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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。） 

 

哲学 
黒川 伊保子 娘のトリセツ ２ 

娘が幸せになるかどうかは、父親の接し方次第！思春期の娘の「嫌悪感」に

打ちのめされている人などに向けて、「今の娘」とあまり断絶しない方法と、「未

来の娘」に愛を残すためのコツを伝授する。 

 

社会科学 
加藤 久雄 心の青空のとりもどし方 ３ 

 

小林 義崇 すみません、金利ってなんですか？ ４ 

金利、普通・定期預金、源泉徴収・年末調整、株・・・。お金に関するあれこれ

を、マネー知識ゼロの超・文系編集者が、元国税局のお金のプロに洗いざらい

イチから聞く！対話形式で解説した、もっとも初歩的なお金のトリセツ。 

 

自然科学 
近江 俊徳／編著 人とどうぶつの血液型 ２ 

人の血液型は何種類ある？動物たちに血液型はある？そもそも血液型ってな

んのこと？科学的な内容から雑学的なものまで、知っているようで知らない血

液型の不思議や面白さを、イラスト・写真とともに紹介します。 

 

浜田 信夫 カビの取扱説明書 ３ 

エアコンや浴室、スマホにも、隙あればと勢力拡大を目論むカビ。嫌われ者だ

けど、薬やチーズ、漬物、酒などグルメ界では大人気。そんなカビとヒトとの切

っても切れない関係を、カビ研究の第一人者が楽しく紹介する。 
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技術 
荻野 修一／監修 

主婦の友社／編 

家飲みかんたんドリンク１５０ 

身近な材料で作れる極上カクテル 基本は“まぜ

るだけ”！ 

２ 

リモート飲み、イベント飲みで映える！定番からオリジナルまで、身近な材料で

手軽に楽しめる“まぜるだけ”のカクテルレシピを１５０種紹介します。話題のノ

ンアルコールドリンク“モクテル”も充実。 

 

藤井 恵 藤井弁当  お弁当はワンパターンでいい！ ２ 

卵焼き器を使い「野菜をゆでる」「卵焼きを作る」「肉や魚介で主菜を作る」とい

うシンプルな３ステップでお弁当が完成！お弁当の詳しい作り方と、肉と魚介

のおかず、野菜のおかず、卵焼きとアレンジレシピを紹介します。 

 

産業 
高木 佐保 知りたい！ネコごころ ２ 

ネコごころが知りたくて研究に飛び込んだ著者は、扱いの難しい相手に悪戦苦

闘しながら、ネコが思い出をもつことや簡単な現象の予測をすることを初めて

科学的に明らかにし・・・。ネコの心理学にまつわるエピソードを楽しく語る。  

 

芸術 
橋本 晃一／編著 おとなのためのピアノ曲集 ポピュラー編２ ２ 

「デイ・ドリーム・ビリーバー」「イマジン」「ムーン・リバー」「美女と野獣」など、教

本の内容に応じてやさしいアレンジから弾き応えのある曲まで、グレード別に

配列されています。 
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文学 

青谷 真未 恋する弟子の節約術 ４ 

仕事と家を失くした日に、昔、自分を救ってくれた青年・宗隆と再会した文緒。

怪我をさせた代わりに弟子として彼の家に住み込み、身の回りの世話をするこ

とに。宗隆は「幻香師」という耳慣れぬ職を生業としていて・・・。 

 

赤川 次郎 三世代探偵団３  生命の旗がはためくとき ３ 

天才画家の祖母、マイペース主婦の母と暮らす女子高生・有里。有里の同級

生が遭遇した殺人事件をきっかけに、三世代が巻き込まれたのは・・・。 

 

アンデルセン   

山室 静／訳 

小さい人魚姫 改版  アンデルセン童話集 ３ 

人魚姫が初めての海の上へ出た夜、船では王子の誕生日を祝っていた。一目

で恋に落ちた人魚姫は声と引き替えに足を手に入れる。王子と結婚できなけ

れば海の泡と消えてしまう。表題作ほか初期代表作全１２話を収録。 

 

