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点字図書新刊案内 

（自館製作図書にのみ内容紹介があります。貸出期間は郵送期間を含めて４

週間です。） 

 

歴史 
遠山 美都男 天平の三皇女  聖武の娘たちの栄光と悲劇  ４ 

「天平の三姉妹」の改題、大幅改稿。天皇として権力を振るった阿倍内親王。

大逆罪に処された井上内親王。息子たちの謀反に連坐し、流罪にされた不破

内親王。凄惨な宮廷闘争の背景にあったのは何か？皇統護持という大義に

翻弄された３人の皇女の物語。 

 

社会科学 
 災害対策基本法  災害対策基本法施行令  災害対策基

本法施行規則 

５ 

 

 著作権法  盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に

障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進

するためのマラケシュ条約  

３ 

 

苫野 一徳 勉強するのは何のため？  僕らの「答え」のつくり方  ２ 

なんで勉強しなきゃいけないの？この問いを切実に抱いているすべての子ども

と、途中で考えるのをやめてしまったすべての大人のための本。誰も答えられ

ないこの疑問に、哲学を使って「納得解」を出す。 

 

パトリック・ハーラン ハーバード流「聞く」技術  ３ 

相互理解は巧みな聞き方から始まる。「聞く→聴く→訊く→効く」の４ステップで

最高の聞き手になる方法を紹介。思い込みで理解を遠ざける「バイアス」の外

し方や、甘い言葉に騙されない「批判的思考」の鍛え方も伝授する。 

 

自然科学 
ファラデー著  竹内 敬人／訳 ロウソクの科学 ４ 

一本のロウソクに火をともせば、深遠な科学の世界への扉が開く。製本工から

夢を叶え、偉大な科学者になったファラデー（１７９１‐１８６７）が、もっとも愛し

た聴衆―少年少女に語りかけ、実験をくりひろげる名講義の新訳。 
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技術 
印度 カリー子 ひとりぶんのスパイスカレー １ 

グレイビー、好みの具材、ベースの３つでできる、ひとりぶんのスパイスカレー

のつくりかたとレシピを紹介。具材とベースを変えていくことで、さまざまなタイ

プのスパイスカレーを楽しめます。 

 

てぬキッチン 魔法のてぬきおやつ  

材料２つから作れる！世界一ラクチン！７３品  

２ 

材料２つのアイス、焼き時間３分のクッキー、混ぜてチンするだけのケーキ・・・。

YouTube で話題のてぬき料理研究家が、少ない材料で、誰でも失敗せずに美

味しく作れるおやつ７３品のレシピを紹介する。 

 

産業 
アネラ 犬の声が聞こえる 犬と人の心をつなぐメッセンジャー ２ 

本当は、そういう気持ちだったんだね・・・。ハワイと日本の両方で動物たちの

“通訳”をするアニマルコミュニケーターが、涙と笑いにあふれた実話を通して

伝える愛犬たちのホンネ。 

 

今泉 忠明 今泉先生教えて！一度は猫に聞いてみたい１００のこと 

誰もが知りたかった猫の行動図鑑  

２ 

猫が獲物をくわえて来るのは、飼い主をダメな大きな子猫と思って、狩りを教え

るため!?猫の知られざる本能や、不思議に見える行動を、Q＆A 形式で徹底解

説。人気の猫たちの自己紹介も収録。 

 

サンドウィッチマン サンドウィッチマンの東北魂  

あの日、そしてこれから  

３ 

“笑って東日本大震災の風化を防止する”同名のラジオ番組を書籍化。東北

で起きたこと、いまできることを様々な分野で活躍する番組ゲストとともに語り

尽くす。 

 

芸術 
高橋 秀実 一生勝負 マスターズ・オブ・ライフ ２ 

８４歳から加圧トレーニングを始めたテニス選手、７２歳で世界大会２位になっ

た１００ｍ走選手・・・。全２４組のご長寿アスリートが、晴れやかな生き方を語

る。 
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言語 
イザベラ・バード／著  

ニーナ・ウェグナー／英文リライト  

牛原 真弓／日本語訳 

日本奥地紀行 縮約版 ３ 

近代以前の日本の情勢を知ることのできる貴重な資料である旅行記を、日英

対訳で楽しむ一冊。 

 

