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新 刊 案 内 

■2012 年 12 月～2013 年 1 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 100 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。 

 

 

目 次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 点字図書新刊 32 タイトル 

文学 １５タイトル 

 鴎外 闘う家長 

 山崎正和（ヤマザキ，マサカズ）著 5 冊 
河出書房新社（1979）■文豪・森鴎外の生活と作品の間を照射することで、近代知識人論に画

期的な視座を提起する、記念碑的評論。 

 

 信濃富士殺人事件 
 梓林太郎（アズサ，リンタロウ）著 6 冊 
徳間書店（1997）■（推理小説）交番で拳銃が盗まれた。刑事が事情を訊くと、何日か前に、

不審な男がピッケルを忘れたと届け出ていた。だがその男の連絡先は別人のものだった。数日後、

射殺事件が起き、鑑識の結果、盗まれた拳銃によるものと判明。被害者の足取りを追っていった

刑事は、「信濃富士」と呼ばれる有明山（ありあけやま）で起きた墜落事故に不審点があることに

気づく。 

点字図書  ～  ・・・ p.１～８ 

録音図書  ～  ・・・ p.９～19 

情報誌 ・・・・・・・・・・・ p.20～21 
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 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 3 冊 
徳間書店（2006）■（ポルノ） 

 

 雪国  
 川端康成（カワバタ，ヤスナリ）著 3 冊 
新潮社（1937）■頑なに生きてきた主人公・島村は，半年ぶりに雪深い温泉町を訪ね、芸者に

なった駒子と再会する。人の世の哀しさと美しさを描いて、日本近代小説屈指の名作とされる、

文豪・川端康成の代表作。 

 

 断絶 交代寄合伊那衆異聞 16 
 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 4 冊 
講談社（2012）■交易の願いを込めて就航した帆船は南へ向かい、藤之助は江戸へ舞い戻る。

当主不在の咎（とが）で、お家断絶と当主の切腹を迫られた座光寺家。江戸の屋敷を引き払った

面々を追い、藤之助も中山道（なかせんどう）を目指し急追するが…。シリーズ第 16 作。 

 

 戦国の娘詐欺師 信長を騙せ 
 富田祐弘（トミタ，スケヒロ）著 6 冊 
広済堂出版（2011）■（時代・歴史小説）人の欲を逆手に取り、騙し人として乱世を疾駆する

美しき娘・鶴は、戦の元凶である天下人・織田信長に一泡吹かそうと策を練る。戦国の痛快詐欺

師娘・鶴の活躍を描く愉快な戦国絵巻。 

 

 くろねこルーシー 上 
 永森裕二（ナガモリ，ユウジ）原案／倉木佐斗志（クラキ，サトシ）著

川上亮（カワカミ，リョウ）監修 2 冊 
竹書房（2012）■父はかつて「黒猫占い師」として話題になり、家族よりも猫とばかり過ごし

ていた。そんな父も黒猫も大嫌いだったが、亡き父の七回忌を済ませ、実家の書斎で寝ていると、

２匹の黒い子猫が現われて…。ＴＶドラマの小説化。 

 

 くろねこルーシー 下  
 永森裕二（ナガモリ，ユウジ）原案 

十月サクヒ（ジュウガツ，サクヒ）著 

川上亮（カワカミ，リョウ）監修 3 冊 
竹書房（2012）■日本一黒猫に横切られる主人公は、占い師で生活力のない亡き父のようには

なりたくないと思っていた。しかし運命のいたずらは、彼に占い師を目指す道を示す。少しずつ

父の記憶を思い出していくなか、主人公の運命はどのように変わっていくのか。 
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 われなお生きてあり 
 福田須磨子（フクダ，スマコ）著 7 冊 
筑摩書房（1977）■昭和２０年８月９日、長崎にて被爆。それまで何の苦労もなく生きてきた

著者が、被爆直後からはじまった苦難の日々を赤裸々に綴った書。 

 

 
海馬亭
かいばてい

通信 
 村山早紀（ムラヤマ，サキ）［著］ 4 冊 
ポプラ社（2012）■行方知れずの父親をさがして人間の街に下りてきた「やまんばの娘」は、

自称ワルの小学生・千鶴を助けたことがきっかけで、彼女の祖母が営む下宿「海馬亭」にやっか

いになることに…。古い洋館で繰り広げられる、愉快な住人たちとの心温まる交流譚。 

 

 小さな踏切から 高田 くびき野 妙高山 
 杉みき子（スギ，ミキコ）著 2 冊 
新潟日報事業社（2012）■思い出せば、高田は、町じゅうが本当に静かだった。一日中しんと

して、子どもの遊ぶ声や、物売りの声が生き生きと響く。金木犀の香り、雪の記憶、あふれ咲く

桜、くびき野を吹き渡る風の薫り…。児童文学作家・杉みき子が描く故郷への賛歌。 

 

 失敗の効用 
 外山滋比古（トヤマ，シゲヒコ）［著］ 2 冊 
みすず書房（2011）■普通はうっかり見落とされがちなところが見える、「半逆説」の角度か

ら物事を眺めた、生きるヒントに満ちた随想録。 

 

 疾走する精神 「今、ここ」から始まる思想 
 茂木健一郎（モギ，ケンイチロウ）著 3 冊 
中央公論新社（2009）■「米国も、＜ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅｍ＞にすぎない」と気付いたとき、

世界は今までと違う、多様性の宝庫に見えてくる。いま、いったい何を大切なものとして生きる

べきなのか。横断する知を生きる脳科学者が見つめた現代と未来の姿。 

 

 人生は終わったと思っていた アルコール依存症からの脱出 
 月乃光司（ツキノ，コウジ）著 2 冊 
新潟日報事業社（2011）■「アルコール依存症による自らの入院体験を基にした 2001 年刊

「窓の外は青」を再録するとともに、同書の出版からパフォーマンスイベント「こわれ者の祭典」

を開催するまでにいたる、激動の１０年間を綴る。 

 

