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点字図書新刊案内 

（自館製作図書には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。） 

 

総記 
角田 光代 ポケットに物語を入れて ４ 

本は、開くとき、読んでいるときばかりではなく、選んでいるときからもう、しあわ

せをくれるのだ。まるで旅みたい。古典的な名作から現代作品まで、８０冊にの

ぼる本の書評・感想文を収録。 

 

文化庁著作権課

［著］ 

解説平成３０年著作権法改正に伴う政省令改正

について 

１ 

 

 

歴史 
金子 恵美 許すチカラ ２ 

許すことで私は幸せになれた！若手女性国会議員として注目を集めていた時

に突如訪れた夫の不倫騒動。世間からの怒りや中傷の声を浴びた渦中、著

者に起こった真実と、再生の物語。現代に必要な「許す力」の大切さを説く。 

 

 

社会科学 
 子どもの貧困対策の推進に関する法律/女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律/大学等における修学の支援に関する法律  

他 

１ 

 

 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律/ユニバーサ

ル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する

法律 他 

１ 

 

猪平 眞理／編著 視覚に障害がある乳幼児の育ちを支える ４ 

 

加谷 珪一 日本は小国になるが、それは絶望ではない ３ 

少子高齢化がもたらす経済縮小の結果、日本は「小国」になる。しかし、それ

は豊かな社会を構築するためのチャンスでもある。日本経済が歩んできた道

のりを整理し、日本が小国として生きていくために何が必要なのかを考察する。 
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小泉 和子／編 パンと昭和 ５ 

日本人はどのようにしてパン食をするようになったのか。日本における「パン食」

の歴史を解き明かし、和食が見直されるいま、改めて「パン」について考える。 

 

コリン・ジョイス “Secrets”ｏｆ Ｅｎｇｌａｎｄ ２ 

日本とイギリス、２つの国を行き来する英国人記者が、両国の文化・食・言語・

歴史などを縦横無尽に比較しながら綴る、知的かつユーモラスな「日英論」。Ｅ

Ｕ離脱問題の話題を追加。（本文は英語） 

 

西田 輝夫 ７０歳、はじめての男独り暮らし  おまけ人生も、また楽し ３ 

何よりもまず食事を楽しめ。失ったことを数えるな。周りの人には素直に甘えよ。

定年後、妻を癌で亡くした著者が、はじめての独り暮らしの日々を綴る。 

 

 

自然科学 
有薗 真代 ハンセン病療養所を生きる 隔離壁を砦に ４ 

 

金子 修治、鈴木 紀之、安田 弘法／編著 博士の愛したジミな昆虫  ３ 

スター昆虫ではないけれど、ジミな虫たちだって、やってることはスゴすぎる！

SF みたいなびっくり生態、植物やほかの虫たちとの複雑怪奇なからみ合い・・・。

その謎を解いていくワクワクを、１０人の昆虫博士たちが熱く語る。 

 

渡辺 勝敏 歯医者さんのかかり方 ３ 

きちんと歯が磨けている人は１、２割。このままだと歯がなくなってしまう！定期

健診、虫歯や歯周病の治療、矯正、入れ歯、インプラントなど、記者として取

材した著者が、自らの体験を交え歯医者さん選びの新常識を伝える。 

 

 

芸術 
菊地 高弘 オレたちは「ガイジン部隊」なんかじゃない！ 

野球留学生ものがたり 

４ 

地元の冷ややかな視線や心ない声を浴びせられながら、奮闘する彼らは、ど

のような日々を過ごしているのか。地元の高校生と何が違うのか。高校野球界

で「ガイジン部隊」と呼ばれる越境入学者たちの実態を伝える。 
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斎藤 文彦 忘れじの外国人レスラー伝 ３ 

アンドレ、キッドら昭和から平成の前半にかけて活躍した１０人の伝説の外国

人レスラー。今だから明かせるオフ・ザ・リングでの取材秘話を交え、彼らの黄

金時代から知られざる晩年、最期までの「光と影」を綴る。 

 