山本 素子 日本の伝統文化  ４ 

欧文タイトル：Understanding Cultural Treasures of Japan 「英語対訳：外国人

に教える日本の伝統文化」の増補・改訂版。（本文は英語） 

 

文学 

葵居 ゆゆ これからは別れのお時間です 薬屋兄弟と疫病神の縁直し ３ 

関わる人に不幸を招く疫病神体質で、親戚宅を出た譲吉。だが上京当日に下

宿は燃え、譲吉が紹介されたのは作家・七雲静宅。出入りする小学生の舞人

は静の兄だというし、副業の薬処の客は人じゃない。譲吉を招き入れた理由

は？ 

 

赤川 次郎 泥棒は世界を救う  夫は泥棒、妻は刑事２２ ３ 

泥棒の下見をしていた今野淳一のもとに、突然「孫を助けて欲しい」とかつて

の同業者・草野が現れた。孫娘が来日中の大統領の狙撃犯として捕まってし

まったというのだが・・・。 

 

植松 三十里 レイモンさん  函館ソーセージマイスター ４ 

大正末期の函館で出会い結婚した、ドイツ人ソーセージマイスターのレイモン

と日本人の妻コウ。函館で店を開くが肉食習慣のない日本人に受け入れられ

ず、戦争が外国人に過酷な仕打ちを・・・。夫婦の愛と信念の物語。 

 

江本 マシメサ 妖狐甘味宮廷伝 ３ 

甘味屋「白尾」の店主・翠は実は妖狐。脅されて悪徳道士の策に加担し、謎多

き皇帝を姫の元へ手引きするため、目が回るような一人二役の隠密任務が開

始されることに。すると、皇帝が甘い物好きという一条の光が見えてきて・・・。 
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垣谷 美雨 うちの父が運転をやめません ４ 

高齢者ドライバーの事故を伝えるテレビニュースを見た雅志は、父親も７８歳

になることに気づく。不安になって、父親に運転をやめるよう説得を試みる

が・・・。親の運転をきっかけに家族が新たな一歩を踏み出す、心温まる家族

小説。 

 

栢野 すばる 神様は毛玉２  捧げものはスイーツで ４ 

占い師・佐田の差し入れのケーキをスイーツ大好きなしろが食べないという珍

事が起こる。曰く「よくないお菓子」らしいのだが・・・。自称神様の毛玉とソシャ

ゲ廃人と実は死んでる元営業マンが、跋扈する邪気に立ち向かう！ 

 

Ｋｅｉｇｏ Ｈｉｇａｓｈｉｎｏ 

Alexander O.Smith/英語訳 

Ｓａｌｖａｔｉｏｎ ｏｆ ａ Ｓａｉｎｔ ６ 

東野圭吾の著書「聖女の救済」の英語版です。（本文は英語） 

 

今野 敏 任侠シネマ ４ 

義理人情に厚いヤクザの親分・阿岐本雄蔵のもとに、北千住にある古い映画

館の経営再建の話が舞い込んだ。マル暴に監視されながら、阿岐本組の面々

は、存続危機の映画館をどう守る！？ 

 

柴田 よしき お勝手のあん１ ４ 

品川宿の老舗宿屋「紅屋」を営む吉次郎が、その類いまれな嗅覚の才に気づ

き、お勝手女中見習いとなったおやす。ひとつひとつの素材や料理に心を込め、

おやすは一生懸命成長していく。 

 

白石 睦月 母さんは料理がへたすぎる ４ 

父親を亡くした後、会社勤めの母親と幼稚園に通う三つ子の妹たちの面倒を

見るのが１５歳の竜一朗の役目。もともと料理は好きだけど・・・。家族の等身

大を描いた青春と成長の物語。 

 

高浜 虚子／著  角川書店／編 覚えておきたい虚子の名句２００ ２ 

現代俳句の基礎ともいうべき方法論や俳句観を提唱した高浜虚子。２０万以

上と言われる俳句作品の中から、その多様さを存分に感じられる２００句を厳

選。口語訳と解説とともに１頁１句を鑑賞する。 

 