 ００７白紙委任状 
 ジェフリー・ディーヴァー著／池田真紀子（イケダ，マキコ）訳 8 冊 
文芸春秋（2011）■イギリスへの大規模な攻撃計画が６日後に迫っていた。イギリス諜報界か

ら阻止作戦のミッションを受けたジェームズ・ボンドは、謎の男を追う。世界最高のヒーローを

世界最高のサスペンス作家が描く超大作。 
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 歴史・伝記 ３タイトル 
 城と女 上 
 楠戸義昭（クスド，ヨシアキ）著 5 冊 
毎日新聞社（1988）■日本中に点在する様々な城と、その城にゆかりの女性たちの生涯を、

すべて丹念な現地取材によって描く。卑弥呼の古代から、お市の方の戦国末期までを収録。 

 

 城と女 下 
 楠戸義昭（クスド，ヨシアキ）著 5 冊 
毎日新聞社（1988）■全国に点在する諸城を丹念に取材し、治乱興亡の歴史と、その陰に生

きた女性群像を探る。戦国末期、江戸、明治維新までを収録。 

 

 評伝 銀のつえ 
 徳間佳信（トクマ，ヨシノブ）著 3 冊 
柏崎インサツ（2012）■明治初期の政治家・勝海舟の曽祖父にあたる「米山検校（よねやま・

けんぎょう）」。幼児期に失明し、杉山流の鍼術を学んで「検校」となった米山について、多く

の誤伝が流布される中、偉大な先達の真の姿を追い求めて研究を重ねた、著者渾身の一作。 

 

 地理・紀行 １タイトル 
 新潟県謎解き散歩 上杉謙信、越後杜氏、佐渡金銀山遺跡からコシヒカ

リ、『雪国』、アルビレックス新潟まで  “新潟ブランド”が満載！ 

お国自慢の謎・不思議１０１ 
 花ケ前盛明（ハナガサキ，モリアキ）編著 3 冊 
新人物往来社（2011）■新潟は、豊かな自然と美しい景観に恵まれ、多彩で興味深い歴史と

文化を築いてきた、まさに「見どころ満載」の県と言えます。歴史や文化の面でも、上杉謙信

や、世界遺産暫定リストに記載された佐渡金山、幕末の北越戦争など、非常に興味深い項目が

目白押しです。新潟県の見所について余すところなく語り尽くした一冊。 

 

 政治・法律 ２タイトル 
 ジョークで読むロシア  
 菅野沙織（スゲノ，サオリ）著 3 冊 
日本経済新聞出版社（2011）■モスクワに生まれ、日本に帰化した気鋭のエコノミストが、

ジョークや小話を手がかりに、グローバル金融危機後のロシアについて、社会、政治経済、生

活事情などを読み解く。 

 

 冤罪と裁判 
 今村核（イマムラ，カク）著 4 冊 
講談社（2012）■日本の有罪率は９９．９％。その中で冤罪事件をたたかい、１１件の無罪

判決を勝ち取ってきた弁護士が、冤罪の原因と裁判員制度について語る。 
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 社会・教育 ２タイトル 
 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 7 冊 
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

をもって、時効が成立した－。前代未聞の重大事件は、なぜ未解決のまま時効を迎えたのか。

日本警察の屈辱の内幕を暴くドキュメント。 

 

 東京盲学校六十年史 
 東京盲学校（トウキョウ モウガッコウ）編 9 冊 
東京盲学校（1935）■明治初期、外国人と我が国の盲教育関係者によって作られた「楽善会」

（らくぜんかい）は、今日の筑波大附属視覚特別支援学校の創設に大きく貢献したことで知ら

れています。同校の 60 年にわたる盲教育の歩みをまとめた本書は、歴史的な資料として大き

な価値のある一冊です。 

 

 伝説・慣習 ２タイトル 
 十二支物語 

 諸橋轍次（モロハシ，テツジ）著 3 冊 
大修館書店（1968）■「十二支」とは、言うまでもなく「子丑寅卯」などの十二の干支のこ

とです。本書は、鼠なり牛なり虎なり兎なりといった干支について、古今の史実や伝説などを、

大量に書きつらねた縮写版・大漢和辞典の月報をとりまとめた労作です。 

 

 ことわざに聞く その魅力と威力 
 日本ことわざ文化学会（ニホン コトワザ ブンカ ガッカイ）編  

6 冊 
人間の科学新社（2010）■生活のあらゆる場面で、ひょいと現れ、人々の行動に当たり前の

ように影響を与える「ことわざ」について、その魅力のあり様に６つの側面から鋭く迫る一冊。 

 

 昆虫 ２タイトル 
 ファーブル昆虫記 完訳 第２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 5 冊 
 

  ファーブル昆虫記 完訳 第２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 6 冊 
集英社（2006）■猫もハチも、なぜ迷わずに家に戻れるのか？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。改訳の上、

図版、脚注、訳注なども増補した労作。 
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 医学 ２タイトル 
 血圧がみるみる下がる１００のコツ 
 主婦の友社（シュフノ トモシャ）編 3 冊 
主婦の友社（2004）■高血圧になる原因と、その症状を簡潔に説明するとともに、高血圧を

予防し、血液や血管の状態を健康に保てるように、毎日の食生活と生活習慣を改善するアドバ

イスを掲載。血圧を上手に下げるコツが学べます。 

 

 手渡しで伝えたい情報コーディネート鍼灸 
 宮村健二（ミヤムラ，ケンジ）著 4 冊 
ヒューマンワールド（2012）■長年、鍼灸臨床に携わってきた著者が、「情報発信」をキーワ

ードに、鍼灸の理論と技術を一体化した、鍼灸臨床の新たな姿を提言。鍼灸療法を「刺激」か

ら「情報発信」に、「鍼灸本位」から「生体本位」に位置づけ直すことによって、鍼灸の本質に

迫ります。生体の状態に適合した最適な鍼灸技術も、具体例を挙げて解説。 

 