伊兼 源太郎 事件持ち ５ 

朝日新聞の若手記者・永尾は、千葉県下で起きた猟奇的な連続絞殺事件の

取材を始める。捜査情報をつかめずに苛立つ記者クラブは県警批判を開始。

犯人逮捕の手がかりを得られない県警は、報日新聞にある取引を持ち掛ける。 

 

内田 百閒  小川 洋子／編 小川洋子と読む内田百閒アンソロジー ４ 

現実と幻、笑いと恐怖、あらゆる境界をするりと越えて、不思議な光を放つ内

田百閒の珠玉の２４篇を、百閒をこよなく愛する作家・小川洋子と一緒に楽し

むアンソロジー。 

 

江本 マシメサ 北欧貴族と猛禽妻の雪国狩り暮らし 

契約夫婦がめぐる四季 

４ 

極寒の地を治める陽気な貧乏貴族リツハルドと、男顔負けな元軍人ジークリン

デが「お試し婚」！？不器用なふたりとつつましくもほのぼのと暮らす村人たち

の、四季のスローライフを綴る書き下ろし短編集。 
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小倉 日向 極刑 ５ 

愛娘を殺されながらも極刑を望まなかった半田。彼は卑劣な罪を犯しながらも

逃げおおせた者を執拗に追跡し、陰の“制裁”を加えていて・・・。 

 

鯨 統一郎 歴史はバーで作られる ３ 

学界の若きホープと教え子 VS 市井の歴史学者と美人バーテンダーの掛け合

いから、歴史の新説が次々生まれる！全５編を収録。 

 

ケイ・ヘザリ Ｔｏｋｙｏ Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ 

Ａｎｄ Ｏｔｈｅｒ Ｅｓｓａｙｓ ｏｎ Ｌｉｆｅ ｉｎ Ａｍｅｒｉｃａ 

ａｎｄ Ｊａｐａｎ 

１ 

毎日がオドロキと発見！ミラクルでワンダフルなトーキョー。東京で暮らすアメリ

カ人が日常をつづったほのぼの英文エッセイ。難しい単語や表現も、前後を読

めば推測できるよう工夫されているので、英語なのに読みやすい。（本文英語） 

 

佐々木 譲 図書館の子 ４ 

とある北の国。猛吹雪の夜、図書館に１人の少年が取り残された。そこに突然

現れた謎の男は少年を救い、大切なことを伝え始めた。時とたたかい、時に翻

弄される者たちを描く全６編。 

 

笹本 稜平 公安狼 ７ 

唐沢龍二が恋人の吉村久美子に誘われた会は、唐沢の理系の知識を利用し

爆弾テロを目論む活動組織のようだった。怪しげな会から距離を取る唐沢は

久美子と破局。１年後に自爆テロが発生し・・・。 

 

島田 雅彦 スノードロップ ３ 

私は東京の空虚な中心に広がる森に住む憂いの皇后。ハンドルネームはスノ

ードロップ。クローゼットの中から「ダークネット」を駆使し、立憲民主国最後の

「良心」を発動する。 

 

曽野 綾子 夫の後始末 続  今も一つ屋根の下で ２ 

８８歳の私に課されたのは、自分の後始末だ。果たして、死はそれほど恐ろし

いか。作家・曽野綾子が、夫・三浦朱門を看取ってからの３年間を綴る。 
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谷 瑞恵 語らいサンドイッチ ３ 

大阪の靭公園にある、姉妹で営む手作りサンドイッチ専門店「ピクニック・バス

ケット」。おっとりした姉・笹子がつくる絶品サンドは、胸の内で大事にしている

味に、そっと寄り添ってくれる。心を癒す、おいしい物語。 

 

