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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 
岡嶋  裕史／監修 

NHK 出版／編 

はじめてのスマホ「やりたい！」がすぐできるスマホ

用語１００ 

２ 

「わけのわからない用語」をなくして、スマホのある日常を楽しもう！スマホを使

ううえでよく出てくる言葉をシチュエーションごとに分け、徹底的に解説する。  

 

哲学 
小塩 真司 性格とは何か より良く生きるための心理学  ３ 

歳をとると人はどう変わるか。住む地域はどんな影響をもたらすか。男女は何

が同じで何が違うか。「成功」できる性格とは。性格に関する素朴な疑問に、研

究に基づきながら答える。幸福な人生を送るためのヒント。 

 

歴史 
鯖江市教育委員

会文化課／編集 

さばえふるさと散歩道２０２０ 

鯖江市政六十五周年記念 

４ 

本書は「広報さばえ」平成五年（１９９３）五月号～令和元年（２０１９）十一月号

内に連載した「ふるさと散歩道」を再構成したもので、本編三百回分に加えて、

番外編五回分と姉妹編「さばえ人物伝」十三回分を収録したものです。 

 

社会科学 
竹内 一郎 あなたはなぜ誤解されるのか  「私」を演出する技術  ３ 

他人の「残念な面」に私たちは敏感だ。だが、もしかすると自分もそんな風に見

られ誤解されているかもしれない。不可欠なのは「私」を演出する技術。「人は

見た目が９割」の著者が自己プロデュースの極意を伝授する。 

 

名越 健郎 ジョークで読む世界ウラ事情  ２ 

「米大統領選は何の日か？」「アメリカ国民がテレビで、５０州がどこにあるかを

学ぶ日だ」。近年の国際政治の激動を示す主要国の最新政治ジョークを、解

説付で紹介する。 
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小林 弘幸 自律神経にいいこと超大全 

１／２のスピードでゆっくり動けばそれだけでメンタルが

安定する！ 

４ 

「なんとなく不調」が消える小林メソッドを図解！自律神経研究の第一人者が、

自律神経の仕組み、自律神経のバランスを整える生活習慣や腸活、リラック

ス法などを紹介する。 

 

芸術 
高岡 早紀 魔性ですか？ ２ 

なんで私、いつも魔性の女って呼ばれるんだろう。そんなことないのに・・・。恋

愛観、娘や犬との穏やかな暮らし、仕事のスタンスなどについて、ユーモアと少

しの毒を含んで綴った本音エッセイ。 

 

言語 

朝日新聞論説委員室／編 

国際発信部／訳 

英文対照 朝日新聞天声人語 ２０２０春 ６ 

朝日新聞のコラム「天声人語」２０２０年１～３月分を、情報サービスの配信サ

イト「Astand」掲載の英訳文とともに収録。 

 

文学 

天野 頌子 おくりびとは名探偵 元祖まごころ葬儀社事件ファイル ３ 

売れないミステリー作家の渋井は、実家の葬儀社のアルバイトで食いつなぐ

日々。地元の資産家女性の通夜の日、殺人を告白する何者かの独り言をきい

てしまう。 

 

瓜生 颯太 罷免家老世直し帖１  傘張り剣客 ３ 

忍びの集団を束ね、幕府老中となった先代の藩主の名声を高めた出羽国鶴

岡藩八万石の江戸家老・来栖左膳。新任の若き藩主と対立し野に下るが、新

藩主への暗殺予告がなされるにおよび、彼の武士の矜持に火がついて。 

 

小沢俊夫／監修  

小沢昔ばなし大学再話研究会／再話  

かちかち山 

語り継ぎたい日本の昔話４ 

２ 

伝承昔話本来の簡潔で明瞭な語り口で再話した昔話集。「かちかち山」ほか、

「うりこひめ」「三枚のお札」など全３７話を収録。 
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小沢俊夫／監修  

小沢昔ばなし大学再話研究会／再話  

吉四六さん 

語り継ぎたい日本の昔話６ 

２ 

伝承昔話本来の簡潔で明瞭な語り口で再話した昔話集。「吉四六さんの生き

絵」「犬、猫、ねずみ、にわとりのお正月」など全６３話を収録。 

 

小沢俊夫／監修  

小沢昔ばなし大学再話研究会／再話  

舌切りすずめ 

語り継ぎたい日本の昔話７ 

２ 

伝承昔話本来の簡潔で明瞭な語り口で再話した昔話集。「舌切りすずめ」ほ

か、「鶴の恩返し」など全４７話を収録。 

 