 原発 １タイトル 
 原発と地震 柏崎刈羽「震度７」の警告 
 新潟日報社特別取材班 

（ニイガタ ニッポウシャ トクベツ シュザイハン）著 4 冊 
講談社（2009）■2007 年の夏、中越沖の激震で世界最大の原発が止まった－。なぜ大地震

に襲われる柏崎刈羽の地に原発が建設されたのか。国の安全審査に問題はなかったのか。原発

誘致に絡む政財官の思惑やさまざまな謎を解き明かす。 

 

 

 点字児童図書 ２タイトル 
 外国から来た魚 日本の生きものをおびやかす魚たち 
 松沢陽士（マツザワ，ヨウジ）著 2 冊 
フレーベル館（2010）■「外来生物」の問題は、この日本でも、ますます深刻化している。

水中カメラマンである著者が、撮影を通して目の当たりにした日本の水中の現状とは？日本で

急速に分布を拡げているオオクチバスを中心に、大量の外国の魚に占領されている日本の川や

湖の水中の様子をレポートする。小学校高学年向け。 

 

 ぼくんちのテディベア騒動 
 クリス・ダレーシー著／渡邉了介（ワタナベ，リョウスケ）訳 4 冊 
徳間書店（2010）■ぼろぼろのどこか悲しげなテディベアを気に入ってしまったぼくは、チ

ャリティーショップの裏に捨てられていたのを拾ってホレースと名づけた。そのぬいぐるみが、

とても価値のあるものらしいとわかって…。アンティークのクマの謎をめぐり、家族とのきず

なや初恋を、ユーモアを交え温かく描いた物語。小学校高学年～中学生向け。 
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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 
 

 池上彰と考える、仏教って何ですか？  
 池上彰著（イケガミ，アキラ）著 ２冊 徳島視障セ：製作 
飛鳥新社（2012）■仏教の誕生、日本への伝来から、葬式や戒名の意味、新興宗教まで、仏

教にまつわる疑問をジャーナリストの池上彰がわかりやすく解説する。仏教の原点についての

ダライ・ラマ１４世との対談も収録。 

 

 災害救助犬レイラ 
 井上こみち（イノウエ，コミチ）著 ２冊  滋賀視障セ：製作 
講談社（2012）■すぐれた嗅覚をいかして生存者をさがしだすため、日々訓練を重ねる災害

救助犬。東日本大震災発生時、いちはやく被災地にかけつけ、懸命の捜索活動を行ったレイラ

の姿を通じて、人と犬との絆を見つめなおす。 

 

 取り戻せ、“自然治癒力”統合医療で治す！ 

病名・症状別で引きやすい 
 川嶋朗（カワシマ，アキラ）監修 ５冊 ヘレン図：製作 
世界文化社（201２）■アジアの伝統医学から自然療法、サプリメント、現代医学療法まで。

自然治癒力を高めるさまざまな統合医療の概要を紹介し、病名や症状から、どのような治療の

選択肢があるのかを説明する。 

 

 人生で本当に大切なこと 壁にぶつかっている君たちへ 
 王貞治（オウ，サダハル），岡田武史（オカダ，タケシ）著 

２冊  京ラ情ス：製作 
幻冬舎（2011）■野球とサッカーで日本を代表する２人の男は、いかにして困難を乗り越え

てきたのか。世界のホームランキング・王貞治氏と、元サッカー日本代表監督・岡田武史氏が、

プレッシャーに打ち克って結果を残してきた、その裏にある、共通の信念について語り合う。 

 

 
残
ざん

穢
え

 
 小野不由美（オノ，フユミ）著 ４冊  早川福祉：製作 
新潮社（2012）■畳を擦る音が聞こえ、いるはずのない赤ん坊の泣き声がする…。何の変哲

もないマンションで起きる怪奇現象を調べるうちに浮かび上がってくる、その「土地」を巡る

因縁とは？長編ホラー小説。 

 

 確証 
 今野敏（コンノ，ビン）著  4 冊 滋賀視障セ：製作 
双葉社（2012）■盗犯捜査を担当する警視庁捜査三課のベテラン刑事と、その部下で、捜査

一課に憧れを抱きつつも上司を慕う女性刑事が、強盗殺人事件の捜査で奮闘する警察小説。今

もっとも旬な警察小説の書き手が満を持して放つ傑作長編！ 

34 
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 キングを探せ 
 法月綸太郎（ノリズキ，リンタロウ）著 ４冊 京ラ情ス：製作 
講談社（2011）■（推理小説）どうしても殺したい相手がいる。それだけで結託した４人の

男は、完璧な交換殺人を目論む。誰が誰のターゲットを殺すのか。それを決めるのはたった４

枚のカード。粛々と進められる計画に、法月警部と綸太郎のコンビが挑む！ 

 

 この君なくば 
 葉室麟（ハムロ，リン）著 ４冊 高知点図：製作 
朝日新聞出版（2012）■（時代・歴史小説）密かに慕い続ける乙女、自由奔放に生きる娘、

藩命に忠実な高潔の士…。激動の幕末維新を背景に、懸命に生きる男女の清冽な想いを描く、

長篇時代小説。 

 

 七つの熟れた蕾 
 「特選小説」編集部（トクセン ショウセツ ヘンシュウブ）編  

神崎京介（カンザキ，キョウスケ）ほか[著］ ３冊  神戸点図：製作 
新潮社（2012）■（ポルノ） 

 

 蝿の帝国 軍医たちの黙示録 
 帚木蓬生（ハハキギ，ホウセイ）著 ７冊 京ラ情ス：製作 
新潮社（2011）■徴兵検査をし、解剖を行い、地下壕を掘り、傷病兵に青酸カリを渡す…。

「あの戦争」は、普通の医者を「軍医」に変えた。１５人の若き軍医が、極限状況下で見た、

戦争の真実の姿を描く力作。  

 

 

 

 

39 
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42 

 

 

 



メールにいがた第 100号（2013年 2月号）別冊 

9 

□D ：デイジー図書の収録時間数 

 

 
録音図書新刊 51 タイトル 

文学 26 タイトル 
 新・日本文壇史 第２巻 大正の作家たち 

 川西政明（カワニシ，マサアキ）著 □D 12:34 
岩波書店（2010）■大正の文士たちは、血気盛んで高慢、自信満々だった。斎藤茂吉と永井

ふさ子の恋をはじめ、志賀直哉、若山牧水らが繰り広げた当時の文壇スキャンダルを活写する。 

 