谷崎 泉 二宮繁盛記４ ５ 

中岡はなぜ、冤罪を受け入れ、なぜ頑なに面会を拒否し続けたのか。過去の

事件を繙くうちに「もう一つの事件」の存在が浮かび上がり・・・。立ち飲み「二

宮」とそれを取り巻く人々が織り成す人間模様を描く。シリーズ完結。 

 

俵 万智 未来のサイズ １ 

「手伝ってくれる息子がいることの幸せ包む餃子の時間」「制服は未来のサイ

ズ入学のどの子もどの子も未来着ている」 ２０１３～２０２０年の作品から４１８

首を収めた第６歌集。 

 

西野 真 大井川連環の譜 近代日本茶物語 ３ 

１８５４年、開国と共に日本の煎茶が外国商に見いだされた。独自の製法と生

産供給網を作り上げて国際流通に参画した、駿河志太地方の茶農家たちの

取り組みと、支援した元幕臣たちの奮闘を史実をもとに描く歴史小説。 

 

馳月 基矢 姉上は麗しの名医 ３ 

最近、毒を食べさせられた犬がたくさん死んでいるという話を耳にした瓜生清

太郎。一方、定廻り同心の藤代彦馬が携わっているのは医者が毒を誤飲した

事件。不審を覚えた彦馬は、女医者の真澄を訪ねるが。 

 

葉月 奏太 盗撮コネクション 復讐代行屋・矢島香澄２ ３ 

ポルノ。洋品店の店主は借金返済のためとそそのかされ、試着室で盗撮を行

う。店主の妻はマッサージ店で盗撮に遭う。いずれも半グレ集団の仕業だっ

た。伝説の復讐代行屋は、泥沼にはまる夫婦を救えるのか！？ 

 

椹野 道流 最後の晩ごはん１４ 地下アイドルと筑前煮 ４ 

夜だけ開店、メニューは１種類。海里が働く芦屋の定食屋「ばんめし屋」に迷

惑な酔客が現れた。海里の役者時代のファンだというレイナは彼を見て失望

する。実は彼女は地下アイドルで、未来に絶望していて・・・。 
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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 
阿部 直美 おべんとうの時間がきらいだった ８：１８ 

家族なんてくそくらえ、湿っぽいお弁当なんて開けたくない。お弁当ハンター・

阿部了との夫婦コンビで、文を担当する著者がＡＮＡ機内誌「翼の王国」の人

気連載が誕生するまでの家族の軌跡をたどる。 

 

社会科学 
榎本 博明 面倒くさい人のトリセツ 

職場の“ストレス源”に翻弄されない知恵  

３：４９ 

すぐ落ち込む、いきなり怒鳴り散らす、自分の意見が絶対・・・。よくいる職場の

面倒くさい人を「典型的な１２のタイプ」に分類し、それぞれの心理法則を読み

解いたうえで、うまいつきあい方法を提案する。 

 

住吉 雅美 あぶない法哲学  常識に盾突く思考のレッスン ８：２１ 

クローン人間の作製はＮＧ？私には「誰かに食べられる自由」がある？社会に

飼い慣らされないための「悪魔の法哲学」教室。哲学的な視点で法律や常識

を批判的に再検討する。 

 

吉原 珠央 その言い方は「失礼」です！ ４：５６ 

「疲れて見えるけど大丈夫？」「かわいそう」「偉いですね」などは要注意！無

意識にしている「失礼な言動」を取り上げて、何故失礼かを説明し、本当の礼

儀正しさが伝わる言い方を紹介する。 

 

自然科学 
ヤマザキ マリ、中野 信子 パンデミックの文明論 ５：２３ 

各国の感染症対策を見れば国民性がわかる。新型コロナの話題で意気投合

したヤマザキマリと中野信子が、パンデミックが変えた人類の歴史、古代ロー

マの女性と日本の女性、「新しい日常」への高いハードルなどについて語り合

う。 
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芸術 
春日 太一 時代劇入門 １２：１１ 

知識ゼロから時代劇を楽しむための入門書。歴史、名優、監督、ヒーローなど、

重要なキーワードとジャンルの全体像がわかる。特別インタビュー「富野由悠

季監督が語るチャンバラ演出の極意」も収録。 

 