鈴木 保奈美 獅子座、A 型、丙午。 ３ 

わき起こる驚き・怒り・負けじ魂。ささやかな事件・出来事も、女優・鈴木保奈美

の心の中で宇宙的な大問題に。ユーモアたっぷり、毒も少々。本音・本気のエ

ッセー集。 

 

 

言語 
石津 奈々 毎日輝くポジティブ英語 ２ 

英語を学ぶと同時に前向きな気持ちになれる一冊。自分を肯定する言葉、大

切な家族や友人に贈りたい言葉・・・。リズミカルでシンプルなポジティブ英語フ

レーズを紹介する。 

 

清水 由美 すばらしき日本語 ３ 

日本語という言語は、奇跡のように整理整頓が行き届いたとても美しいことば。

３０数年にわたり、留学生に日本語を教えてきた日本語教師が、ユーモアあふ

れる文章でその魅力を語る。 

 

ポール・オースター編 

柴田 元幸[ほか]訳 

ポール・オースターが朗読するナショナル・

ストーリー・プロジェクト 

４ 

作家ポール・オースターがホストを務めたラジオ番組に投稿された「アメリカの

物語」を、英文+翻訳で味わうことで英語が学べる本。 

 

読売新聞、Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ 対訳読売新聞「編集手帳」 ４ 

読売新聞社の英字紙「Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ」に連載の「読売新聞」の人気コ

ラム「編集手帳」の英訳版を２０１４～２０１７年から７９回分セレクトし、日本語

版とともに収録。 
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文学 

雨宮 周 海棠弁護士の事件記録  消えた絵画と死者の声 ３ 

しがない法律事務所を営む海棠忍。目下の悩みは、自らが後見人を務める少

女・瑞葉が依頼に首をつっこみたがること。ある日、事務所に小学６年生の男

の子がやってきて・・・。熱意を失った弁護士と天才少女が事件に挑む。 

 

歌川 たいじ バケモンの涙 ４ 

太平洋戦争の最中、日本は未曽有の食糧難に襲われていた。橘トシ子１９歳

は、少ない燃料で大量の穀物を食べられるポン菓子の存在を知る。ポン菓子

製造機を作ろうと、トシ子は製鉄所のある北九州に女ひとり乗り込む。 

 

大崎 梢 もしかしてひょっとして ３ 

損得を考えずに動いて、余計なトラブルやたくらみに巻き込まれて、お人好し

が右往左往。誤解も悪意も呑み込んで、奇妙な謎を解き明かせ！６つの短編

ミステリを収録。 

 

小早川 真寛 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ ３ 

機織り宮女として後宮で働く盲目の氾蓮香。目が見えないゆえに些細な音や

気配などを感じ取ることに長けている彼女は、後宮で問題となっていた幽霊騒

動を意図せず解決してしまう。その褒美として蓮香のもとに皇帝が訪れるが。 

 

小早川 真寛 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ２ ３ 

機織り宮女として後宮で働く盲目の氾蓮香。皇帝に見初められた彼女は皇后

教育を受けつつも、後宮で起きる不可思議な事件を解決していく。そんな中、

双子の耀世と瑛庚が二人で一人の皇帝を演じていたことが公になり・・・。 

 

今野 敏 天を測る ４ 

世の理は、全て単純な数式で表せる。咸臨丸の太平洋横断、江戸湾海防計

画、軍艦建造。論理力で欧米列強を圧倒し、近代日本の船出を陰で支えた英

雄、小野友五郎の物語。 

 

さだ まさし さだの辞書 ２ 

テーマは、「家族・故郷・ご先祖様」「友・仲間・恩人」「歴史・土地・希望」「本・

音楽・映画」。ときに爆笑、ときに涙の三題噺２５話。 
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柴田 よしき お勝手のあん２ あんの青春～春を待つころ～ ４ 

大好きな仲良しのお小夜さま、お団子屋で出会ったおあつさま。品川宿の老

舗宿屋「紅屋」の台所付き女中見習い・おやすは、人として、女料理人として、

一日一日を大切に生きていく。 

 

高丘 哲次 約束の果て  黒と紫の国 ５ 

偽史と小説。遠古より虚構とされてきた二書には、伝説の国の王を巡る、ある

“悲劇”が記されていた。時代、国境を越え読み解かれていった、物語の結末

とは。そして、約束の地を訪れた「私」が目撃した光景とは。 

 