 新・日本文壇史 第３巻 昭和文壇の形成 

 川西政明（カワニシ，マサアキ）著 □D 12:43 
岩波書店（2010）■昭和２年の芥川竜之介の自死は昭和文壇の始まりであった。中原中也・

小林秀雄・長谷川泰子の「天下の三角関係」、梶井基次郎と宇野千代の恋、「伊豆の踊子」のモ

デル問題、川端康成の秘めた恋など、昭和初期の文壇を描きだす。 

 

 新・日本文壇史 第４巻 プロレタリア文学の人々 

 川西政明（カワニシ，マサアキ）著 □D 14:39 
岩波書店（2010）■小林多喜二とその恋人である田口タキ、そして妻の伊藤ふじ子の関係。

蔵原惟人（くらはらこれひと）と中野重治（なかのしげはる）の論争、重治の妹にして恋多き

詩人・中野鈴子の人生、壷井栄の恋と徳永直（とくながすなお）との確執など、プロレタリア

文学とその周辺に生きた人々の生に迫る。 

 

 うたの動物記 

 小池光（コイケ，ヒカル）著 □D 6:03 
日本経済新聞出版社（2011）■猫、犬、ナマケモノなど、動物に焦点をあて、俳句、短歌、

詩をジャンルを越えて眺望しながら、動物がいかに日本の詩歌と美意識に大切な役割を果たし

てきたかをスケッチする。 

 

 岳飛伝
がくひでん

2 飛流
ひりゅう

の章 

 北方謙三（キタカタ，ケンゾウ）著 □D 9:53 
集英社（2012）■（時代・歴史小説）梁山泊は呉用を頭領に新体制を築き始め、若い世代が

育つ。一方、岳飛は義手を身につけて力を取り戻し、南宋も国力を強化。金軍は南進を伺い、

再び戦乱の気配が…。『小説すばる』連載を単行本化。 

 

 春の珍事 鎌倉河岸捕物控 21 

 佐伯泰英（サエキ，ヤスヒデ）著 □D 7:02 
角川春樹事務所（2012）■（時代・歴史小説）畳奉行・早乙女家の次男が、祝言を前に突如

失踪してしまう。同じ頃、宗五郎一家の飼い猫も姿をくらましていた。２つの失踪事件を追い

かけるうちに、さらなる衝撃の事実が明らかになる。シリーズ第 21 作。 

 

 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
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 釈迦の女 公事宿事件書留帳 10 

 沢田ふじ子（サワダ，フジコ）著 □D 7:17 
幻冬舎（2004）■（時代・歴史小説）京の由緒ある寺・知恩院の本堂の回廊で、誰に咎めら

れることもなく毎日寝転がっている女。彼女の目的は何なのか。公事宿の居候・田村菊太郎の

活躍を描く時代小説シリーズ第１０弾。 

 

 １０分間の官能小説集 

 小説現代（ショウセツ ゲンダイ）編 □D 4:07 
講談社（2012）■名手 10 人の手になる「10 分で読める」短編官能小説集。４カ月の別居

を経た夫婦が、極限まで妄想を膨らませてたどりついた夜を描く「ひとつになるまでの時間」

をはじめ、全 10 編を収録する。 

 

 哀しみの星 

 新堂冬樹（シンドウ，フユキ）著 □D 3:45 
角川書店（2012）■実母に殺されかけて心に傷を負った沙織。学校では優等生を演じながら、

誰にも心を開かない彼女は、ある日、盲目の青年に出逢う。青年の声は沙織の荒（すさ）んだ

心に入り込み、彼女は弾む気持ちを取り戻す。だが青年の幼馴染みという女性が現れて…。 

 

 覇王
はおう

の死 二階堂蘭子
ら ん こ

の帰還 

 二階堂黎人（ニカイドウ，レイト）著 □D 16:17 
講談社（2012）■（推理小説）大資産家の血を受け継ぐ尾崎と、彼に瓜二つの青木。莫大な

財産を求め、尾崎になりすました青木は能登半島の村へと向かう。だが、そこには惨劇が…。 

帰ってきた名探偵・二階堂蘭子が事件の謎に挑む。 

 

 影法師殺し控 

 和久田正明（ワクダ，マサアキ）［著］ □D 7:15 
ベストセラーズ（2012）■（時代・歴史小説）脱藩浪士の式部右近、元盗っ人の吉兵衛、巫

女の小夜。過去を背負った３人は、江戸で出会い意気投合する。そんなある日、吉兵衛の昔の

仲間が自殺した。その裏に悪徳役人の存在を感じとった３人は、闇討ちを決意する…。 

 

 自分らしく生きる 

 伊藤靖子（イトウ，ヤスコ）著 □D 5:39 
新潟日報事業社（2011）■自分らしく生きる道を自己の判断で選びとった高校教師の、学び、

歩き続けた退職後１５年の記録。 

 

 恋は、あなたのすべてじゃない 

 石田衣良（イシダ，イラ）著 □D 4:02 
青春出版社（2008）■（恋愛小説）恋は人生のごく一部。すこし違うあなたになるだけでい

い。がんばりすぎてしまう大人の女性たちへ。自分らしい「本当の恋愛」の見つけ方。 
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 情報への作法 

 日垣隆（ヒガキ，タカシ）［著］ □D 17:17 
講談社（2011）■本書は、「表層的な人物紹介や商品開発自慢や整理術のような枠から思い

きり抜け出して、真摯で感銘深い人生ドキュメント」として、1997 年に出版された『情報の

技術』の復刊文庫版。今日読み返すと、時代はすべて「この本」に書かれた通りになった。徹

底した現場密着主義が生みだした、永遠に読み継がれるべき 25 本のルポルタージュ集。 

 