 

 

文学 
 戦中・戦後の暮しの記録  君と、これから生まれてくる君へ １９：５１ 

１９６９年刊「戦争中の暮しの記録」から５０年。ふたたび「暮しの手帖」は、戦

争体験の手記を募った。戦時中の記録に加え、戦後の混乱期のできごと、体

験者からの「聞き書き」など、１５７点を収録する。 

 

井上 荒野 ママナラナイ ６：３４ 

この世に生を享け、大人になり、やがて老いるまで・・・。ままならぬ心と体を描

いた美しくも不穏な、極上の物語。表題作のほか、「静かな場所」など全１０編

を収録。 

 

木内 みどり またね。 木内みどりの「発熱中！」 ７：１９ 

３．１１を契機に、政治・社会問題に積極的に関わり、ひとりの人間として誠実

に、そして自由に自分にできることを追い求めた女優・木内みどり。生前、ウェ

ブに綴っていた自らの活動や想いを書籍化。山本太郎らの寄稿も収録。 

 

左右社編集部／編 仕事本  わたしたちの緊急事態日記  １３：１３ 

ひとつの仕事は誰かの生活につながり、その生活がまた別の人の仕事を支え

ている！パン屋、内科医、校長など、緊急事態宣言が出される中、コロナにも

負けず働いていた様々な職業の人たち７７人の２０２０年４月の日記を収録。 

 

曽野 綾子 夫の後始末 続  今も一つ屋根の下で ３：４２ 

自分の死が迫っていることを知らなければ、実は人間は「その日」を生きること

などできない。果たして、死はそれほど恐ろしいか、ということになると、私は少

し疑っている。――夫である三浦朱門を在宅介護で看取ってから約２年。作家・

曽野綾子は静かに、慎ましく一人の毎日を生きていた。 
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滝口 康彦 異聞浪人記 ６：４９ 

組織の犠牲となり、一切かえりみられなかった末端の武士とその家族の悲哀、

そして苦悩。映画「切腹」「一命」の原作である表題作をはじめ、全６篇を収録。 

武家社会が抱える壮絶な残酷さを描いた短篇集。 

 

武田 綾乃 響け！ユーフォニアム   

北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章 前編 

８：１３ 

北宇治高校吹奏楽部の活躍を描いた、シリーズ最新作。久美子たちは３年生

となり新体制で新・北宇治高校吹奏楽部は始動する。はたして久美子たちは

悲願の「全国大会金賞」を成し遂げることができるのか？ 

 

武田 綾乃 響け！ユーフォニアム   

北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章 後編 

８：１４ 

久美子たち３年生部員にとって、最後となる吹奏楽コンクールを控え、練習に

熱が入る北宇治高校吹奏楽部の部員たち。波乱のオーディション、滝の方針

への疑念、自身の進路。苦悩する久美子は、ついに麗奈とぶつかってしまう。 

 

梨 うまい 悔しみノート ５：０５ 

芸術系の大学を卒業したものの、自分の出来に満足できず、いい映画やいい

本に嫉妬し、どんどん自己嫌悪に陥り・・・。観るもの聴くものすべてのエンター

テインメントに対する「悔しみ」を綴った記録。 

 

蜂飼 耳／文  

高畠 那生／絵 

マザーグースのうた 

ポプラ世界名作童話３０ 

１：２１ 

おもしろい歌、こわい歌、ふしぎな歌・・・。いろいろな味わいの歌がいっぱい！

欧米の伝承童謡「マザーグース」を、原文とともに収録。 

 