 5 

長月 天音 ほどなく、お別れです  それぞれの灯火 ４ 

大切な人を失った悲しみや、葛藤。スカイツリーにほど近い葬儀場、坂東会館

に預けてみませんか・・・。最愛の夫を亡くした深い悲しみから立ち上がった著

者が紡ぐ、大切な人との後悔しない別れ方。 

 

額賀 澪 できない男 ４ 

恋愛も仕事も冴えない地方在住デザイナーが、ひょんなことから農業テーマパ

ークのコンペに挑戦することになり・・・。自分のダメさと向き合い成長する、大

人のための青春小説。 

 

馳 星周 少年と犬 ４ 

家族のために犯罪に手を染めた男が拾った犬。守り神になったその犬はある

意志を秘めていた。人生の無常と犬の神秘性を描いた全６編を収録。直木賞

受賞作。 

 

畠中 恵 わが殿（上・下） 各４ 

幕末期、赤字に喘ぐ大野藩。内山七郎右衛門は藩主の土井利忠と共に藩政

改革を断行し、財政を立て直そうとする。新感覚歴史経済小説！ 

 

ぱらぽっぽ編集委員会編 ぱらぽっぽ ３９ ２ 

詩、童話、随筆、評論２７篇を収録。 

 

東野 圭吾 白馬山荘殺人事件 新装版 ５ 

密室トリックの謎とマザー・グースの暗号を解け！不可解なメッセージを残して

自殺した兄。妹のナオコは信州白馬のペンション「まざあ・ぐうす」を訪れ、兄の

死の真相を探ることに・・・。東野圭吾初期の傑作長編。 

 

椹野 道流 暁町三丁目、しのびパーラーで２ 

見習い草とお屋敷の秘密 

３ 

表向きは洋食屋、裏では藩主須賀原家の間諜として暗中飛躍する秋月と山

蔭に拾われ、「しのびパーラー」で働く兎目。２人の仕事を手伝いたいと直訴し

た兎目は、勲功華族岩間子爵の長男の素行調査という任務が与えられるが。 
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ＣＤ図書新刊案内 

  ＣＤ図書を聞くためにはＣＤ読書機（プレクストーク等）が必要です。 

  一般のＣＤプレーヤーではご利用できません。 

 

歴史 
芹澤 桂 ほんとはかわいくないフィンランド ４：２９ 

裸で会議をしたり、いつでもどこでもソーセージを食べたり、人前で母乳をあげ

たり・・・。フィンランド人と結婚し、暮らしてわかった「かわいい北欧」の意外な

一面を紹介するエッセイ集。 

 

姫野 カオルコ 忍びの滋賀  いつも京都の日陰で ６：５１ 

多くの人が琵琶湖が何県にあるのか知らない。「千葉」や「佐賀」と間違えられ

る。比叡山延暦寺は京都にあると思われている。鮒鮨の正しい食し方とは。お

どおどした作家が日本一スルーされる地味な出身県をユーモラスに語る。 

 

社会科学 
石川 結貴 毒親介護 ７：１０ 

自分を傷つけたり、勝手な言動を繰り返してきた親が老いた時、子どもはどう

すればいいのか。どれほどひどい親でも、子どもにとっては唯一無二の存在。

高齢の毒親を介護する人たちの実態を報告し、そこに希望があるのかを探る。 

 

内田 樹、内田 るん 街場の親子論  父と娘の困難なものがたり ７：２６ 

名文家・内田樹とその娘である内田るんとの往復書簡集。わが子への怯え、

親への嫌悪など、誰もが感じたことのある「親子の困難」の原因を解きほぐし、

解決のヒントを提示する。 

 

クリス・アボット著 

清川 幸美／訳 

世界を動かした２１の演説  

あなたにとって「正しいこと」とは何か 

１９：３９ 

国はだれのものか。正しい戦争はあるか。世界と人類の大問題を論じ、良くも

悪くも世界を動かした２１の演説を軸に、いま考えるべき問いを突き付ける。 

 

小野 春 母ふたりで“かぞく”はじめました。 ６：０７ 

継母と継母で３人の子育て。ホント、大変！「結婚の自由をすべての人に」訴

訟の原告でもあるバイセクシャルの著者が、パートナーと“かぞく”を作り、“結

婚できない”仲間たちと立ち上がるまでを綴る。 
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自然科学 
コーディー・キャシディー、