 母をお願い 

 申京淑（シン，ギョンスック）著／安宇植（アン，ウシク）訳 

□D 10:31 
集英社（2011）■駅で母が行方不明になった。家族は当たり前のように母から注がれていた

愛情と、自分の人生にかまけて母を二の次にしていたことに気づき、初めて存在の大きさに思

いいたる。母はいったいどこに？ 

 

 アレクシア女史、倫
ロン

敦
ドン

で吸血鬼と戦う 

 ゲイル・キャリガー著／川野靖子（カワノ，ヤスコ）訳 

□D 12:29 
早川書房（2011）■（推理小説）吸血鬼や人狼らと人類が共存する 19 世紀イギリス。特殊

能力を持つ令嬢アレクシアは、人狼の捜査官とともに連続失踪事件の真相に迫る。アレックス

賞受賞。 

 

 リトル・ブラザー 

 コリイ・ドクトロウ著／金子浩（カネコ，ヒロシ）訳 □D 14:52 
早川書房（2011）■テロ事件に巻き込まれ、容疑者として逮捕されてしまった高校生が、友

人達と共に国家権力に戦いを挑む姿を描く。2009 年ジョン・Ｗ．キャンベル記念賞、2009

年プロメテウス賞、2009 年ホワイトパイン賞受賞。 

 

 監禁 

 ジェフリー・ディーヴァー著／大倉貴子（オオクラ，タカコ）訳 

□D 16:08 
早川書房（2000）■（推理小説）神に憑かれた牧師アーロン。彼は神への生贄として少女を

誘拐、朽ちかけた教会に監禁する。置き手紙から当初は家出と思われたが、状況に不審な点を

感じた少女の父親テイトは、元妻とともに娘の行方を追う。テイトの協力者を悪魔的な機知で

次々始末していくアーロンが最後に目指すものは？狂気に満ちた誘拐犯と追跡者たちの二つ

の物語が交錯したとき、驚愕の真相が！『静寂の叫び』に続く、緊迫感溢れる傑作サスペンス。 

 

 彷徨える艦隊 2 特務戦隊フュリアス 

 ジャック・キャンベル著／月岡小穂（ツキオカ，サホ）訳 □D 11:48 
早川書房（2009）■艦隊を無事に脱出させた大佐。彼は帰還途中で発見した捕虜収容所をも

解放したが、その捕虜のなかには「伝説の英雄」と讃えられる野心家の男がいた。 
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 リヴァイアサン クジラと蒸気機関 

 スコット・ウエスターフェルド著／小林美幸（コバヤシ，ミユキ）訳 

□D 12:26 
早川書房（2011）■両親を殺した一派に追われるオーストリア公子と、英国海軍航空隊に志

願した少女。第一次大戦下の２人の運命を描く。３部作第１部。2010 年度ローカス賞ヤング

アダルト部門、2010 年度オーリアリス賞ヤングアダルト部門受賞。 

 

 トルコ沖の砲煙 海の男／ホーン・ブロワーシリーズ４ 

 セシル・スコット・フォレスター著 

高橋泰邦（タカハシ，ヤスクニ）訳 □D 13:48 
早川書房（1974）■念願の艦長昇進を果たしたホーンブロワーは、新たな命令を受けて地中

海へ赴く。だが、前途には思いもよらぬ死の難関が待ち受けていた。シリーズ第４作。 

 

 ローラ・フェイとの最後の会話 

 トマス・Ｈ．クック著／村松潔（ムラマツ，キヨシ）訳 □D 11:49 
早川書房（2011）■（推理小説）歴史学者の男は、講演に訪れた街で、知人女性と 20 年ぶ

りに再会する。彼女との酒を酌み交わしながらの会話は、予想外の方向に転がっていく。 

 

 ねじれた文字、ねじれた路 

 トム・フランクリン著／伏見威蕃（フシミ，イワン）訳 □D 13:05 
早川書房（2011）■（推理小説）少女失踪事件への関与を疑われ、孤独に暮らす自動車整備

士は、ある事件を契機に疎遠だった少年時代の親友と再会するが…。2011 年英国推理作家協

会（ＣＷＡ）賞ゴールド・ダガー（最優秀長篇）賞、2010 年ロサンゼルス・タイムズ文学賞

（ミステリ／スリラー部門）受賞。 

 

 琥珀
こはく

の眼の兎 

 エドマンド・ドゥ・ヴァール著／佐々田雅子（ササダ，マサコ）訳 

□D 17:06 
早川書房（2011）■19 世紀後半に日本から輸出された美しい根付に魅了され、その壮大な

旅路を追いはじめた著者は、自らの一族の哀しい歴史を知る。コスタ賞ブック・オブ・ザ・イ

ヤー、王立文学協会オンダーチェ賞受賞。 

 

 侍とキリスト ザビエル日本航海記 

 ラモン・ビラロ著／宇野和美（ウノ，カズミ）訳 □D 12:04 
平凡社（2011）■（時代・歴史小説）日本にキリスト教をもたらしたザビエルは、なぜ日本

での布教に失敗したのか。そして日本人は、キリスト教をどのように感受したのか。スペイン

人作家の眼をとおして、西洋とは東洋とは、神とは仏とは何かを問う、異色時代小説。 
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 海にはワニがいる 

 ファビオ・ジェーダ著／飯田亮介（イイダ，リョウスケ）訳 □D 6:21 
早川書房（2011）■アフガニスタンを逃れた 10 歳の少年は、母が姿を消した翌朝から、安

住の地をもとめて旅を続けた。５年間で６カ国を巡った少年の、長く厳しい旅の物語。 

 

ジャーナリズム １タイトル 

 マスコミは何を伝えないか メディア社会の賢い生き方 

 下村健一（シモムラ，ケンイチ）著 □D 7:32 
岩波書店（2010）■誤報、やらせ、報道被害…。マスコミは「真実」を伝えているのか？ マ

スコミと市民メディア双方の場で活躍する著者が、報道の仕組みやその問題点を具体的に検証

し、マスコミを含むメディアとの賢い付き合い方を探る。 

 