寺地 はるな どうしてわたしはあの子じゃないの ４ 

中学の同級生だった男女３人。憧れ、嫉妬、後悔・・・伝えられなかった言葉

は、卒業前に書いた手紙に込められた。別々の人生を歩み３０歳になったある

日、あの時の手紙を読もうと連絡がきて・・・。 

 

ばたこ お義母さん、ちょっと黙ってください 

くそばばあと私の泥仕合な日々 

２ 

嫁いだ義実家は今までの常識が通じない世界だった。自分と息子と孫息子が

大好きな「くそばばあ」こと義母と戦う嫁の爆笑エッセイ。 

 

藤岡 陽子 きのうのオレンジ ４ 

３３歳の遼賀が受けた胃がん宣告。迫りくる死の恐怖の中で思い出すのは、 

１５歳の頃、弟の恭平と雪山で遭難したあの日のこと。がん宣告を受けた〈彼〉

と、彼を支える〈家族〉の物語。 

 

山田 佳奈 されど家族、あらがえど家族、だから家族は ３ 

認知症を患う父が失踪した。父の浮気が原因でバラバラになった家族は、再

びひとつ屋根の下に集う。互いに嫌悪し、互いを羨み、それでも帰る場所は同

じ屋根の下。家族のカタチに正解などあるのか。家族の意味を問う物語。 
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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。 

 

自然科学 
串崎 真志 繊細すぎてしんどいあなたへ ３：３３ 

怒っている人が怖い、教室に居づらい。繊細な気持ちに悩む若い人のために、

繊細な性格の特徴と、それがどう長所になるかを解説。生きづらさや傷つきや

すさを最小限に抑え、生きる力として活かす方法をアドバイスする。 

 

 

産術 
安藤 隆[ほか]編著 日本のコピーベスト５００ ６：４２ 

人々の心を奪い続けた日本のコピーライターの仕事集。東京コピーライターズ

クラブのコピー年鑑を主として収集したコピーの中から、日本の広告コピーベス

ト５００を選出して紹介。ベスト１００には解説も付す。 

 

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。 

コロナで全店舗閉店、事業清算、再出発を選んだ

社長の話 

４：００ 

事業が軌道に乗り始めた矢先にコロナが襲来。「継続か撤退か」という難しい

選択を迫られ・・・。経営していた飲食店を全店舗閉店し会社を清算した著者

が、その決断の背景とこれからのことについて綴る。 

 

 

 

 

 

 

文学 
乾 ルカ 龍神の子どもたち ８：０５ 

都市開発の余波で地元派とニュータウン派に分裂した集落。夏休み、両派の

中学生９人は林間学校に参加するが、土砂崩れに遭い・・・。次世代に語り継

ぎたい、他人を思いやる物語。 
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井上 ひさし 人間合格 ４：０８ 

昭和５年（１９３０）４月下旬。東京高田馬場に近い学生下宿で３人の青年が知

り合った。エログロナンセンスからテロの時代へ、さらに非常時の時代から大

戦争の時代へ、そして敗戦、「民主主義」の時代へ。史上空前の激動の２０年

間、この３人の友情はふしぎな綱渡りをしながらつづいて行く。 

 

カンザキ イオリ あの夏が飽和する。 １４：０８ 

あの夏、逃避行の果てに自ら命を絶った流花。１３年後、生き写しの瑠花が現

れる。破滅に向かう瑠花と同級生の武命。千尋はふたりを救えるか？青春サ

スペンス。 

 

神田 澪 最後は会ってさよならをしよう ３：０７ 

恋、青春、家族・・・。Ｔｗｉｔｔｅｒで人気の、笑えて、泣ける１４０字ぴったりの物語

をまとめた超短編小説集。１４０字の世界を広げる「連作」、初公開の中編、短

編、エッセイも収録する。 

 

こまつ あやこ ハジメテヒラク ４：５６ 

おはようございます。実況はわたし、出席番号３３番、綿野あみがお送りいたし

ます。脳内実況が趣味のあみが、なぜか生け花部に入部することになり・・・。

個性あふれる仲間たちの爽やかな青春小説。 

 