ポール・ドハティー 

梶山 あゆみ／訳 

とんでもない死に方の科学  

もし●●したら、あなたはこう死ぬ。 

７：４５ 

旅客機に乗っていて窓が割れたら？ハチの大群に襲われたら？雷に打たれた

ら？クジラに飲み込まれたら？そのとき人はどう死ぬのか、４５の「死に方のシ

ナリオ」を科学で読み解く、不謹慎で真面目な思考実験。 

 

芸術 
林家 木久扇 イライラしたら豆を買いなさい 

人生のトリセツ８８のことば 

４：３６ 

前例にとらわれず、直感にしたがって動いてきた木久扇師匠が贈る生き方指

南本。「妻には言い返さない」「仕事はまず動いてから、振り返れ」「老いてもい

たずら心を忘れない」など、不透明な時代を生き抜くヒントが満載。 

 

 

文学 
R． L．スチーブンソン／作 

緑川 聖司／文 

宝島 

ポプラ世界名作童話２４ 

２：０１ 

宝島の地図を手に入れた少年・ジムは、宝さがしの冒険にでかける。しかし、

乗務員の中には海賊たちがまぎれこんでいて・・・。 

 

昆布 山葵 同じクラスに何かの主人公がいる ８：２１ 

同じクラスの神宮寺は、何かの主人公らしい。突然教室を飛び出し、次の日は

包帯ぐるぐる巻き。しかも翌日には大怪我がすっかり完治する。神宮寺と〈友

達〉になった途端、僕の日常が・・・。 

 

C・ディケンズ／作 

芝田 勝茂／文 

クリスマス・キャロル 

ポプラ世界名作童話２６ 

１：４８ 

クリスマス・イブの夜、けちで冷酷な男スクルージの前に、３人の精霊が現れた。

精霊たちの見せる物語に、つめたかったスクルージの心は・・・。 

 

J・スウィフト／作  

那須田 淳／文 

ガリバーの大ぼうけん  

ポプラ世界名作童話２９ 

１：４４ 

船にのって世界中を旅したいと思っていたガリバー。夢がかなって海に出るが、

嵐にあって船が転覆。たどり着いたのはなんと、こびとの国で。 
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千早 茜 透明な夜の香り ６：１７ 

古い洋館でひっそりと営まれる、秘密のサロン。天才調香師・小川朔を訪ねて、

謎を秘めた依頼人たちが集まる。香りをめぐるドラマチックな長編小説。 

 

林 望 おこりんぼう  ひと言申し上げたい ８：０６ 

軽重な風潮や見過ごせないことに怒り、訴え、時には世に逆らう頑固さも大切

だと諭す、りんぼう先生熱血演舌・６４席。 

 

V．ユゴー／作  

三田村 信行／文 

レ・ミゼラブル 

ポプラ世界名作童話２３ 

１：５９ 

たったひとつのパンを盗んだ罪で、長い間、監獄に入れられたジャン・バルジャ

ン。貧しさと不幸のどん底で、必死に生きた人々の物語。 

 

村山 早紀 魔女たちは眠りを守る ９：４９ 

古い港町に、若い魔女の娘・七瀬が帰ってきた。かたわらに使い魔の黒猫を

連れて。懸命に生きて、死んでゆくひとの子と、長い時を生きる魔女たちの出

会いと別れの物語。 

 

群 ようこ いかがなものか ４：５０ 

なんなのだ、あれは！ファッションから相撲観戦時のトランプ大統領まで、世間

で起こるあんなこと、日常で見かけるこんなことへの「いや」と「違和感」に切り

込むエッセイ集。 

 

和田 秀樹 灘校物語 ８：３６ 

天下の灘校に入るも、深夜放送にドはまりして成績はどん底。過激なイジメを

受けつつ、大人顔負けの熾烈な生徒会選挙はボロ負けのヒデキに希望はある

のか。元“神童”の著者が原点を描く、青春群像、自伝的小説。 
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・以下のＣＤ図書は他館複製図書・厚労省委託図書・寄贈図書などです。 