伝記 ６タイトル 

 ヒトラーのテーブル・トーク 下 １９４１－１９４４ 

 アドルフ・ヒトラー著／吉田八岑（ヨシダ，ヤツオ）監訳 □D 17:52 
三交社（1994）■人間ヒトラーの実像に迫る。総統司令部で側近を前にして、史上最大級の

「堕天使」ヒトラーが、ゲルマン民族、ユダヤ人から外交、軍事、そしてダイエット、禁煙に

いたるまで、森羅万象を飽くことなく語る。 

 

 山本五十六のことば 

 稲川明雄（イナガワ，アキオ）著 □D 2:18 
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

ことばを取り上げながら、その生涯を追う。 

 

 新島
にいじま

八重
や え

と夫、 襄
じょう

 

 早川広中（ハヤカワ，ヒロナカ），本井康博（モトイ，ヤスヒロ）著 

□D 5:17 

思
し

文
ぶん

閣
かく

出版（2011）■会津藩士の娘として、幕末の会津戦争ではスペンサー銃を手にして戦

い、大砲隊を指揮した逸話で知られる新島八重（今年の大河ドラマの主人公です）。維新後は

京都に向かい、同志社の創立者である新島襄の妻となります。洋装を好み、女子教育や篤志教

育に邁進。激動の時代を先進的に明るく生き抜いた八重の魅力を、わかりやすく紹介する一冊。 

 

 新島
にいじま

八重
や え

の生涯 歴史物語 幕末のジャンヌ・ダルク 

 吉村康（ヨシムラ，ヤスシ）著 □D 6:05 
歴史春秋出版（2012）■幕末から明治にかけての日本の黎明期を先駆的に生きた新島八重の

生涯。男勝りに育ち、会津籠城戦では「幕末のジャンヌ・ダルク」と呼ばれ、活躍。同志社を

設立した新島襄との結婚、日清・日露戦争での従軍から、晩年までの生涯を綴った一冊。 
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 横田めぐみさんと金
キム

正 恩
ジョンウン

 知らないのは日本人だけ！  

 飯山一郎（イイヤマ，イチロウ）著 □D 6:04 
三五館（2012）■金正日の後継者となった金正恩。果たして、彼の母親は誰なのか？ 横田

めぐみさんの行方、金正恩の出生の不思議、金正恩と胡錦涛のキズナなど、マスメディアでは

伝えられない北朝鮮の衝撃的事実を明らかにする。 

 

 ウィリアム王子 プリンセス・ダイアナと英国王室 

別冊歴史読本 

 □D 2:58 
新人物往来社（2011）■2010 年に婚約を発表した英国のウィリアム王子とケイト・ミドル

トン。破局の危機を乗り越え８年の交際を実らせた、ふたりの軌跡を振り返る。そのほか永遠

のプリンセス・ダイアナ妃の生涯や、現代英国王室の人々も紹介されています。 

 

地理・紀行 １タイトル 

 東海道を歩く 歴史の旅 

 本多隆成（ホンダ，タカシゲ）著 □D 7:50 
吉川弘文館（2007）■江戸の日本橋から京都の三条大橋まで、東海道五拾三次を豊富な図版

で道案内。東海道を、１国または２国ずつ、大きく６節に分けてその歩みの跡を叙述し、途中

の道筋の遺跡や現況も取り上げて紹介。 

 

社会 ５タイトル 

 硝 煙
しょうえん

の向こうの世界 渡部陽一が見た紛争地域 

 渡部陽一（ワタナベ，ヨウイチ）著 □D 3:16 
講談社（2012）■イラク戦争、アフガニスタン戦争、スーダン・ダルフール紛争、チベット・

ウイグル暴動…。新聞やテレビ報道、教科書では伝えきれない戦場の現実を、戦場カメラマン

の著者がわかりやすく解説する。東日本大震災についての文章も収録。 

 

 動乱のインテリジェンス 

 佐藤優（サトウ，マサル），手嶋龍一（テシマ，リュウイチ）著 

□D 5:50 
新潮社（2012）■「北」のミサイル、空母を持った中国、混迷の中東、通貨危機とＴＰＰ、

そして黄昏ゆく日米同盟－。今そこにある危機を分析しつつ、縮みゆく日本を毅然として回復

させる道筋を示す。外交的知性がぶつかり合う、白熱の対談集。 
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 グローバル時代のアジア地域統合 

日米中関係とＴＰＰのゆくえ 岩波ブックレット 

 羽場久美子（ハバ，クミコ）著 □D 3:46 
岩波書店（2012）■21 世紀はアジアの時代。その中で、日本は何をすべきか。アジアにす

でに存在する様々な地域「間」協力の様相を描き出し、混迷する国際状況を解説。また、アジ

アの地域統合の今後を展望し、日本が進むべき道を提言する。 

 

 ゆっくりやさしく社会を変える ＮＰＯで輝く女たち 

 秋山訓子（アキヤマ，ノリコ）著 □D 5:08 
講談社（2010）■自らの行動で身近な社会を変えていくＮＰＯの活動は、誰もが生き生きと

暮らせる社会を実現するための大きな可能性に満ちている。ＮＰＯのパイオニアとして道を切

り開いてきた４人の女性の軌跡とその輝く生き方を紹介する。 

 

 知っていますか、朝鮮学校 岩波ブックレット 

 朴三石（パク，サムソク）著 □D 2:40 
岩波書店（2012）■朝鮮学校とはどんな学校？ なぜ日本に存在するの？ 教科書や授業の

内容、生徒たちの日々の姿、日本社会との交流などを事実に即して紹介しながら、リアルな朝

鮮学校の姿を描く。 

 

医学 ２タイトル 

 経絡リンパマッサージセルフケアＢＯＯＫ 

不調をキレイに変える１分メソッド 最新版 

 渡辺佳子（ワタナベ，ケイコ）著 □D 3:36 
西東社（2009）■イライラ、不眠、肩こり、偏頭痛、足先の冷え…。ココロとカラダの 75

種の不調を改善し、“真の美しい体”を目指す経絡リンパマッサージを紹介。体質改善マッサ

ージも教えます。 

 

