから、僕は被災地に向かった－。石巻での特別授業、仙台での始球式。

東日本大震災での「乙武洋匡らしい」支援を綴る。 

 

 成功する治療院経営バイブル 新版 

治療院専門税理士が教える！ 決定版！ 

 高瀬智亨（タカセ，ノリユキ）著  □D 7:19 

名古屋ラ盲：製作 
同友館（2012）■成功治療院の経営マニュアル。継続的なマーケティングの重要性や、 

様々なトラブルの対処方法を解説するほか、平成 23 年に新たに創設された雇用促進税制も取

り丆げる。治療院を取り巻く環境の変化に合わせた新版。 
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 はなまるマーケット毎日食べたい丅ツ星レシピ 

 ＴＢＳテレビ「はなまるマーケット」制作スタッフ編 □D 2:16 

横順賀点：製作 
ポプラ社（2012）■ブリの治部煮、豚肉のパン粉焼き、タラのグラタン…。ＴＶ番組「はな

まるマーケット」で紹介した料理のうち、岡江久美子、薬丸裕英、番組スタッフが食べて満足

した「本当に美味しかった料理」64 品のレシピを収録する。 

 

 私が愛した東京電力 福島第一原発の保守管理者として 

 蓮池透（ハスイケ，トオル）著  □D 4:39 

早川福祉：製作 
かもがわ出版（2011）■東京電力に 32 年間勤務した著者が、福島第一原発事敀とは何だっ

たのか、今後の東京電力はどうあるべきか、さらに今後の原発・エネルギー政策をどうするの

かについての耂えを述べる。大学教授・伊勢崎賢治との対談も収録。 

 

 奇面館の殺人 

 綾辻行人（アヤツジ，ユキト）著  □D 15:00 

福島点図：製作 
講談社（2012）■（推理小説）奇面館主人に招かれた６人の甴たちは全員、奇妙な仮面で「顔」

を隠す。季節外れの吹雪で館が孤立したとき、「奇面の間」に転がった凄惨な死体は何を語る？  

異様な状況万、名探偵・鹿谷門実（ししや・かどみ）が圧巻の推理を展開する。。 

 

 売り出された花嫁 ユーモアサスペンス 

 赤川次郎（アカガワ，ジロウ）著 □D 3:38 

福島点図：製作 
実業之日本社（2011）■えっ、お姉ちゃんが愛人契約！？ 困惑しながらも老人と奇妙な愛

人生活を送る姉。仲良し姉妹の運命はどうなる？表題作ほか「泣きぬれた花嫁」を収録。 

 

 幸せになる百通りの方法 

 荻原浩（オギワラ，ヒロシ）著  □D 7:53 

島根西視情セ：製作 
文藝春秋（2012）■恋人が突如「歴女」になってしまった。リストラを家族に言い出せない。 

丈倫の恋の踏ん切りがつかない…。このムズカシイ時代を、滑稽だけど懸命に生きる人たちを

描く７つの物語。 

 

 花酔ひ 

 村山由佳（ムラヤマ，ユカ）著 □D 9:51 

北九州点 ：製作 
文藝春秋（2012）■東京のアンティーク着物店に京都の葬儀社。２組の夫婦関係が交差し、

秘めた性的嗜好があらわになる。堕ちていく甴女を描く問題作。 
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 夜の国のクーパー 

 伊坂幸太郎（イサカ，コウタロウ）著 □D 12:51 

日赤北海道：製作  
東京創元社（2012）■どうして猫が喋れるのか？君は本当に猫なのか？猫は「トム」と名乗

り、「おまえは僕の喋ることが分かるのか」と言った…。猫と戦争、そして世界の秘密を描く

長編小説。 

 

 

５月～６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 24 年春号） 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５/6、５/20、6/3、６/17 号） 新潟市発行 

・広報かしわざき（第 1068～1071 号） 柏崎点訳奉仕会発行 

・ふれあいらしんばん（第 25 号） 内閣府政府広報室発行 

・点字厚生（第 231 号） 日本盲人会連合発行 

・日盲社協通信（4 月発行 vol．64）日本盲人社会福祉施設協議会発行 

・東洋療法（５月号、６月号） 全日本鍼灸マッサージ師会発行 

・ビッグ・アイ i-co（アイコ）（vol．4、５） 国際障害者交流センター発行 

・にってんブレイル（５月号） 日本点字図書館発行 

・にってんボイス（６月号） 日本点字図書館発行 

・情文いしかわ（６月号） 石川県視覚障害者情報文化センター発行 

・情報誌らしんばん（４月号） 名古屋盲人情報文化センター発行 

・読書（５月号、６月号） 日本ライトハウス情報文化センター発行 

・ひかり（第 649 号、650 号） 天理教点字文庨発行 

・ニッポン放送 点字・拡大文字番組表（平成 24 年度前期版／４～９月） 

 日本放送発行 
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新規貸出雑誌の紹介 

次のデイジー版３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、ご丈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≫ 

・（スポーツ）エンジョイ・ホース／日本ライトハウス情報文化センター（月刊） 

・（スポーツ）月刊ジャイアンツ／日本点字図書館（月刊） 

・（スポーツ）月刊ドラゴンズ／点字図書館「明生会館」（月刊） 

 

次のデイジー版１誌は、当館での取り扱いを中止します。 

≪デイジー≫ 

・（生活）暮しと健康／大阪市立早川福祉会館（月刊） 

     原本『暮しと健康』が６月号で休刊するため。 
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