花田 菜々子 シングルファーザーの年下彼氏の子ども２人と格闘

しまくって考えた「家族とは何なのか問題」のこと 

５：５５ 

菜々子、３８歳。職業、書店員。出会い系サイトで会った７０人に本をすすめま

くって、いまは独身。子どもを持つつもりもなかったはずが・・・。私は「お母さん」

になるべきなの？ 
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山口 真由 高学歴エリート女はダメですか ６：４８ 

東大法卒→財務省→弁護士→留学→准教授で３７歳、未婚。恋に仕事に打

ち込むほど、なぜかややこしくなる著者が、「女子アナの結婚」「本音と建前の

混在」などについて綴る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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。 

石井  裕也／監督・脚本  早見 

和真／原作 妻夫木 聡／出演 

シネマ・デイジー  

ぼくたちの家族 

２：０２ 

入江 悠／監督  

藤原 竜也／出演 

シネマ・デイジー ２２年目の告白 ２：０１ 

内田 百閒 百鬼園戦後日記１ １０：３０ 

援川 聡 現場の悩みを知り尽くしたプロが教えるクレーム対応の

教科書  心が折れないための２１の実践テクニック 

５：０７ 

岡田 淳／作  田中 六大／絵 アチチの小鬼 １：４４ 

小川 郁／監修 難聴・耳鳴り・めまいの治し方 イラスト版 ４：４５ 

折原 一 鬼面村の殺人  黒星警部シリーズ１ ８：３５ 

菊池 聡 <超・多国籍学校>は今日もにぎやか！ 多文化

共生って何だろう 

３：２８ 

河野  圭太／監督  新堂  冬樹／原作 

武井 証／出演 

シネマ・デイジー  

ぼくとママの黄色い自転車  

１：３９ 

佐伯 泰英 新・酔いどれ小藤次１６ 酒合戦 ７：４０ 

下重 暁子 天邪鬼のすすめ ５：１１ 

ジャスティン・Ｏ，シュミット／著  

今西 康子／訳 

蜂と蟻に刺されてみた  「痛さ」

からわかった毒針昆虫のヒミツ 

１６：５６ 

白石  和彌／監督  桑原  裕子／原作 

佐藤 健／出演 

シネマ・デイジー ひとよ ２：０７ 

スティーブン・スローマン、 

フィリップ・ファーンバック著  

土方 奈美／訳 

知ってるつもり 無知の科学 １６：４２ 

仙川 環 鬼嵐 ７：０５ 
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塚本 連平／監督・脚本  

篠原 涼子／出演 

シネマ・デイジー  

今日も嫌がらせ弁当 

１：５０ 

鶴岡 慧子／監督 山崎 光／出演 シネマ・デイジー まく子 １：５２ 

冬至 堅太郎   山折 哲雄／編 ある「BC 級戦犯」の手記 １４：２５ 

中村  義洋／監督  磯田  道史／原作 

阿部 サダヲ／出演 

シネマ・デイジー  

殿、利息でござる！ 

２：１４ 

西田 征史／監督・脚本  

丸山 隆平／出演 

シネマ・デイジー  

泥棒役者 

１：５８ 

広中 一成 牟田口廉也  「愚将」はいかにして生み出されたのか ９：２４ 

深川 栄洋／監督・脚本  

大泉 洋／出演 

シネマ・デイジー  

そらのレストラン 

２：０９ 

細川 徹／脚本・監督  

荒木 源／原作 杏／出演 

シネマ・デイジー  

オケ老人！ 

２：０４ 

丸山 学 ご先祖様、ただいま捜索中！  あなたのルーツ

もたどれます 

６：１３ 

三浦  大輔／監督・脚本  朝井  リョウ／原作 

佐藤 健／出演 

シネマ・デイジー  

何者 

１：４２ 

深木 章子 鬼畜の家 ９：２９ 

三宅  喜重／監督  樋口  卓治／原作 

織田 裕二／出演 

シネマ・デイジー  