 認知症 30 カ条 予防から介護まで 岩波ブックレット 

 認知症予防財団（ニンチショウ ヨボウ ザイダン）編 □D 1:51 
岩波書店（2010）■認知症予防や介護の真髄をわかりやすく解説する。旧ぼけ予防協会が

97 年より順次刊行した「ぼけ 10 カ条」シリーズに、最新の研究事例を反映させ、加筆して

「30 カ条」として単行本化。 
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技術・工業 ４タイトル 

 旅が１０倍面白くなる観光列車 ＳＬからイベント列車まで 

 野田隆（ノダ，タカシ）著 □D 5:57 
平凡社（2011）■鉄道の旅は楽しい。けれど、ちょっと特別な列車での旅なら、もっと楽し

い！ ＳＬ、リゾート列車、イベント列車など、一度は乗ってみたい日本全国のユニークな「観

光列車」を大紹介。 

 

 発酵食品礼讃 

 小泉武夫（コイズミ，タケオ）著 □D 8:42 
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。 

 

 メンズ・ファッション用語大事典（その１） 

男の服飾基礎知識から最新ファッション用語まで 8000 語を収録 

 吉村誠一（ヨシムラ，セイイチ）著 □D 35:25 

 メンズ・ファッション用語大事典（その２） 

男の服飾基礎知識から最新ファッション用語まで 8000 語を収録 

 吉村誠一（ヨシムラ，セイイチ）著 □D 31:03 
誠文堂新光社（2010）■コート、スーツ、ジャケット、シャツなどをアイテムごとに分け、

各部の名称をイラストを交えて解説。色（カラー）、柄・パターン、ウエアリング等のファッ

ション用語や、配色と着こなしの基礎知識もカバー。 

 

音楽 1 タイトル 

 クラシック音楽素朴な大疑問 

考え出すと妙に気になる 

 クラシックジャーナル編集部編著 □D 5:35 
ＰＨＰ研究所（2007）■テレビＣＭで、街のＢＧＭで、確実に耳にする機会が多くなったク

ラシック音楽。しかし、かたいイメージが邪魔して、もう一歩踏み込めないという人も多いの

ではないだろうか？本書は、学校では教えてくれない、クラシック音楽の入門書。「バッハは

なぜ音楽の父？」「名器ストラディヴァリの音の秘密とは？」など、クラシック音楽を聴くの

が１００倍楽しくなる知識を一挙公開。 
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録音児童図書 5 タイトル 

 日本のもと 米
こめ

 

 服部幸應（ハットリ，ユキオ）監修 □D 4:31 
講談社（2011）■米が日本をつくったってほんとう？お相撲さんと米の関係って？田んぼが

森を育てるってどういうこと？日本の米や食の歴史をたどり、これからの日本の元気のおおも

とを考えます。 

 

 境界をこえる 15 歳の寺子屋 

 安藤忠雄（アンドウ，タダオ）著 □D 2:49 
講談社（2012）■建築家の仕事は、理想の建物を構想し、実現させること。現実を正面から

受けとめ、「構想力」と「実行力」で、豊かな人間の暮らしを追求してきた世界的建築家が、

壮大な夢を実現する道程を語る。 

 

 かいけつゾロリのじごくりょこう 

 原ゆたか（ハラ，ユタカ）さく・え □D 0:56 
ポプラ社（2002）■地獄に連れてこられたゾロリは、生きて帰るため７つの地獄に挑戦！炎

地獄、針地獄…おそろしい地獄から、ゾロリは帰ってこられるのでしょうか？ 

 

 黒猫オルドウィンの探索 三びきの魔法使いと動く要塞
ようさい

 

 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 9:31 
早川書房（2011）■ウサギの魔法使いが再び王国を襲ってきた。魔法使いの使い魔である猫

のオルドウィンたちは王国を守るため旅立つ。シリーズ第２作。 

 

 クロニクル千古の闇 5 復讐の誓い 

 ミシェル・ペイヴァー作／さくまゆみこ（サクマ，ユミコ）訳 

酒井駒子（サカイ，コマコ）画 □D 8:28 
評論社（2009）■大切な人を「魂食らい」にうばわれ、復讐に燃えるオオカミ族の少年トラ

ク。犯人を追って自分が生まれた「深い森」へと足を踏み入れるが…。シリーズ第５弾。 
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1２月～１月 サピエ図書館の新刊デイジー図書 

デイジー図書 10 タイトル 

 
 できるＥｘｃｅｌ関数編  

２０１０ ２００７ ２００３ ２００２ 対応 

 尾崎裕子（オザキ，ユウコ）， 

できるシリーズ編集部（デキル シリーズ ヘンシュウブ）著 

□D 8:38  大阪盲福セ：製作 
インプレスジャパン（2010）■売上集計や見積書を作成しながら、現場で役立つＥｘｃｅｌ

関数をわかりやすく解説。基本の関数に加えて、目的やデータに対応する便利な関数を厳選し

て紹介する。Ｅｘｃｅｌの２０１０／２００７／２００３／２００２に対応。 

 
 生きる悪知恵 正しくないけど役に立つ６０のヒント 

 西原理恵子（サイバラ，リエコ）著  □D ４:55 福井視点：製作 
文芸春秋（201２）■飲酒で高校を退学処分。水商売でアルバイト。離婚したのち、ガンを患

った元夫の最期を看取る－。漫画家の西原理恵子が、おカネ・男と女・ビジネス・家族などに

ついて、波瀾万丈の人生で培った処世術を伝授する。 

 
 風が笑えば 

 俵万智(タワラ，マチ)著 奥宮誠次（オクミヤ，セイジ）写真  

□D １:25 福島点図：製作 
中央公論新社（2012）■（短歌）「秋の陽に 淡く満たされ野菊らは 自分探しの 旅を思

わず」―。ベストセラー「サラダ記念日」から２５年。成熟を迎えた歌人・俵万智が、女性と

して母としての今を歌う。 

 
 光圀伝

みつくにでん

 

