丹後視力障害者福祉センター（あい丹後）
図書だより

第 212 号（平成 31 年２月１日～３月 31 日）

あい丹後からのお知らせ
●ゴールデンウイーク期間中の休館について
４月２７日（土）から５月６日（月）の１０連休中は、あい丹後も休館となります。
みなさまにはご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

●サピエのサービス停止について
６月２７日（木）から７月４日（木）の８日間、メンテナンスのためサピエの全サービスが
停止いたします。その間、あい丹後でも新規貸出やダウンロードなど対応できないサービスが
ございます。
みなさまにはご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

図書の利用についてのお願い
●一度に貸出できる図書は原則５タイトルまでです。
●希望者の多い図書は、お待ちいただくことがあります。
●図書の貸出期間は郵送期間を除く２０日間ですが、次にお待ちの方のためにも、特に新刊図
書はなるべく早い返却にご協力ください。
●返却が滞る場合、その後の貸出ができなくなることがありますので、期限内に返却してくだ
さい。延長を希望される場合は、貸出係までご連絡ください。
●デイジーをご利用の方は、ＣＤに指紋や傷、ほこり等つかないようにお取り扱いをお願いし
ます。

多くの方に楽しんでいただくため、ご協力をよろしくお願いいたします。

点字図書（15 タイトル）
【哲学】
一人になりたい男、話を聞いてほしい女
ジョン・グレイ
全３巻

著

児島

修（コジマ

オサム）訳

製作：丹後視力障害者福祉センター

「男女の違いから生じる誤解を解く」ことをテーマに、従来型の男女の役割を超えて自由に
自分を表現できるようになった現代人に、最善の男女関係のあり方を提案する。「ベスト・パ
ートナーになるために」続編。
仏さまが導く心が楽になる生き方
川村
全２巻

妙慶（カワムラ ミョウケイ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

人間関係・家族・お金・仕事・健康…。どんな問題でも仏さまの教えの光をあてて考えてみ
ると、心がゆったりし、視点ががらっと変わる。人気僧侶が自身の経験に仏さまの言葉や考え
を添えて、心が楽になる生き方を説く。
【社会科学】
世界から核兵器がなくならない本当の理由
池上

彰（イケガミ アキラ）、「池上彰緊急スペシャル！」制作チーム（イケガミ

キンキュウ
全２巻

スペシャル

セイサク

アキラ

チーム）著

製作：丹後視力障害者福祉センター

そもそも核兵器とは何か？

なぜ世界からなくならないのか？

触れられなかった「核の

闇」に、池上彰が斬り込む。2018 年１月７日放送のＴＶ番組「金曜プレミアム「池上彰緊急ス
ペシャル！」」の内容をもとに書籍化。
【自然科学】
不養生訓
帯津
全２巻

～帯津良一ときめきのススメ

良一（オビツ リョウイチ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

酒も良し、美食も良し、女も良し、不養生も歓喜を伴えば、最大の養生となる－。81 歳の著
者が、今までの個人的な経験と、医者として多くの患者に接してきた体験から得た健康法を語
る。
【芸術】
すきな映画を仕事にして
中野
全５巻

理惠（ナカノ リエ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

振り返ると、毎日がお祭り騒ぎのように慌しく過ぎ、喧嘩ばかりした恥をかきっ放しの仕事
人生だった－。映画配給会社・パンドラの社長が、自身の半生を瑞々しい筆致で綴る。ウェブ
マガジン『ｎｅｏｎｅｏ』連載を加筆し書籍化。
通天閣さん
高山
全４巻

～僕とママの、４７年

トモヒロ（タカヤマ

トモヒロ）著

製作：丹後視力障害者福祉センター

相方もママも、なんでそんなに生き急ぐねん－。昭和の大阪・下町、母との別れと再会…。
不器用だけど温かい、家族再生の物語。元ベイブルースの高山トモヒロ（ケツカッチン）が綴
った自伝。
【言語】
微妙におかしな日本語
神永
全５巻

～ことばの結びつきの正解・不正解

暁（カミナガ サトル）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

「暗雲」が垂れ込める？

立ち込める？ 「暇」にあかす？

まかす？ 「日本国語大辞典」

の元編集長で、辞書一筋 37 年のことばの達人が、ことばの結びつきの基本と意外な落とし穴
を、実際の使用例をもとに解説する。
【文学】
浮き世離れの哲学よりも憂き世楽しむ川柳都々逸
坂崎
全３巻