ボクの妻と結婚してください 

１：５９ 

吉田 恭教 鬼を纏う魔女 ９：５８ 

吉田 雄亮 侠盗組鬼退治 ６：１２ 

吉田 雄亮 侠盗組鬼退治 烈火 ６：４４ 

李 相日／監督・脚本  吉田 修一／原作 

渡辺 謙／出演 

シネマ・デイジー  

怒り 

２：２７ 

若竹 七海 殺人鬼がもう一人 １０：００ 

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。） 

・コミュニカ（全国盲ろう者協会） ６１号 

・視覚障害教育のあり方に関する実態調査（２冊）（日本視覚障害者団体連合）  

・自由民主 ９８号、９９号 

・障害者施策の概況（障害者白書）概要  令和元年度 

・出会い、ふれあい、心の輪   

心の輪を広げる体験作文入賞作品集  令和２年度 

・点字こうめい ８１号 

・日盲社協通信 ８１号 

・ふれあいらしんばん ７６号、７７号 

・盲導犬情報 ２５号 

・わたしたちの介護 視覚障害者が介護に携わる時  

・ワールド・ナウ ５３号 

 

 

 

ＣＤ図書（プレクストーク等が必要です。） 

・協会・点字図書館創基１００周年記念誌  

（新潟県視覚障害者福祉協会）（３：３７） 

・厚生 ２６７号（０：５３）、２６８号（０：５１） 

・視覚障害教育のあり方に関する実態調査  報告書（４：４８）（日本視覚障害

者団体連合） 

・食料・農業・農村白書（１：０６） 

・日視連アワー １１月号（１：２６）、１２月号（１：２８）、２０２１年１月号（１：１４） 

 

 

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 ７６号（０：３５）、７７号（０：３５） 

・東京くらしねっと １８５号（０：４５） 

・盲導犬くらぶ １００号（１：１８） 
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蔵出し４６ 

４６回目の「蔵出し」は何かと話題の「鬼」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。 

 

井上 ひさし／著 「餓鬼大将の論理」 ＣＤ １９９４年 

・憲法から軽演劇まで、アフォリズムを駆使して世の通念に風穴をあける、快刀乱麻の

日本論。井上ひさしのエッセイ集。 

 

内田 康夫／著 「鬼首殺人事件」 点字７冊 １９９３年 

 ・小町まつりの最中、小町娘の一人に倒れ込んだ老人が死んだ。現場を目撃した浅見光

彦は、町役場観光課の高橋と事件に挑もうとしたが、なぜか「警察庁」から圧力がかかる。

草深い東北の地に封印された恐るべき秘密とは？ 

 

菊地 秀行／著 「雪洞鬼」 点字５冊 ２００２年 

 ・雪中より現れ人馬を食らうという鬼神“雪洞鬼”の伝説が残る寒村を訪れた老民俗学者

と妖艶な美女。２人は“向う側”の苛烈な襲撃を迎え撃つ。 

 

新堂 冬樹／著 「鬼子」 ＣＤ ２００１年 

 ・売れない作家の袴田は、同居していた母が死んで以来、急に暴力的になった息子の浩

に翻弄され続けていた。いったいなぜ、素直な息子が悪魔に豹変したのか？  

 

西村 寿行／著 「鬼」  点字５冊 ２０１０年 

 ・平安時代の文徳天皇の女御に取り憑いた鬼が一千年の時を経て現代に甦ったの

か！？時空を超えた壮大なスケールで鬼と人間との果てしなき情念を描く、著者渾身の超

伝奇アドベンチャー。 

 

浜田 広介／作 ｢泣いた赤おに｣  点字２冊 １９８２年 

 ・鬼には生まれてきたが、鬼どものためによいことばかりをしてみたい。できることなら人間

たちのなかまになって、なかよくくらしていきたい。読者の胸深くにとどく「ひろすけ童話」の

代表傑作です。 

 

＊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 

 