藍川 京 梅雨の花（ポルノ） ５：３１ 

上利 博規 人と思想１７５ デリダ ７：２１ 

一條 正雄 人と思想１５１ ハイネ ６：１０ 

大久保 康明 人と思想１６９ モンテーニュ ６：２５ 

大倉 崇裕 夏雷 ９：２９ 

大場 満郎 北極の日本晴れ 氷を歩いて２千キロ ６：４５ 

大村 友貴美 霧の塔の殺人 １３：３５ 

小笠原 道雄 人と思想１６４ フレーベル １１：１８ 

尾原 悟 人と思想１５６ ザビエル ７：３０ 

風野 潮 明日ハ晴レカナ曇リカナ ９：１２ 

木田 献一 人と思想１５３ 古代イスラエルの預言者たち ８：３９ 

小玉 香津子 人と思想１５５ ナイチンゲール ７：００ 

西条 奈加 涅槃の雪 １０：１６ 

桜堂 莉緒 本日は曇天なり ４：１８ 

佐々木 譲 真夏の雷管 ９：５０ 

佐藤 研 人と思想１６０ 悲劇と福音  

原始キリスト教における悲劇的なるもの 

５：３５ 

沢田 正子 人と思想１７４ 紫式部 ７：１９ 

高山 鉄男 人と思想１６８ バルザック ６：２６ 

遠田 潤子 冬雷 １０：４５ 

梨木 香歩 雪と珊瑚と ７：２４ 

奈良 恒則／監修 すぐに役立つ図解と Q＆A で納得損害賠償・

慰謝料をめぐる法律とトラブル解決法１６５ 

１０：５９ 

野口 雨情／著 

野口 存彌／編 

人間の記録１７２ 野口雨情  

郷愁の詩とわが生涯の真実 

７：００ 

畠中 恵 いちねんかん しゃばけシリーズ１９ ６：２３ 

畠中 恵 わが殿（下） ８：５１ 

針貝 邦生 人と思想１６５ ヴェーダからウパニシャッドへ １０：３２ 

藤岡 陽子 晴れたらいいね ８：００ 

堀内 みどり 人と思想１５７ ラーマクリシュナ １１：０３ 

的川 泰宣 ニッポン宇宙開発秘史  

元祖鳥人間から民間ロケットへ 

５：５９ 

森 治 人と思想１２９ ツェラーン ８：２１ 

山形 和美 人と思想１７２ チェスタトン ９：３０ 

山田  洋次／監督  松本  清張／原作 

倍賞 千恵子／出演 

シネマ・デイジー 霧の旗 １：５５ 

貸出用のＣＤ図書は１部しか用意しておりません。貸出期間を厳守してご利

用下さい。貸出期間は郵送期間を含めて４週間です。 
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その他の図書のご案内 

・以下の図書が届きました。これらの図書は発表後１年程度で廃棄します。貸

出希望の方はお早めにお申し込み下さい。 

 

点字図書（冊数の明記のないものは１冊です。） 

・協会だより ３１号（全国盲ろう者協会） 

・ふれあいらしんばん ７５号 

・私たちの税金 令和２年度版 

・ワールドナウ 第５２号 

 

 

 

 

ＣＤ図書（プレクストーク等が必要です。） 

・厚生 ２６６号（０：５４） 

・日視連アワー ８月号（１：２７）、９月号（１：２８）、１０月号（１：１９） 

・私たちの税金 令和２年度版（２：１８） 

 

ＣＤ図書（市販のＣＤプレーヤーで聞くことができます。） 

・明日への声 ７５号（０：３５） 

・東京くらしねっと １８４号（０：４５） 
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蔵出し４５ 

４５回目の「蔵出し」は「天気に関する事象」を書名の中に探してみました。著

者名、書名、製作種別、冊巻数、原本発行年、内容の順に紹介します。 

 

川内 有緒／著 「晴れたら空に骨まいて」 点字４冊 ２０１６年 

・パリ、珊瑚の海、ヒマラヤ。愛する故人を想い、散骨を行った５組の家族。深くユーモラ

スに「生と死」を見つめる傑作ノンフィクション。 

 