 冲方丁（ウブカタ，トウ）著 □D 29:06 島根西視情セ：製作 
角川書店（2012）■（時代・歴史小説）異才・冲方丁が本屋大賞受賞作『天地明察』に次い

で放つ、大河エンターテイメント。何故この世に歴史が必要なのか。「大日本史」編纂という

大事業のため、大切な者の命を奪ってまでも突き進まねばならなかった、孤高の虎・水戸光圀

の生き様に迫る。「週刊朝日」誌上で、2012 年・時代小説ランキング第 1 位に選ばれた傑作。 

 
 犬とハモニカ 

 江國香織（エクニ，カオリ）著   □D ３:29  福井視点：製作 
新潮社（201２）■空港の国際線到着ロビーを舞台に、渦のように生まれるドラマを軽やかに

描き、第３８回川端康成文学賞（もっとも完成度が高いと評価された短編小説に贈られる賞）

を受賞した表題作など、全６編を収録。 
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 神津
か み ず

恭
きょう

介
すけ

への挑戦 長編推理小説 

 高木彬光（タカギ，アキミツ）著  □D 8:42 

桐生点図：製作 
光文社（2012）■（推理小説）都内で発生した満員電車での毒殺事件、マンションでの死体

消失事件…。相次ぐ怪事件の謎解きに乗り出す名探偵・神津恭介の前に、新たな密室殺人が立

ちはだかる。隠遁生活を送る天才探偵が、超人的頭脳で謎を解く！ 

 

 鬼
き

龍
りゅう

 

 今野敏（コンノ，ビン）著 □D 5:00 徳島視障セ：製作 
中央公論新社（201１）■高円寺のアパートでつつましく暮らす青年・鬼龍は、鬼道衆の末裔

として秘密裏に依頼される「亡者秡い」を請け負っていた。陰の気がうずまく東京で、鬼龍が

挑む最強の亡者とは！？「秡師（はらいし）・鬼龍光一（きりゅうこういち）」の原点となる伝

奇エンターテイメント。 

 

 語りつづけろ、届くまで 

 大沢在昌（オオサワ，アリマサ）著   □D 10:27 旭川点図：製作 
講談社（2012）■新商品のセンベイの宣伝に精を出す坂田のもとに、健康枕販売セールスの

指導のバイトが持ちかけられる。打合せのために会場に出向くと、そこには死体が…。日本一

不運なサラリーマン坂田が巻き込まれる、殺人事件と暴力団抗争。助かるには、消えた３億円

を捜し出すしかない。大沢ワールドが炸裂する一冊。 

 

 感じて歩く ルポエッセイ 

 三宮麻由子（サンノミヤ，マユコ）著   □D 7:08   日点図：製作 
岩波書店（2012）■（視覚障害者の著作）視覚障害者にとって路上は危険いっぱいの「戦場」。

でも歩くことは社会とつながることであり、生きることそのものでもあるはず。白杖を手に、

あるいは盲導犬やハイテク歩行器具、道行く人たちに助けられながら街を歩く人たちも、当然、

社会の一員です。障害の有無を越え、誰もが歩きやすく生きやすい社会とは何か。視覚障害を

もつ著者が、体当たりで綴るルポエッセイ。 

 

 それでも三月は、また 

 谷川俊太郎（タニカワ，シュンタロウ），重松清（シゲマツ，キヨシ），

小川洋子（オガワ，ヨウコ），川上弘美（カワカミ，ヒロミ）， 

村上龍（ムラカミ，リュウ），多和田葉子（タワダ，ヨウコ），  

いしいしんじ，角田光代（カクタ，ミツヨ）， 

池沢夏樹（イケザワ，ナツキ）ほか著  □D 7:20 大阪盲福セ：製作 
講談社（2012）■この国は、東日本大震災で大きな被害を受けました。原発事故との闘いは

今後何十年も続きます。あの日の出来事に、大きく魂を揺さぶられた作家や詩人たちは、何を

感じ何を考えたのでしょうか？あの忘れられない日を、心に深く刻む、胸に迫る作品集です。 
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11 月～12 月その他の情報誌 

寄贈いただいた点字（墨字併記の資料もあります）の情報誌をご紹介します。 

いずれも貸出しができますので、当館までお申し込みください。 

 

≪点字≫ 

●平成 24 年度全国盲学校弁論大会弁論集（点墨併記）毎日新聞社点字毎日発行 

●点字にいがた（第２４６号） 新潟県発行 

●ふれあいらしんばん（第２８号） 内閣府広報室発行 

●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１１/４、１１/１８、１２/２、１２/１６号） 新潟市発行 

●広報かしわざき（第１０８０～１０８４号） 柏崎市発行 

●日盲社協通信（第６５号） 日本盲人社会福祉施設協議会発行 

●点字厚生（第 23４号） 日本盲人会連合発行 

●ワールドナウ（第３７号） 日本盲人会連合発行 

●コミュニカ（第４５号） 全国盲ろう者協会発行 

●東洋療法（２２３号、２２４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．８） 国際障害者交流センター発行 

●にってんブレイル（１月号） 日本点字図書館発行 

●にってんボイス（１２月号） 日本点字図書館発行 

●情文いしかわ（１２月号） 石川県視覚障害者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６５５号、第６５６号） 天理教点字文庫発行 

●ふれあい文庫だより（第３６号） てんやく絵本ふれあい文庫発行 

●にってん通信（第２８号） 日本点字委員会発行 
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新規貸出雑誌の紹介 

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。

定期貸し出しを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点が 

ございましたら、お気軽に当館までお問い合わせください。 

 

≪デイジー雑誌≫ 

 

「全日本鍼灸学会雑誌」 

ジャンル：医学（あはき）  

愛知芸術文化センター愛知県図書館：製作  刊行頻度（季刊） 

 

「ＦＭファン」 

ジャンル：音楽 

   芦屋つむぎ会：製作  刊行頻度（月刊） 

     ※雑誌「ＣＤジャーナル」を主な原本とした音楽記事中心の雑誌です。 
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メールにいがた新潟県点字図書館だより 

新刊案内 
（第１００号 201３年 2 月号・別冊） 

発 行 

新潟県点字図書館 

〒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/ 
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