上田 賢一  超訳蓮如の言葉 

小沢 俊夫／監修 浦島太郎 語りつぎたい日本の昔話２ 

小沢 俊夫／監修 笠地蔵  語りつぎたい日本の昔話５ 

小沢 俊夫／監修 かちかち山  語りつぎたい日本の昔話４ 

小沢 俊夫／監修 吉四六さん  語りつぎたい日本の昔話６ 

小沢 俊夫／監修 舌切りすずめ  語りつぎたい日本の昔話７ 

小沢 俊夫／監修 桃太郎  語りつぎたい日本の昔話３ 

尾上 泰彦  性感染症 

紅城 蒼  悪役令嬢は二度目の人生を従者に捧げたい 

今野 敏  天を測る 

斎藤 文彦  忘れじの外国人レスラー伝 

坂井 希久子 花は散っても 

塩田 妙玄  ペットたちは死んでからが本領発揮！ 

柴田 よしき  お勝手のあん３ あんの青春～若葉の季 

清水 ミチコ  私のテレビ日記 

愁堂 れな  小早志少年と売れない名探偵  

主婦の友社／編 お取り寄せのたしなみ手みやげの作法  

順天堂かゆみ研究センター  かゆみを消すための正しい知識  

鈴木 保奈美 獅子座、Ａ型、丙午。 

鈴木 ユータ、岡島慎二／編 これでいいのか福井県 

寺地 はるな  どうしてわたしはあの子じゃないの 

ばたこ   お義母さん、ちょっと黙ってください 

祓川 学  恐竜ガールと情熱博士と 

藤岡 陽子  きのうのオレンジ 

丸山 大地／著 スティーブン・リッチモンド／監修  

   １日まるごと英語で表現できる！やさしい英語フレーズ２０２０ 

三上 修  電柱鳥類学 

柳谷 晃  武器になる「わり算」 

山田 佳奈  されど家族、あらがえど家族、だから家族は 
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録音図書（ＣＤ図書のみ製作します。） 

 

倉本 美津留 びこうず 

笹本 稜平  相剋  越境捜査８ 

野田 敦子  夫が倒れた！献身プレイが始まった 

福井 寿和  全店舗閉店して会社を清算することにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆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か月以内とします。 

 ・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をお願いします。 

  ＊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。 

    ＊貸出を希望される方は山野までご連絡ください。 
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★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  匿名希望様 

 ・福井市  高田 羊一様 

 

 

☆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  来馬 紀代美様 

 ・小浜市  辻 祐男様 

 ・大野市  西田 健治様 

 ・千葉県銚子市 山口 義雄様 

 

 

★「まごころ募金箱」ご報告 

 ２０２０年１１月～２０２１年１月中旬   合計１，９８５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  点字付き愛の小鳩カレンダー２０２１年  

    （音のある風景）写真の解説文付き、月めくり壁掛け式  

 

 

★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。 
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☆用具部 商品のご案内 Ｎｏ．９４（お問い合わせは高橋までどうぞ） 

 