笹本 稜平 相剋  越境捜査８ １５：４７ 

自殺として処理された腐乱死体。不審に思った宮野は独自捜査をはじめるが、

何者かに襲われてしまう。鷺沼たちはカリスマ投資家の男に目を付けるが、そ

の裏には政界の闇資金を巡る陰謀が。 

 

野田 敦子 夫が倒れた！献身プレイが始まった ５：３０ 

突然始まった夫の介護。夫の手を握りながら、自分のことを考えていた。こん

な私の介護は、妻として落第？人間として失格？介護の優等生になれずに罪

悪感と自己嫌悪に苦しんだ日々の記録。 

 

深沢 潮 乳房のくにで ７：３７ 

乳母として働くことを決めたシングルマザーの福美は、ある政治家一家に雇わ

れる。その家の嫁は、かつて福美を虐めていた同級生だった・・・。“母性”に翻

弄される女性たちを描く。 
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宮下 奈都 緑の庭で寝ころんで 完全版 １０：４２ 

のびやかに成長する３人の子どもたちの姿を、作家として、母親として見つめ、

あたたかく瑞々しい筆致で紡いだ『ｆｕ』連載６年分を完全収録。ほか、読書日

記、エッセイ、掌編小説等も収録。 

 

 

 

 

・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。 

阿川 弘之／作 南蛮阿房列車（NHK 朗読特集） ６：０２ 

浅見 和彦／解説 「方丈記」と鴨長明の人生（NHK 古典講読） ３９：３８ 

天野 純希 剣風の結衣 １２：１２ 

新井 まさみ／脚本 エンディング・カット（NHKFM シアター） ０：５２ 

乾 ルカ 明日の僕に風が吹く ９：０５ 

[NHK／編] NHK 障害福祉賞入選作品集 第５５回 ４：５０ 

大島 真寿美 一冊の本（NHK ラジオ文芸館） ０：４２ 

大山 淳子／原作 あずかりやさん（NHK 青春アドベンチャー） １：１６ 

岡本 綺堂／原作 半七捕物帳（NHK 新日曜名作座） ３：０１ 

小川 哲 嘘と正典 ８：４０ 

折輝 真透 それ以上でも、それ以下でもない ８：４６ 

川端 裕人 風に乗って、跳べ  太陽ときみの声 ５：２５ 

佐伯 泰英 新・酔いどれ小藤次１７ 鼠異聞（上） ７：３３ 

佐伯 泰英 新・酔いどれ小藤次１８ 鼠異聞（下） ７：２２ 

さとう 桜子 がん治療中の女性のための LIFE＆Beauty ３：４２ 

ジャック・キャンベル／著 

月岡 小穂／訳 

彷徨える艦隊１０ 巡航戦艦ステッドフ

ァスト 

１６：０６ 

ジョー・イデ／著  熊谷 千寿／訳 IQ２ １３：３６ 

宋 欣穎／著 光吉 さくら／訳 いつもひとりだった、京都での日々 ５：３９ 

高橋 克彦 さるの湯（NHK ラジオ文芸館） ０：４２ 

テッド・チャン／著  大森 望／訳 息吹 １４：４４ 

豊田 美加 燈火 風の盆 ５：００ 

梨木 香歩 炉辺の風おと ８：３０ 

ネレ・ノイハウス／著  酒寄 進一／訳 穢れた風 １７：５６ 

葉室 麟 風のかたみ ４：５１ 

福岡 寿 相談支援の実践力 これからの障害者福祉を担

うあなたへ 

７：４５ 

穂波 了 月の落とし子 １０：０９ 
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誉田 龍一 よろず屋お市 深川事件帖 ５：４８ 

ミゲル・デリーベス／著  喜多 延鷹／訳 そよ吹く南風にまどろむ ８：２８ 

村山 由佳 風は西から １３：２２ 

ユニバーサルファッ

ション協会／編・著 

ユニバーサルファッション宣言 Part２ 

身体と衣服の新しい関わり合い 

４：４３ 

吉野 万理子 南西の風やや強く ５：２５ 

陸 秋槎／著 

稲村 文吾／訳 

雪が白いとき、かつそのときに限り １２：２８ 

レティシア・コロンバニ／著  齋藤 可津子／訳 三つ編み ６：０４ 

渡辺 由佳／原作・脚本 幽霊シッター（NHKFM シアター） ０：５２ 

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。 

 