重盛（サカザキ シゲモリ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

川柳、都々逸は、男女の情愛や人間心理を謳った、豊かな日本語の宝庫。失われゆく日本人
の智と情と粋とを、今にとどめおくエッセイ集。
『ＷｉＬＬ』
『Ｈａｎａｄａ』連載を単行本化。
サニー・シックスティーン・ルール
関口
全７巻

尚（セキグチ ヒサシ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

あの日ぼくは、カメラとカメラを持つ彼女に出会った－。ひょんな事から、男女４人のカメ
ラ愛好家で作る“チーム 300”に入ることになった僕は、これまでの選択の許されない人生か
ら自分の道を歩き始め…。青春現像小説。
錆びた滑車
若竹
全６巻

七海（ワカタケ ナナミ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

尾行中の老女梅子が怪我をさせたミツエの持ち家のアパートに住むことになった、女探偵の
晶（アキラ）。交通事故で重傷を負い、記憶を失ったミツエの孫ヒロトは、なぜ自分がその場

所にいたのか調べてほしいと晶に依頼し…。
その景色をさがして
中山
全２巻

聖子（ナカヤマ セイコ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

母親を亡くし、祖父母と一緒に暮らす中学２年生のトーコ。ある日トーコは、母親のノート
に挟まれていた１枚の見覚えのない絵ハガキを見つけ…。肉親との別れ、恋などを通して成長
する女の子の姿を描く。
はなの味ごよみ
高田
全４巻

在子（タカダ アリコ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

謎の失踪を遂げた夫を追って、江戸にやってきたはな。疲労と空腹で倒れた彼女を見かねた
御薬園同心の弥一郎は、住み込みで働ける一膳飯屋「喜楽屋（キラクヤ）」を紹介する。女将
と客たちとも打ち解けた矢先、「喜楽屋」で騒動が起こり…。
ビギナーズ・ドラッグ
喜多
全５巻

喜久（キタ ヨシヒサ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

中堅製薬会社で事務職を務める恵輔（ケイスケ）は、治療困難な難病に侵されている千夏（チ
ナツ）に一目惚れする。自ら治療薬を創ればいい、と思い立った恵輔は、同期の研究員・理沙
（リサ）を巻き込み準備を始めるが、周囲の風当たりは強く…。
保健室の午後
赤川
全２巻

～学校の物語（赤川次郎

ミステリーの小箱）

次郎（アカガワ ジロウ）著
製作：丹後視力障害者福祉センター

高校生のみどりは、保健室の常連。その日も授業を抜け出して、保健室で休んでいた。みど
りがベッドでうとうとしていると、誰かが入ってくる足音が聞こえ…目を覚ますと、大事件に
巻き込まれていた！

学園ミステリー作品集。

働く女性に贈る２７通の手紙
小手鞠

るい（コデマリ ルイ）、

望月

衿子（モチヅキ

全４巻

製作：丹後視力障害者福祉センター

エリコ）著

結婚・独身、産む・産まない、都会暮らし・地方暮らし…。気鋭のフリーライターとアメリ
カ在住の作家が、「女性が働き続けること」について語り合った往復書簡。

その他の点字資料
丹後視力障害者福祉センター製作（配布していますので返送は不要です。）
点字雑誌
図書だより（新刊図書案内）

第 211 号

他館製作
点字雑誌・配布
（配布していますので返送は不要です。）
点字ＪＢニュース

(土･日・祝を除く毎日)

製作：日本（ニホン）盲人会連合

ふれあいらしんばん（隔月刊）

製作：内閣府

点字厚生（隔月刊）

製作：日本盲人会連合

ワールド・ナウ(年二回)