〇ソニーワンセグラジオ充電器セット 

[販売元 日本点字図書館] 価格２５，３００円+送料５１０円 

・ソニーワンセグラジオＸＤＲ－６４ＴＶ（価格２１ ,３００円）に専用の充電キット

（価格４,５００円）が付属したセットです。 

 ラジオ本体をスタンドにのせて充電しながら放送を聞くことができます。 

・付属の充電式電池をラジオに入れて使用するため、電池をすぐに買い替え

たりせず環境に配慮し使用できます。 

・ラジオに充電電池が入っていない場合、充電はされませんが、スタンドに置い

た状態でそのまま放送を聞くことができます。 

注意：   

・音声ガイドはありません。 

・短波放送やテレビの放送大学は受信できません。 

・ワンセグは場所により全く受信できない場合があり、電波受信できないこと 

によっての返品はいたしかねます。 

大きさ： 

ラジオ本体：（幅）５、５６×（奥行）１０、６８×（厚さ）１、６９㎝ （重さ）約９４ｇ 

充電器：（幅）７、２×（奥行）５、５５×（厚さ）３、１㎝ （重さ）約３８ｇ 

付属品：単４形充電式ニッケル水素電池２本（バッテリーキャリングケース付）  

    単４アルカリ乾電池／充電スタンド／ＡＣアダプター／アタッチメント 

 使用電池：単４形充電式ニッケル水素電池×２本  

 充電時間：約８時間 

 取扱説明書  ラジオ本体：音声（デイジー） 

    充電器：音楽ＣＤ  

＊日常生活用具給付等事業候補品（地デジ対応ラジオ） 
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〇音声電卓ＣＡ９９０２ 

[販売元 日本点字図書館] 価格４，２００円+送料５１０円 

・四則演算（+、-、×、÷）とメモリー計算ができる１０桁の音声電卓です。音声

は棒読みと位取り（千、万などの位を読み上げます。）の選択ができます。 

・本体の色は黒、ボタンは丸く色は青で、数字と記号は白抜きです。手前が低

く、向こう側が高く、緩やかな傾斜になっているので操作がしやすいです。 

・時刻報知機能やアラーム機能も付いていて、音声で確定しながら設定する

事が出来ます。 

 アラームのメロディーは１６曲です。 

・電池の交換は可能です。電池の消耗によるもの以外の不具合は修理ができ

ません。 

大きさ：（幅）１３、２×（奥行）１８×（高さ）５、５㎝   重さ：約２１３ｇ 

     使用電池：単４電池２本  保証：６ケ月  取扱説明書 音楽ＣＤ 

 

 

〇ルービックキューブユニバーサルデザイン 

[販売元 日本点字図書館] 価格３，０００円+送料５１０円 

 ・ルービックキューブの各面に異なる触覚記号がついており、指先で識別で

きるように工夫してあります。縦と横の各列を数回まわし、各面をバラバラにし

た後、再び６つの面を同じ色にするのが最終目的です。 

 ・各面の触覚記号はシールではなくプレート埋め込み方式のため、耐久性が

あります。 

 ・各面の記号は、黄色がドット、緑が丸、オレンジがバツ、青が凸点、赤が四

角、白が平面の６種です。 

 大きさ：（幅）５、８×（奥行）５、８×（厚さ）５、８㎝  重さ：９１ｇ 
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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。（１／７調べ） 

 

著者   書名 （図書製作状況） 

芦沢 央  汚れた手をそこで拭かない（点字着手・ＣＤ着手） 

稲泉 連  「本をつくる」という仕事（点字完成・ＣＤ完成） 

宇野 重規  民主主義とは何か（点字着手・CD 着手） 

尾崎 世界観 母影（おもかげ）（点字着手・ＣＤ着手） 

壁井 ユカコ  ２．４３ 清陰高校男子バレー部（点字完成・ＣＤ完成） 

ジェフリー・アーチャー／著 戸田 裕之／訳 

 レンブラントをとり返せ ロンドン警視庁美術骨董捜査官 (点字着手) 

鷹取 ゆう  ただいま収蔵品整理中！（なし） 

辻 真先  たかが殺人じゃないか（点字着手・ＣＤ着手） 

長岡 弘樹  風間教場（点字着手・ＣＤ完成） 

星 ひとみ  星ひとみの天星術（CD 着手） 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

外国人が選ぶ世界を変えたニッポンの大発明！というのを見ました。回転ずし

機、カメラ付き携帯電話、カラオケ、ゲーム機などが並ぶ中、ダントツ１位に選

ばれたのは「点字ブロック」でした。「点字ブロック」は視覚障害者の友人のた

めに発明されたということを聞いた番組司会者が、この発明が日本から出たこ

とがとてもうれしいと感想をのべていました。私が点字ブロック発祥の地が岡山

県だと知ったのは、この仕事についてからでしたが、おもわずテレビに向かって

「ほんまに！」と頷いていました。                   （やまの） 