 

 

 

☆SD カード貸出モニター募集 

当施設では SD カード（８GB）を使ったデイジー図書の貸出を検討しています。 

デイジー図書の貸出は現在 CD を使用しています。CD は１枚の CD に１タイト

ルの図書が収録されていますが、SD カードを使うと１枚のカードに複数の図書

を収録する事が出来ます。 

そこで、当施設でも SD カード貸出について、利用者の方に実際に体験してい

ただきご意見を伺いたいと思います。 

なお、SD カードはプレクストーク PTN２、PTN３、PTR３、PTP ポケット、リンクポ

ケットにてご利用可能です。 

SD カード返却後、貸出係よりご意見をいただくためにご連絡差し上げます。 

・モニター募集人数は２～３名程度  

・モニター募集期間は２０２１年５月１０日（月）から５月２８日（金） 

・SD カードの貸出期限は２か月以内  

モニター希望の方でプレクストークの貸出を希望される方には PTN３を貸出い

たします。機器の送付に係る費用のご負担をお願いいたします。 

ＳＤカードは１モニターにつき１枚、図書館だより１６６号でご紹介した新刊デイ

ジー図書を、ほぼ収録した SD カードをご用意しています。 

＊ご希望の方は山野までご連絡ください。 
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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。） 

・いのちをつなぐ 被災経験のある視覚障害者の声  

・自由民主 １００号 

・日盲社協通信 ８２号 

・日本マッサージ新報 ８８号 

・ふれあいらしんばん ７８号 

・マイナンバー（社会保障・税番号）制度のご案内  令和３年３月版 

・めぐみ 仏典童話３（秋野かおり／文） 

 

 

 

 

 

ＣＤ図書（プレクストーク等が必要です。） 

・くらしの豆知識 ２０２１年版（７：５１） 

・厚生 ２６９号（０：４８） 

・厚生労働白書 令和２年版（８：５０） 

・障害者白書令和２年版（８：４２） 

・日視連アワー ２月号（１：２２）、３月号（１：１１）、４月号（１：２５） 

・みんなで作ろう！おうちパン（０：５９） 

・めぐみ 仏典童話３（秋野かおり／文）（０：１２） 

 

 

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 ７８号（０：３５）、号（０：３５） 

・東京くらしねっと １８７号（０：４９） 

・マイナンバー制度のご案内 令和３年３月版（０：１８） 

・盲導犬くらぶ １０１号（２枚）（０：４３+１：０３） 
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蔵出し４７ 

４７回目の「蔵出し」は書名に「風」の字を含むものを探してみました。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。 

 

足立 尚計／著 「風の俤 福井の客人たち」 点字５冊 ２００１年 

・本書は平成９年４月５日より同１１年３月１３日までの毎週土曜日、１００回にわたって

「日刊県民福井」の「ふくい人まち」欄に連載した「福井の客人たち」をまとめたものです。 

 

井上 夢人／著 「風が吹いたら桶屋がもうかる」 点字６冊 １９９７年 

 ・牛丼屋でバイトをする大学生シュンペイの同居人ヨーノスケは〈超能力〉の持ち主で、

次々と不思議な事件解決の依頼が舞い込むのだが。ユーモアに満ちたミステリー。 

 

小松 みゆき／著 「ベトナムの風に吹かれて」 点字３冊・CD ２０１５年 

 ・ベトナムの首都ハノイで働く著者は、認知症になった母を新潟から移住させ新生活を始

めた。人間関係の濃い下町の旧市街や、旅先での緑豊かな山々の光景に母は昔の想い

出を語る。 

 

乃南 アサ／著 「風の墓碑銘（エピタフ）」 ＣＤ ２００６年 

 ・東京下町の解体工事現場から白骨死体が三つ。そして大家である徘徊老人の撲殺事

件。真夏の下町を這いずり回ること二カ月あまり。滝沢と、女刑事・音道貴子の名コンビは

狂気の源に一歩ずつ近づいてゆく…。 

 