製作：日本盲人会連合

点字雑誌・貸出
（１冊を順番に貸出していますので、お手元に届くのが遅くなる場合があります。）
週刊

新世紀

製作：佐賀ライトハウス

鍼灸の世界～豊桜（ホウオウ）（月刊）製作：桜雲会（オウウンカイ）
心の糧（月刊）

製作：曹洞宗総務庁

盲導犬情報（年二回）

製作：全国盲導犬施設連合会

コミュニカ（年二回）

製作：全国盲ろう者協会

点字資料
江上栄子さんの家庭の健康料理教えます

上・下

製作：すこやか食生活協会
オンキヨー世界点字作文コンクール

第１６回

２０１８年

製作：毎日新聞社
国立科学博物館

上野本館

点字毎日部

見学ガイド
製作：国立科学博物館

国立科学博物館

常設展示

項目リスト
製作：国立科学博物館

手でみるプロジェクト 2018

講演会点訳資料
製作：山梨大学大学院総合研究部

マイナンバー（社会保障・税番号）制度のご案内
製作：内閣府大臣官房番号制度担当室
めぐみ

仏典童話

製作：浄土真宗本願寺派

仏教婦人会総連盟

デイジー図書（35 タイトル）
【総記】
書店に恋して
菊池

～リブロ池袋本店とわたし

壮一（キクチ ソウイチ）著

8 時間 52 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
リブロが「西武ブックセンター」だった時代から混乱も苦楽も共にした著者が語る、もう
ひとつのリブロ史。2015 年７月に惜しまれつつ閉店を迎えた「リブロ池袋本店」の歴史を振
り返り、これからの書店文化にエールを送る。
【哲学】
恋が生まれるご飯のために
はあちゅう

著

4 時間 17 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
恋愛は、楽しくご飯を食べられる相手を見つけること。そして結婚は、一生一緒にご飯を食
べる約束－。恋を生み、はぐくむための食事デートの新バイブル。具体的なエピソードや台詞
を盛り込んだアドバイスが満載。
あなたを変えるたった１つの「小さなコツ」
野澤

卓央（ノザワ タクオ）著

4 時間 58 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
あなたが変わるためのたった１つのコツ、それはあなたという人間がまっすぐに成長する、
正しい順番を知ること－。「小さなコツ」専門家が「成長の正しい順番」に沿って、それぞれ
の段階ごとに必要になるコツを紹介する。
超訳カーネギー人を動かす
デール・カーネギー

著

弓場

隆（ユミバ

タカシ）訳

4 時間 9 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
人間の本質を理解し、人とうまくやっていき、人に好かれ、人に賛同してもらう方法を紹介
する。アメリカの自己啓発の大家、デール・カーネギーの古典的名著のエッセンスをわかりや
すくまとめた本。
解放の神学
梶原

（人と思想

133）

寿（カジワラ ヒサシ）著

7 時間 50 分 製作：日本点字図書館

厚生労働省委託図書

「解放の神学」は、キリスト教真理の〈真の普遍性〉の回復等を志向する。最初の提唱者で
あるジェイムズ＝コーンの歩みを辿り、彼の主要著作を概観する。

【歴史】
理数アタマで読み解く日本史

～なぜ「南京３０万人」
「慰安婦２０万人」に騙されてしまう

のか？
倉山
8 時間

満（クラヤマ ミツル）、

平井

基之（ヒライ

モトユキ）著

製作：丹後視力障害者福祉センター

歴史教科書・受験問題は、自虐史観・偏向のオンパレード。「算数」も知らない歴史学者か
ら正しい歴史を取り戻せ！

憲政史家・倉山満と受験戦略家・平井基之が歴史の虚妄を次々と

暴き、「数字」が導きだす本当の歴史を語る。
リッター
西村

（人と思想

126）

貞二（ニシムラ テイジ）著

6 時間 49 分 製作：日本点字図書館

厚生労働省委託図書

西ドイツ史学界の第一人者であり、すぐれた叙述家であり、ドイツ福音主義教会の指導者で
もあった、ゲルハルト＝リッター。彼の生涯と思想を紹介する。
【社会科学】
池上彰のいつものニュースがすごくよくわかる本
池上

彰（イケガミ

～子どもに聞かれてきちんと答えられる

アキラ）著

4 時間 57 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
働き方改革は、なぜ必要？
るの？

パンダはなぜ中国へ返すの？

官僚と政治家はどちらが力があ

いつものように受け取っているニュースには、どんな意味があるのか、池上彰が解説

する。『レタスクラブ』連載を加筆修正。
官房長官と幹事長
橋本

～政権を支えた仕事師たちの才覚

五郎（ハシモト ゴロウ）著

4 時間 49 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
トップリーダー１人の力で政治が動いているのではない。官房長官や幹事長が、時に清濁併
せのみながら政治力を発揮していくことで、物事が動いていく。政治の表舞台からは見えてこ
ない、彼らの役割と仕事師ぶりを明らかにする。
訴訟をするならこの１冊
用〉ガイド！