河野 啓／著  

「北緯４３度の雪  もうひとつの中国とオリンピック」 ＣＤ ２０１２年 

 ・台湾初のスキー選手たちの数奇な人生の記録。政治の思惑でオリンピックに送られた

彼らの、４０年にわたる苦闘と葛藤を掘り起こす。 

 

斉藤 純／著 「雨の日の来訪者」 点字６冊 １９９７年 

 ・旅の果てに真実が見えてくる！元流行作家とバイク旅行専門誌の青年編集者。過去を

引きずる二人のライダーは三陸へ、箱根へ…。 

 

小路 幸也／著 「風とにわか雨と花」 点字２冊 ２０１７年 

 ・専業作家を目指す父、仕事に復帰した母、小学生の姉と弟。海辺の町を舞台に繰り広

げられる、ひと夏の家族物語。 

 

谷崎 潤一郎／著 「細雪 上・中・下」  点字 上５、中５、下６冊 ２０１６年 

 ・大阪・船場の旧家、蒔岡家には美しい四姉妹がいる。上流階級社会の何気ない日常

と、美しく移ろう四季、そして関西の街を写す、著者の代表作。 

 

山田 正紀／著 ｢氷雨｣  ＣＤ １９９８年 

 ・多額の負債を抱えた弥島は、妻と娘のために離婚し、取り立てから逃れるために、一人

焦燥と絶望の日々を送っていた。長篇ハードサスペンスの傑作。 

 

 

＊以上、６作品をご紹介しました。ご希望の方は貸出係までご連絡ください。 

  貸出：山野 
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点字・録音図書着手情報 

 貸出予約を受け付けます。完成次第お送りします。 

点字図書 

 

青谷 真未  恋する弟子の節約術 

赤川 次郎  三世代探偵団３ 生命の旗がはためくとき 

石津 奈々  毎日輝くポジティブ英語 

大崎 梢  もしかして、ひょっとして 

荻野 修一／監修 主婦の友社／編 家飲みかんたんドリンク１５０ 

小倉 日向  極刑 

小塩 真司  性格とは何か 

金子 恵美  許すチカラ 

加谷 珪一  日本は小国になるが、それは絶望ではない 

神崎 繁  人生のレシピ 

栗ノ原 草介  結婚が前提のラブコメ１、２ 

黒川 伊保子 娘のトリセツ 

小早川 真寛 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ２ 

佐々木 譲  図書館の子 

柴田 よしき  お勝手のあん２ あんの青春～春を待つころ～ 

曽野 綾子  夫の後始末 続 

俵 万智  未来のサイズ 

葉月 奏太  盗撮コネクション（ポルノ） 

椹野 道流  最後の晩ごはん１４ 地下アイドルと筑前煮 

山内 一也  ウイルスと人間 新版 

レオナルド・ダッド・ジェイ  

Mｙ Nippon 英和対訳 あるアメリカ人教師の緻密な目を通した日本の姿  

渡辺 勝敏  歯医者さんのかかり方 
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録音図書（ＣＤ図書のみ製作します。） 

 

安藤 隆[ほか] 日本のコピーベスト５００ 

五十嵐 貴久 命の砦 

乾 ルカ  竜神の子どもたち 

井上 荒野  ママナラナイ 

井上 ひさし  人間合格 

榎本 博明  面倒くさい人のトリセツ 

川口 加奈  １４歳で“おっちゃん”と出会ってから、１５年考えつづけて 

やっと見つけた「働く意味」 

カンザキ イオリ あの夏が飽和する。 

こまつ あやこ ハジメテヒラク 

神内 聡  学校弁護士 スクールロイヤーが見た 教育現場 

スタジオＫ編集部 昭和４４年生まれ、わが世代  

曽野 綾子  夫の後始末 続 

瀧井 朝世／編 ほんのよもやま話   

滝口 康彦  異聞浪人記 

中山 七里  銀齢探偵社  静おばあちゃんと要介護探偵２ 

梨 うまい  悔しみノート 

深沢 潮  乳房のくにで 

本城 雅人  あかり野牧場 

宮下 奈都  緑の庭で寝ころんで 完全版 

山口 真由  高学歴エリート女はダメですか 

ヤマザキ マリ、中野 信子  パンデミックの文明論 
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☆おめでとうございます 