広岡 洋子／著 「時の風」  CD ２００３年 

 ・１９４５年８月、突然、避難命令を受けた母、娘、弟 2 人の過酷な引き揚げ体験。足止め

された平壌で栄養失調と発疹チフスのために 2 人の弟が次々と亡くなり、命からがら日本

の土を踏むまでを鎮魂と平和の祈りでつづる。 

 

三浦 綾子／著 ｢帰りこぬ風｣  点字３冊 １９８３年 

 ・ほんとうの自分とは何か、存在するのか、どういうものなのか。生き方に悩む主人公が

日記体で綴る、青春小説。 

 

＊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 

 

赤川 次郎  霧にたたずむ花嫁 

伊賀瀬 道也 長生き１分片足立ち 

伊坂幸太郎／著  スティーブン・スナイダー／訳  

    ゴールデンスランバー 英文版 

旺文社／出版 福井 ことりっぷ 

小川 洋子  そこに工場があるかぎり 

草凪 優  アンダーグラウンド・ガールズ（ポルノ） 

小早川 真寛 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ３ 

酒井 哲夫  哲っぁんと呼ばれて 

猿谷 宜弘  洒落た英語表現１７５ 

竹内 一郎  あなたはなぜ誤解されるのか 

つぶやきシロー ３月生まれあるある 

てぬキッチン  もっと！魔法のてぬきおやつ 

中山 七里  ラスプーチンの庭 

西村 京太郎 近鉄特急殺人事件 

畠中 恵  いわいごと 

東野 圭吾  白鳥とコウモリ 

福田 千晶  そもそも血糖値ってなんですか？ 

椹野 道流  最後の晩ごはん１５ 初恋と鮭の包み焼き 

星 ひとみ  幸せ上手さん習慣 

松下 隆一  ゲンさんとソウさん 

山田 風太郎 笊ノ目万兵衛門外へ 

YU Miri／著  Morgan Giles／訳 Tokyo Ueno Station（本文は英語） 

幸村 しゅう  私のカレーを食べてください 

柚木 麻子  踊る彼女のシルエット 

ワタナベ 薫  凛として生きるための１００の言葉  

渡辺 龍太  おもしろい話「すぐできる」コツ 
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録音図書（ＣＤ図書のみ製作します。） 

 

碧野 圭  書店員と二つの罪 

赤松 利市  隅田川心中 

嬉野 雅道  ただばたらき 

ガブリ・ローデナス／著  宮崎 真紀／訳  

おばあちゃん、青い自転車で世界に出逢う 

岸 政彦  リリアン 

岸 政彦、柴崎 友香 大阪 

小林 和彦  ボクには世界がこう見えていた 

坂元 裕二  最高の離婚１、２ 

さはら えり  ネット社会と闘う 

春風亭 一之輔 まくらが来りて笛を吹く 

瀬戸内 寂聴、横尾 忠則  老親友のナイショ文 

竹内 一郎  あなたはなぜ誤解されるのか 

ながた みかこ ツッコミ読み！裏切りの日本昔話  

２６人のがんサバイバーあの風プロジェクト 

   黒い雲と白い雲との境目にグレーではない光が見える 

長谷川 和夫、南高 まり  父と娘の認知症日記 

服藤 恵三  警視庁科学捜査官 難事件に科学で挑んだ男の極秘ファイル

比嘉 満広  兜町の風雲児 中江滋樹最後の告白 

東野 圭吾  白鳥とコウモリ 

平野 レミ  家族の味 

毎日新聞取材班／編 にほんでいきる 

松井 久子  疼くひと 

レベッカ・ソルニット著  ハーン小路恭子／訳 

   わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い 
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★情報文化会館の中には何がある？ 

今回から４回にわたり、福井県視覚障害者福祉協会が運営する事業の一部

をご紹介します。１回目は「盲人ホーム光陽」です。 

 