手続きの書式見本つき

石原

豊昭（イシハラ

ツミ

トオル）、 真田

13 時間 35 分

～民事裁判・調停・執行から裁判員制度まで司法制度の〈最大限活

トヨアキ）監修
親義（サナダ

第６版
飯野

たから（イイノ

タカラ）、 内海

徹（ウ

チカヨシ）執筆

製作：日本ライトハウス情報文化センター

厚生労働省委託図書

相手の訴え方、示談のしかた、督促や強制執行のしかた、借金整理のしかたなど、泣き寝入
り無用の権利防衛法をわかりやすく解説する。手続きの書式見本つき。最近の法改正・判例を
踏まえた第６版。

上手に「切り返す」技術
斎藤

～人間関係を悪くしないで、言いたいことが伝わる！

孝（サイトウ タカシ）著

6 時間 26 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
人間関係を悪くしないで言いたいことが伝わる！

感情面でのシコリを残さない、相手の立

場を尊重した上手な反論や切り返しの方法を、日本語研究の第一人者でコミュニケーションの
専門家の著者が教える。
発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術
借金玉（シャッキンダマ）著
6 時間 52 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
「普通」には生きられなくても、人生をやっていけるようになった発達障害者が、仕事や人
間関係、生活習慣など、普通のことを普通にやるための方法を解説する。薬や酒との付き合い
方、うつの底から抜け出した方法も綴る。
【自然科学】
へんな星たち
鳴沢

～天体物理学が挑んだ１０の恒星

真也（ナルサワ シンヤ）著

9 時間 30 分 製作：日本ライトハウス情報文化センター

厚生労働省委託図書

イナバウアーする二重円盤プレオネ、10 光年の長い尾を引くミラ、墨を吐いて姿をくらま
すタコのようなかんむり座Ｒ星…。恒星研究のプロフェッショナルが、厳選した 10 個のへん
な星たちをわかりやすく解説。
鳥が好きすぎて、すみません

～驚異の能力、人生の楽しみ方、鳥たちとの暮らしから教わっ

たたくさんのこと
細川

博昭（ホソカワ ヒロアキ）著

5 時間 49 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
飼われている鳥は幸せ？

白内障でもまわりが見えている？

冠羽がうらやましい？

鳥

の本を数多く書いてきたサイエンス・ライターが、鳥のすごさや、鳥との暮らしの楽しさ、鳥
から教えてもらった大切なことなどを綴る。
不調の原因は歯にあった！
村津

～常識を変える「口から始まる健康法」

大地（ムラツ ダイチ）著

5 時間 29 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
「口」は「命の入り口」－。父から「歯は臓器である」という真理とかみ合わせ技術を受け
継ぎ、新たな視点で歯臓治療を進化発展させている著者が、「歯と口」の真実と本当の価値を
伝える。

【技術・工学】
パナソニック、「イノベーション量産」企業に進化する！
片山

修（カタヤマ オサム）著

7 時間 4 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
ＥＶメーカー・テスラへの車載電池供給、シリコンバレーから始まる新組織…。ＡＩ時代の
「お困りごと」を探し出し、
「お役立ち」を極める。
「イノベーション量産」企業への脱皮を図
るパナソニックの創意工夫の数々を徹底分析。
ドイツ人が教えてくれたストレスを溜めない生き方
久保田

由希（クボタ ユキ）文・写真

3 時間 38 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
自分にとっての心地よさに耳を澄ます、むやみに謝罪しない、日曜は買物をしない…。生活
大国ドイツで見つけた、ストレスフリーに生きるための暮らしと考え方の秘訣を紹介する。今
日から始められる方法が満載。
【芸術】
ゴッホの耳

～天才画家最大の謎

バーナデット・マーフィー

著

山田

美明（ヤマダ

19 時間 3 分 製作：早川清文学振興財団

ヨシアキ）訳

寄贈

1888 年、ゴッホは自らの片耳を切り落とした。彼はなぜこんな事件を引き起こしたのか。
世界各地での調査をもとに、ゴッホの知られざる一面をあぶり出す。
【文学】
小説を深く読む
三田

～ぼくの読書遍歴

誠広（ミタ マサヒロ）著

4 時間 45 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
深い小説とはどんなものか。志賀直哉「小僧の神様」、川端康成「伊豆の踊子」、梶井基次郎
「檸檬」…。芥川賞作家・三田誠広が、子どものころからの読書体験を振り返りながら、名作
小説について語る。
江戸万古の瑞雲
鳴神

（多田文治郎推理帖

３）

響一（ナルカミ キョウイチ）著

4 時間 52 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
稲生下野守から茶会に誘われた多田文治郎。名高い陶芸家が主催する茶会は宴席へと続いた
が、厠に立った客が何者かに殺される。犯人は列席者の中に？
始まった！