第６８回全国盲人福祉施設大会（新型コロナウイルス感染症の影響により開

催中止）におきまして、永年のご活躍に対し、次の方々が表彰を受けられまし

た。 

ボランティア表彰   

中庄司 匡子様（福井県点訳むつみ会） 

       大久保 けい子様（福井県音訳こだまの会） 

 

   永年勤続職員表彰 

  高岡 恵美（ホットライン・ケアサポートセンター・たんぽぽ） 

  土木 浩恵（ホットライン・ケアサポートセンター・たんぽぽ） 

  澤田 義男（盲人ホーム光陽） 

 

 

★ありがとうございます 

以下の方より、ご寄付をいただきました。 

 ・福井市  太田 静子様 

 

 

☆ありがとうございます 

以下の方々より、青い鳥ハガキ、書き損じハガキ、切手等をご寄贈いただきま

した。（順不同） 

 ・福井市  匿名希望様 

 ・福井市  吉田 一夫様 

 

 

★「まごころ募金箱」ご報告 

 ２０２０年８月～２０２０年１０月中旬   合計６，９２７円  

 あたたかな募金、まことにありがとうございました。 

 

 

☆さしあげます 

・ ＦＢＣ寄贈「ＦＢＣラジオ番組表２０２０年１０月改編」（点字版・音声版）  

・ＮＴＴ西日本福井支店寄贈「２０２０年９月発行点字電話帳（福井県版）」 
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★ホームページのご案内 

 この度、社会福祉法人福井県視覚障害者福祉協会のホームページを立ち

上げました。アドレスは https://www.fukushikyo.org/ です。 

トップページ上に「ホーム」「お知らせ」「情報提供サービス」「障害福祉サービス」

「施設案内」「協会案内」のそれぞれのメニューがあります。 

 今後はホームページを通じて情報を発信して参りたいと思います。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

☆プレクストーク PTN３の貸出について 

 シナノケンシ社製のデイジー図書読書機、プレクストーク PTN３を、現在 PTN

３、PTR３を所持しておられない視覚障害者の方に以下の条件にて貸出いたし

ます。 

 ・期間は３か月以内とする 

 ・ご利用者様が読書機 PTN３の送付を希望される場所と、当施設の間の機 

器送付にかかる往復の送料のご負担 

  ＊プレクストーク PTN３は３台、所有しています。ご希望の方が多数の場合

は先着順とします。 

  ＊プレクストーク PTN２につきまして、上記の代替機の導入に伴い、貸出を

終了いたします。よろしくお願いいたします。 
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☆用具部 商品のご案内 Ｎｏ．９３（お問い合わせは高橋までどうぞ） 

 

〇触読式腕時計（セイコー製） 

[販売元 日本視覚障害者団体連合] 価格１２，０００円+送料１、０００円 

 紳士用、婦人用の新モデルです。ベルトがモダンでシンプルな印象の３列メタ

ルバンドブレスレットになりました。蓋を開き、針先と文字盤の目盛を触って時

間を知る時計です。 

紳士用は文字盤の色を白と紺の２種類から、婦人用は白、紺、ピンクの３種

類からお選びください。ピンクのみベルトが牛革製です。 

紳士用は腕周りの長さを１６㎝～１９㎝、婦人用は白、紺のみ腕周りの長さ

を１５㎝～１８、５㎝の間で選択してください。（０、５㎝ごとになります） 

＊日常生活用具給付等事業候補品 限度額１０，３００円、耐用年数１０年  

紳士用 大きさ：外径３、６㎝   重さ：７５ｇ 

     使用電池：ＳＲ４３ＳＷ×１個、電池寿命：約５年   保証：１年 

婦人用 大きさ：外径２、５７㎝  重さ：メタルバンド ４１ｇ、皮ベルト ２９ｇ 

     使用電池：ＳＲ５２１ＳＷ×１個、電池寿命：約２年   保証：１年 

 

〇点字器「だいてん丸」専用タックロール 

[販売元 名古屋ライトハウス情報文化センター] 価格１，２００円 

 だいてん丸の２４mm 幅ガイド穴に通して点字が書けるタックロールです。 

       ２４mm×長さ２５m（２行書） 

 