３階建ての福井県視覚障害者情報文化会館の玄関を入り、１階左手奥に

「盲人ホーム光陽」があります。鍼・灸・マッサージの施術所として平成１９年１

月１５日に開業し、今年で１５年目を迎えています。 

「盲人ホーム光陽」は、視覚に障害を持つ人の働くところの一つの支援の場

で有り、研修の場としても活用されています。 

 

では、こちらの施設では、実際にどのような人々が利用者として働いている

のでしょうか。 

基本は視覚に障害を持ち、あん摩マッサージ指圧師・鍼師・灸師の国家資

格を取得している人になります。 

その他、過去の職場などでリストラなどにあった。アパート暮らしや過疎化な

どで開業することが難しい。実際に色々な患者さんと接しながら、研修を重ね

たいなど、様々な事情を抱えた人々が集まり、将来の開業や就職に向かい、

三療の仕事をしています。 

昨年度(２０２０年度 )末までに１１名の利用者が、目標を達成し「盲人ホーム

光陽」を巣立っていきました。自ら開業した人に加え、病院関係、デイケアセン

ター関係、訪問マッサージなどに就職した人や、結婚などの理由により別の道

に進んだ人がいます。 

 

「盲人ホーム光陽」の室内は、施術用ベッド５台が配置されていて、それぞ

れ患者様のプライベートを守るためカーテンで仕切られています。 

患者様への治療を行うと、施術料金の８割が利用者個人の収入となり、残

りの２割は「盲人ホーム光陽」の運営費などにあてられます。 

毎年の延べ患者数は８００名前後で、年代別に分けると２０歳代から５０歳

までの方が４０％、５０歳代以上の方が６０％となり、若い世代からお年を召さ

れた方まで幅広くご利用いただいています。 

 

読者の方々で、肩こりや、腰痛などでお困りの方がいらっしゃいましたら、是

非、「盲人ホーム光陽」にお立ち寄りください。 

 

「盲人ホーム光陽」指導員  澤田 義男 



 15 

 

★貸出年間ベスト５+５ 

 ２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの点字図書・録音図書の貸出

ベスト５とサピエ図書館でダウンロードされたベスト５をご紹介します。気になる

本がありましたら、貸出係の山野までリクエストをお寄せ下さい。 

 

 点字図書 

 １位 馳 星周 少年と犬（４冊） 

 ２位 赤川 次郎 いもうと（４冊） 

 ３位 佐藤 愛子 気がつけば、終着駅（２冊） 

 ４位 赤川 次郎 三世代探偵団２ 枯れた花のワルツ（４冊） 

 ５位 東野 圭吾 白馬山荘殺人事件（５冊） 

 

サピエ１位 葉月 奏太 

    盗撮コネクション 復讐代行屋・矢島香澄２（ポルノ）（３冊） 

２位 東野 圭吾 白馬山荘殺人事件（５冊） 

３位 わかつき ひかる ふしだらフィットネス（ポルノ）（３冊） 

 ４位 馳月 基矢   姉上は麗しの名医（３冊） 

 ５位 今野 敏 任侠シネマ（４冊） 

  

 録音図書 

 １位 佐藤 愛子 気がつけば、終着駅（４：２８） 

 ２位 有川 ひろ イマジン？（９：３５） 

 ３位 早見 和真 店長がバカすぎて（７：３１） 

 ４位 今野 敏 ＳＴ青の調査ファイル（６：３７） 

 ５位 東野 圭吾 どちらかが彼女を殺した（８：０２） 

 

サピエ１位 有川 ひろ イマジン？（９：３５） 

２位 佐藤 愛子 気がつけば、終着駅（４：２８） 

３位 深沢 潮 乳房のくにで（７：３７） 

 ４位 高村 薫 空海（５：４６） 

 ５位 夏川 草介 新章神様のカルテ（１１：３６） 
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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  柳原 浩一様 

 

 

★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） 

 ・小浜市  中野 健士様 

 ・小浜市  中野 康士様 

 ・敦賀市  匿名希望様 

 

 

☆「まごころ募金箱」ご報告 

 ２０２１年２月～２０２１年４月中旬   合計１，３７０円  

（なお、２０２０年４月～２０２１年４月中旬の合計は １１，０３４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 ２０２１年４月改編」（点字版・音声版） 
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☆用具部 商品のご案内 Ｎｏ．９５（お問い合わせは高橋までどうぞ） 