時代ミステリ、第３弾。

手口は？

文治郎の名推理が

旧暦屋、始めました
春坂

（仕立屋・琥珀と着物の迷宮

２）

咲月（ハルサカ サツキ）著

8 時間 43 分 製作：早川清文学振興財団

寄贈

奈良の大学に進学した女子大生は、着物の店「旧暦屋」を開いた和裁士のもとでバイトの
日々。その店には、次々と着物を巡る事件が持ち込まれ…。
死のマスカレード
渡辺

（冷たい狂犬

４）

裕之（ワタナベ ヒロユキ）著

8 時間 35 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
ヴェネチアの仮面舞踏会の渦中、米国を除く主要５カ国で秘密会議が開かれた。その最中、
要人が殺害される。夏樹はＣＩＡの女性諜報員と共に、犯人の行方を追うが、それは最強の殺
人者で…。国際謀略シリーズ第４弾。
チェンジ！
柴田

よしき（シバタ ヨシキ）著

7 時間 33 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
プロ入りして８年目の御坂は、二軍落ちを言い渡され…。コンバート、怪我、フォームの改
造、引退勧告。選手が直面する苦悩、決断、友情などが胸に響く、ヒューマン野球短編集。月
刊『ランティエ』掲載を加筆・修正のうえ改題。
阪堺電車１７７号の追憶
山本

巧次（ヤマモト コウジ）著

7 時間 16 分 製作：早川清文学振興財団

寄贈

大阪南部を走る阪堺電車。なかでも現役最古の電車は、大阪の街を 85 年間見つめてきた。
阪堺電車で働く人々、沿線住人が遭遇した事件を描く連作短編集。
炎の岳（やま）
樋口

～南アルプス山岳救助隊Ｋ－９

明雄（ヒグチ アキオ）著

11 時間 43 分

製作：丹後視力障害者福祉センター

登山客に人気の新羅山に噴火の兆候！？

互いの名も知らぬ登山パーティ、無軌道なカップ

ルと傷だらけの少年、付け狙う殺人者の影…。山頂付近に残る者たちの運命は？

若き女性山

岳救助隊員と救助犬たちが危難の山を疾走する。
窓から見える最初のもの
村木

美涼（ムラキ ミスズ）著

9 時間 52 分 製作：早川清文学振興財団

寄贈

女子大生、絵画収集者、不動産屋の女性、会社員。四者四様の物語が、ひそかに重なり合
うミステリー。第７回アガサ・クリスティー賞大賞受賞。

猫のためいき鵜の寝言十七音の内と外
正木

ゆう子（マサキ ユウコ）著

3 時間 27 分 製作：丹後視力障害者福祉センター
たった一度すれ違った人、一羽の鳥、よぎった思い。微かな思念、瞬間の情感－眼前に立
ち現れる記憶に心が揺れ動き…。俳人・正木ゆう子が、誰もに起こる普通の事を掬いあげて
綴ったエッセイ集。『西日本新聞』連載を単行本化。
彷徨える艦隊

８

（無敵戦艦インビンシブル）

ジャック・キャンベル
15 時間 53 分

著

月岡

小穂（ツキオカ

製作：早川清文学振興財団

サホ）訳

寄贈

元帥が率いる艦隊は、クモとオオカミを合わせたような姿の種族と出会う。この種族と友
好関係を築こうとするが、凶暴な異星人の艦隊が襲ってきて…。
真紅の戦場

２

ジェイ・アラン

（勝利の代償）

12 時間 12 分

著

嶋田

洋一（シマダ

製作：早川清文学振興財団

ヨウイチ）訳

寄贈

重要な戦略拠点の惑星の覇権をめぐり、二大陣営の熾烈な艦隊戦が始まろうとしていた。
果たして勝利を収めるのは？戦争ＳＦ。
地下鉄道
コルソン・ホワイトヘッド
13 時間 57 分

著

谷崎

製作：早川清文学振興財団

由依（タニザキ

ユイ）訳

寄贈

アメリカ南部の農園に住む奴隷の少女。ある日、逃亡を決意した彼女は、地下を走る鉄道
に乗り、自由が待つという北をめざす。ピュリッツァー賞、全米図書賞、アーサー・Ｃ・ク
ラーク賞ほか受賞。
閉じられた棺
ソフィー・ハナ
16 時間 32 分