〇コインレール付き本革長財布  

[販売元 日本点字図書館] 価格１３，３００円+送料５１０円 

わくわく用具ショップオリジナルの長財布です。 

小銭入れには１０円、５０円、１００円、５００円硬貨を分けて収納できるレー

ルが、お札入れには折りたたまずに３種類お札が収納できる仕切りがあります。 

印鑑やカギを収納できるポケットや身障者手帳などが入るフリースペースも

あります。 

色はブラック、オレンジ、ラベンダーの３色からお選び下さい。 

 大きさ：（縦）１０、５×（横）１９、５×（厚さ）２、５㎝ 

 重さ：約２４４ｇ 

 材質：牛革  
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〇凸凸クリップ 

[販売元 日本視覚障害者団体連合] 価格２，２００円+送料５００円 

 異なる色の目玉クリップが３個１組になっています。クリップには、同色のアル

ミ板がついていて、触っても識別できるように点字と切り込みが入っています。  

色によって切り込みの位置が異なります。 

 書類の種類ごとにクリップの色を分けて管理すれば、すぐにどの種類かを判

別できます。 

 凸凸クリップは２種類あります。 

 暖色系（ピンク、オレンジ、黄色） 

 寒色系（青、紫、緑） 

 大きさ：（縦）３、５×（横）５、２㎝ 

 

〇おでかけマスコット 

[販売元 日本点字図書館] 価格１，９００円+送料５１０円 

 白杖がテーブルから倒れないように支えておくための、かわいいマスコットで

す。洗濯バサミのような構造になっており、カバンや車いす、シルバーカーなど

につけて目印としてもお使いいただけます。 

 スヌーピーとピーターラビットからお選びください。 

 スヌーピーは赤い首輪を付け、両耳と背中に黒い模様がある白い犬のキャラ

クターです。 

 大きさ：（幅）６、５×（長さ）１２×（高さ）６㎝   重さ：約２５ｇ 

 ピーターラビットは水色の上着を着た、白いしっぽの茶色のうさぎのキャラク

ターです。 

 大きさ：（幅）８×（長さ）１２×（高さ）９㎝   重さ：約２５ｇ 
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休館のお知らせ 

 以下の通り休館します。 

 休館日 ２０２０年１２月２９日（火）～２０２１年１月３日（日） 

 貸出休止        同上 

 

話題の墨字図書紹介 

 以下の図書は当方が独自に選んだものです。着手・完成の情報は「サピエ」

によります。ご紹介の図書の中には貸出までに時間がかかるものがあります。 

 また、製作依頼も受け付けますのでご利用下さい。なお、点字図書は製作館

の都合で貸出用の図書が用意されていない場合があります。その際は、有料

提供となります。あらかじめご了承下さい。（１０／７調べ） 

 

著者   書名 （図書製作状況） 

顎木 あくみ  わたしの幸せな結婚４（点字着手・ＣＤなし） 

斎藤 幸平  人新世の「資本論」（なし） 

鈴木 亮平  行った気になる世界遺産（点字着手・ＣＤ着手） 

住野 よる  この気持ちもいつかは忘れる（点字着手・ＣＤ着手） 

武田 友紀  「繊細さん」の本（点字なし・ＣＤ完成） 

俵 万智  未来のサイズ（点字着手・ＣＤなし） 

冨島 佑允  日常にひそむうつくしい数字（点字着手・ＣＤ完成） 

中野 量太  浅田家！（点字着手・ＣＤ着手） 

三浦 しをん  マナーはいらない（点字着手・ＣＤなし） 

リュウジ  リュウジ式悪魔のレシピ（点字なし・ＣＤ完成） 

 

 

 

 

 

編集後記 

リタイアする盲導犬とユーザーさんの最後の日々を垣間見る機会がありまし

た。コロナ感染症の影響はこんなところにもあり、リタイアする盲導犬とともに

訓練施設に赴くことは許されませんでした。長年連れ添った盲導犬は貨物扱

いで空路、訓練施設に向かうことになりました。見慣れた二人（１人と１頭）で

連れ添って歩く姿はこれが最後かと思うと柄にもなく泣けてきました。それぞれ

の新しいパートナーたちとの新たな日々への旅立ちに乾杯！  （やまの） 