 

〇「天使眼 エンジェルアイ スマートリーダー」 

[販売元 ㈱システムギアビジョン] 価格１９８，０００円 

・本製品はお使いのメガネフレームに装着可能な視覚支援機器です。「見えな

い・見えにくい方」の読書をサポートします。 

・AI を搭載しています。目の前の活字を自動認識し、音声に変換、読み上げを

行います。 

・重量はわずか３０ｇと非常に軽量で、装着中も違和感がほとんどありません。

また、インターネット環境が不要で、外出先でも容易に使用できます。 

・従来品では、原稿の位置が正しい位置に収まっているか判別がつきにくいこ

とがありました。本製品は目の前に読みたい原稿をかざすと「テキストを右に移

動」等、音声によって原稿が適切な位置に収まるようにナビゲートしてくれます。 

大きさ：７×２、６×１、５㎝   重さ：３０ｇ 

バッテリー 連続使用時間：約９０分  

充電時間：約６０分 

＊日常生活用具給付等事業候補品  

 給付の設定は、各自治体に委ねられておりますので、詳しくは 

 お住いになられている自治体の福祉窓口までお問い合せ下さい。 
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〇拡大読書器「コンパクト１０スピーチ」 

[販売元 ㈱システムギアビジョン] 価格２２６，０００円 

１０インチのタッチパネル式携帯型拡大読書器です。 

拡大読書器としての機能のほかに、活字文書の読み上げも可能です。アー

ム式のカメラを本体から引き出すと、Ａ４サイズ全体を表示することができ、カメ

ラの下に広いスペースを確保することが可能なため、筆記や作業を楽に行え

ます。 

・読書モードと遠方モードがあり、遠方モードは１５㎝以上離れると自動でピ

ントが合うようになっています。 

・アーム式のカメラを本体から引き出すと、A4 サイズ全体を撮影し、文書を

読み上げます。 

・ミラキャストという伝送技術を使用し、テレビやモニターにワイヤレスで接続

することが可能です。（専用アダプターが必要） 

大きさ：（縦）１８、９×（横）２６、１×（厚さ）３、６㎝（折りたたみ時） 

（縦）１４、２×（横）２６、１×（厚さ）１６、２㎝（本体スタンド使用時） 

（縦）１９、８×（横）４０×（厚さ）３３、５㎝（アームカメラ使用時） 

重さ：９５０ｇ 

拡大倍率 ２、２～２２倍（読書モード時） 

バッテリー 連続使用時間：約３、５時間 

  充電時間：約４時間 

＊日常生活用具給付等事業候補品（拡大読書器） 

    耐用年数８年 限度額１９８,０００円 
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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。（４／９調べ） 

 

著者   書名 （図書製作状況） 

アンデシュ・ハンセン／著 久山 葉子／訳 

   スマホ脳（点字着手・CD 着手） 

カズオ イシグロ／著 土屋 政雄／訳 

   クララとお日さま（点字着手・CD 着手） 

佐伯 泰英  初詣で 照降町四季１（点字着手・CD 着手） 

清水 ろっかん 眼圧リセット（点字着手・CD 着手） 

中村 倫也  THE やんごとなき雑談（点字着手・CD 着手） 

丹羽 宇一郎 人間の器（点字着手・CD 着手） 

林 公代／監修  

るるぶ宇宙 探査の最前線から未来の旅行プランまで徹底ガイド（なし） 

東川 篤哉  新謎解きはディナーのあとで（点字着手・CD 着手） 

東野 圭吾  白鳥とコウモリ（点字着手・CD 着手） 

湊 かなえ  ドキュメント（点字着手・CD 着手） 

 

 

編集後記 

買出しに出かけた。頭の中で、あれとあれ、それからあれ！と必要なものを並

べ立て、すべて買った、大丈夫と思い家路につく。が、買い忘れたものがある。

結局３度も買出しに出かけなおした。自分の記憶が全くあてにならないことを

思い知り、記憶力の衰えを痛感し、これはいけない！何かせねば！！とやたら

と焦りを感じた春の日でした。     （やまの） 