著

山本

博（ヤマモト

製作：早川清文学振興財団

ヒロシ）、遠藤

靖子（エンドウ

ヤスコ）訳

寄贈

アイルランドの子爵邸に招待された名探偵ポアロ。その夜、招待主の作家が不可解な遺言
書を発表して…。名探偵ポアロシリーズの公認続編第２作。
母の記憶に
ケン・リュウ

著

古沢

嘉通（フルサワ

17 時間 46 分

製作：早川清文学振興財団

ヨシミチ）訳

寄贈

不治の病を宣告された母は、娘のためにある決断をする－。母と娘の絆を描いた表題作な
ど、優しくも深い苦みをのこす物語 16 編を収録した、ＳＦ短編集。

東の果て、夜へ
ビル・ビバリー
12 時間 48 分

著

熊谷

千寿（クマガイ

製作：早川清文学振興財団

チトシ）訳

寄贈

組織の命を受け、人を殺すために少年たちは街を出た。崩壊の予感と軋轢を抱えながら、
アメリカを横断する長い旅が始まる。2016 年英国推理作家協会（ＣＷＡ）賞ゴールド・ダガ
ー（最優秀長篇）賞、同賞最優秀新人賞、2017 年全英図書賞年間最優秀犯罪・スリラー部
門、2016 年ロサンゼルス・タイムズ文学賞ミステリ部門受賞。
モーパッサン
村松

（人と思想

131）

定史（ムラマツ サダフミ）著

8 時間 57 分 製作：日本点字図書館

厚生労働省委託図書

19 世紀末を駆け抜けたフランスの作家モーパッサン。彼の生い立ちから死までをたどり、
名作誕生の背景、飽くなき人間の探究者としての人間像に迫る。
プルースト
石木

（人と思想

127）

隆治（イシキ タカハル）著

7 時間 58 分 製作：日本点字図書館

厚生労働省委託図書

フランスの 19 世紀末から 20 世紀初頭に生きた作家、プルースト。彼の人生や、小説「失
われた時を求めて」がどんな作品であるかなどを紹介する。

遡及デイジー図書（１タイトル）
（遡及デイジー図書は、カセットテープ図書もあります。）
【文学】
白夜行
東野

圭吾（ヒガシノ ケイゴ）著

23 時間 36 分（カセットテープ

全 17 巻）製作：丹後視力障害者福祉センター

つねに悪のふきだまりを生きてきた男と、理知的な顔だちで男たちを惹きつけ、関わった人間
を不幸にしてしまう女…。幼くして冥い運命の扉を叩いた男と女の軌跡を、18 年前の質屋殺
しを執拗に追う老刑事の執念に絡めて描く。

その他の録音資料
丹後視力障害者福祉センター製作
デイジー雑誌
図書だより（新刊図書案内）
第 211 号

53 分

三療の友（医学雑誌）
第 456 号

1 時間 14 分

第 457 号

2 時間 01 分

木の芽（俳句雑誌）
第 510 号

2 時間 05 分

第 511 号

1 時間 51 分

（「木の芽」は配布版も製作しています。ご希望の方は貸出係までお問い合わせください。）

他館製作
デイジー雑誌
点字、録音図書新刊案内（月刊）

製作：近畿視覚障害者情報サービス研究協議会

にってんデイジーマガジン（月刊）

製作：日本点字図書館

選択（月刊）

製作：福岡市立点字図書館

ＰＨＰ（ピーエイチピー）（月刊）

製作：ＰＨＰ友の会

月刊

製作：国立民族学博物館

みんぱく

声の広報

厚生（隔月刊）

製作：日本盲人会連合

盲導犬情報（年二回）

製作：全国盲導犬施設連合会

点字毎日音声版（隔週刊）

製作：毎日新聞社

月刊

製作：視覚障害者支援総合センター

視覚障害

（「点字毎日音声版」と「月刊視覚障害」は複製が作れませんので、１枚のＣＤを順番に利用
していただきます。申し込みの早かった方から順番に利用していただきますので、お手元に
届くのが遅くなる場合があります。くわしくは貸出係までお問い合わせください。）
デイジー資料
2019 年版 くらしの豆知識

製作：独立行政法人国民生活センター

めぐみ

製作：浄土真宗本願寺派

仏典童話

京都府立図書館所蔵 DAISY 資料目録 2018 年版

仏教婦人会総連盟

製作：京都府立図書館

一般ＣＤ資料
東京くらしねっと

第 174 号

明日（アス）への声
からだのノート

第 65 号

製作：東京都消費生活総合センター
製作：国税庁

おとなになるということ

製作：花王株式会社

テープ雑誌
点字、録音図書新刊案内（月刊）
声の広報

厚生（隔月刊）

製作：近畿視覚障害者情報サービス研究協議会
製作：日本盲人会連合

人気図書のご案内

サピエ図書館で人気の点字図書（６タイトル）
取り寄せのためお時間をいただく場合がありますが、当館から貸出できます。
大家さんと僕
矢部

太郎（ヤベ

全２巻

タロウ）著

製作：福岡市社会福祉協議会

お笑いコンビ「カラテカ」の矢部太郎と一風変わった大家さんとの“２人暮らし”を描い
た、ほっこりあたたかなコミックエッセイ。
異端刑事（デカ）
南

英男（ミナミ

全５巻

ヒデオ）著

製作：青森県視覚障害者情報センター

渋谷で警官が殺され、制服や拳銃が奪われた。犯人は警察官マニアか。捜査を担当するの
は、渋谷署強行犯係の辺見敏隆警部補５６歳。１５年前までは本庁捜査一課の敏腕刑事だっ
た。捜査中、彼に大きな壁が立ちはだかり…。
ストーブ列車殺人事件
西村
全４巻

京太郎（ニシムラ

キョウタロウ）著

製作：福岡点字図書館

Ｆ賞を受賞した菊池が、太宰治の生地で自殺した。一年後、菊池のたどったルートの旅に
出た井上は、墓標に死にまつわる文字を発見し…。十津川警部が文壇への登竜門で蠢く人間
模様を抉る！
飾り屋盗賊闇裁き
喜安
全４巻

幸夫（キヤス

ユキオ）著

製作：香川県視覚障害者福祉センター

裏店の飾り職人・清次郎にとって、祭は何よりも大切。ところが、大店が冥加金を出して
いないことを聞きつけ、不埒にも金を盗みに入るが、そこで更なる悪を知る。悪を放ってお
けない清次郎は世のため人のためと、自ら正義の鉄槌を…。
耳鳴りがスッキリ！の耳よりな話

～耳鳴り、めまい、難聴などのつらい症状に役立つヒン

トが満載。長年の悩みが解消！
川口
全２巻

てるこ（カワグチ

テルコ）著

製作：大阪市立早川福祉会館点字図書室

薬剤師の著者が、西洋医学ではなかなかスッキリしない耳の症状のために、東洋医学をベ
ースにした漢方成分と栄養成分の摂取や、運動と日常生活の改善を提案します。
からだのトリビア教えます
中尾

篤典（ナカオ

全２巻

～こんなにも面白い医学の世界

アツノリ）著

製作：京都ライトハウス

〆のラーメンが欲しくなるのはなぜ？醤油を一気飲みしたらどうなる？ゴッホの絵が黄色
っぽい理由は？身近に潜む医学の雑学「トリビア」が満載。

サピエ図書館で人気のデイジー図書（10 タイトル）
当館から貸出できますので、お気軽にご連絡ください。
宝島

～ＨＥＲＯ’ｓ

ＩＳＬＡＮＤ

真藤

順丈（シンドウ

ジュンジョウ）著

19 時間 46 分

製作：名古屋ライトハウス

第 160 回直木賞受賞作。英雄を失った島に、新たな魂が立ち上がる。固い絆で結ばれた幼馴
染み、グスク、レイ、ヤマコ。彼らは警官になり、教師になり、テロリストになり、同じ夢に
向かった。青春と革命の一大叙事詩。
平成くん、さようなら
古市

憲寿（フルイチ

ノリトシ）著

5 時間 6 分 製作：名古屋ライトハウス
平成を象徴する人物としてメディアに取り上げられ、現代的な生活を送る「平成くん」。だ
が、平成の終わりと共に安楽死をしたいと恋人に告げ…。平成という時代と、いまを生きるこ
との意味を問い直す。
ファーストラヴ
島本

理生（シマモト

リオ）著

9 時間 8 分 製作：日本点字図書館
第 159 回直木賞受賞作。多摩川沿いを血まみれで歩いていた女子大生。彼女は父親を刺殺し
たとして逮捕されるが…。裁判を通じて明らかにされる家族の秘密とは？
死の島
小池

真理子（コイケ

13 時間 52 分

マリコ）著

製作：札幌リーディングサービス「朗読１１０番」

定年後、小説講座で教えながら独り暮らす、沢登志夫（サワ

トシオ）。プライド高く生き

てきた男が不治の病に侵され、余命を知った時、死をどう迎えるか。現代をゆさぶる傑作長編。

沈黙のパレード
東野

圭吾（ヒガシノ

ケイゴ）著

12 時間 3 分 製作：日本点字図書館
秋祭りのパレードで、ある殺人が起きる。容疑者は街の人々全て。天才科学者・湯川が復讐
者たちの渾身のトリックに挑む。探偵ガリレオシリーズ第９作。

秘剣三日月斬り
鳴海

丈（ナルミ

カミユイシンザジケンヒカエ

～髪結新三事件控
タケシ）著

7 時間 56 分 製作：西宮市視覚障害者図書館
三代将軍家光の弟・忠長の遺臣である鷹見新三郎。“髪結新三”と称し廻り髪結を稼業とし
ながら、市井の事件から江戸城奥の陰謀まで、大江戸の闇を一刀両断する！
野分の朝
千野

～江戸職人綴

隆司（チノ

タカシ）著

6 時間 43 分 製作：宮崎県立視覚障害者センター
奉公してから 15 年、ようやく自分の店を持つことになった料理人の伴次。そろそろ女房を
持ってもいいのでは－その時、伴次に苦い思いが湧き…。己の腕を頼りに懸命に生きる職人の
姿を描いた時代小説集。
大相撲の不思議
内館

牧子（ウチダテ

マキコ）著

4 時間 58 分 製作：豊島区立中央図書館ひかり文庫
なぜ女性が土俵にあがってはいけないのか？左手で手刀を切ってはいけないワケとは？女
性初の横綱審議委員を務めた著者が、相撲史をベースに、大相撲の面白さや不思議さを紹介す
る。
高血圧を自力で治す最強事典

～薬に頼らず血圧を下げる２３の極意

マキノ出版編
3 時間 50 分 製作：宮城県視覚障害者情報センター
薬に頼らず血圧を下げるには？適温入浴法、ショウガココア、腕振りなど、高血圧を自力で
治す「生活習慣」「食事」「体操・マッサージ」を、２３人の医師や治療家が紹介します。
妻のトリセツ
黒川

伊保子（クロカワ

イホコ）著

3 時間 6 分 製作：豊島区立中央図書館ひかり文庫
妻が「いつも不機嫌」
「理由もなく怒り出す」
「突然１０年前のことを蒸し返す」のはなぜ？
脳科学の立場から女性脳の仕組みを前提に、妻の不機嫌や怒りの理由を解説し、夫側からの対
策を指南する。

シネマ・デイジーのご紹介（３タイトル）
シネマ・デイジーとは、１枚のＣＤに映画本編のオリジナルの主音声と、登場人物の動きや
表情、情景などを説明する音声解説が一緒に録音されたものです。お手持ちのデイジー再生機
で映画を「聴く」ことができます。こちらも当館から貸出できますので、お気軽にご連絡くだ
さい。
家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。
2018 年公開 2 時間

製作：京都ライトハウス

インターネットの質問サイトで反響を巻き起こし、コミックエッセイにもなった伝説的投稿
を基にしたコメディードラマ。平凡なサラリーマンの夫と、死んだふりをして彼を迎える妻の
日常をつづる。変わり者である妻と冷静な夫が繰り広げるユーモラスなやりとり、そこからに
じみ出る二人の愛の深さに心が温まる。出演は、榮倉
スダ

奈々（エイクラ

ナナ）、安田

顕（ヤ

ケン）ほか。

愛と死の記録
1966 年公開 1 時間 37 分

製作：日本点字図書館

広島の印刷工場で働く青年は、レコード店に勤める女性と恋に落ちる。だが、二人が幸せの
絶頂にいるとき、青年の原爆症の症状が再発してしまう。周囲の無理解に抵抗しながら、女性
は懸命に尽くすが…。出演は、吉永

小百合（ヨシナガ

サユリ）、渡

哲也（ワタリ

テツ

ヤ）ほか。
黒部の太陽
1968 年公開 3 時間 22 分
三船

敏郎（ミフネ

製作：京都ライトハウス

トシロウ）と石原

裕次郎（イシハラ

ユウジロウ）という日本を代

表する二大スターが共演を果たし、当時世紀の難工事と言われた黒部ダム建設の苦闘を描く。