小沢俊夫／監修  

小沢昔ばなし大学再話研究会／再話  

桃太郎 

語り継ぎたい日本の昔話３ 

２ 

伝承昔話本来の簡潔で明瞭な語り口で再話した昔話集。「桃太郎」ほか、「猟

師と猫の行灯」「宝の夜逃げ」など全４０話を収録。 

 

甲斐田 柴乃 塩見崎理人の謎解き定理 

丸い三角について考える仕事をしています 

３ 

大学生の凛香は、知を愛する美貌の変人哲学者・塩見崎理人の蔵書整理の

アルバイトをすることに・・・。消えたレポートに、不可解な怪文書。大学で巻き

起る事件の、謎を疑い真理を読み解く、短編連作ミステリー。 

 

紅城 蒼 悪役令嬢は二度目の人生を従者に捧げたい ３ 

乙女ゲームの悪役令嬢ロザリアに転生した私。目覚めたら前世の最推しキャ

ラ・完璧従者リュカの姿が！喜んだのも束の間、このままだと彼は私の道連れ

で処刑。彼を幸せにするため、人生賭けて破滅フラグを回避してみせます！ 

 

今野 敏 ロータスコンフィデンシャル ４ 

ロシア外相が来日し、公安部外事一課の倉島は随行員の行動確認を命じら

れた。だが同時期にベトナム人の殺害事件が発生。容疑者にロシア人が浮か

び上がる。 
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上甲 宣之 コスプレ幽霊紅蓮女 ５ 

辺倉史代は、頭はいいのに陰気な性格で、友人も恋人もいない孤独な三十路

の女。そんな彼女の生きがいは、「紅蓮女」と呼ばれる幽霊の変装をして人を

驚かすこと。様々な怪奇スポットで遭遇する事件に「紅蓮女」が立ち向かう。 

 

愁堂 れな 小早志少年と売れない名探偵  ３ 

高校２年生の小早志麗人は頭脳明晰で絶世の美少年。共に暮らしていた祖

父が亡くなったため、叔父で元刑事の武知正哉が所長代理を務める探偵事

務所に転がり込んだ。 

 

曽野 綾子 朝はアフリカの歓び ４ 

貧しく、汚職にまみれ失職者にあふれた地にも、すばらしく澄んだ夜明けがあ

った。ある民間援助組織の１５年間にわたる活動を、時にユーモアを交えて赤

裸々に描く迫真のルポ。 

 

土屋 千鶴／作 カイトとルソンの海 ２ 

瀬戸内海で水軍が活躍していた時代。南の国から連れてこられたルソンは、

島の少年カイトの家に預けられる。言葉も通じないルソンに、とまどいをかくせ

ないカイト。ある日、島のわんぱくたちが、ぼろ船で海に出ようと計画し・・・。 

 

中山 七里 ラスプーチンの庭 ４ 

警視庁捜査一課、犬養隼人の娘の友人・庄野祐樹は長い闘病生活を送って

いた。自宅療養に切り替えた１カ月後に急死した祐樹には奇妙な痣があった。 

 

西村 京太郎 近鉄特急殺人事件 ４ 

京都発賢島行の近鉄特急ビスタ EX で大学准教授が殺された。彼はテレビ番

組で、伊勢神宮を貶める自説を主張する予定だった。女性容疑者を追う十津

川警部は・・・。 

 

西村 京太郎 午後の脅迫者 ４ 

「西村京太郎初期傑作コレクション」第２弾。昭和４７～６０年に執筆された短

編の中から、表題作を含め９本を収録した。 
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ねじめ 正一 万引き変愛記 ３ 

万引き被害が急増している門花民芸店。石の道祖神、益子の傘立てまでが万

引きされた。商店街は犯人探しに乗り出した。怪しいのは帽子の女か・・・。す

れ違いからまる恋のゆくえは？ 

 

葉月 奏太 寝取られた婚約者（ポルノ） 

復讐代行屋・矢島香澄３ 

３ 

ＩＴ企業社長・羽田は婚約者の梨奈を寝取られ、会社では横領疑惑がかけられ

る。羽田は伝説の復讐代行屋・矢島香澄に依頼するが、暴力団組長と冷酷な

復讐代行屋・アスカが立ちはだかる。超官能サスペンス。 

 

フランク・ボーム／作  

津森 優子／訳 

ガラスの犬  

ボーム童話集 

２ 

奇想天外な発想にユーモアと社会風刺をちりばめた、古くからのおとぎ話とは

ひと味ちがう童話集。若者が魔法の助けをかりて姫君と結婚するという昔話の

枠組みに現代的なひねりがくわえられた表題作など全８編を収録する。 

 

村井 理子 全員悪人 ２ 

家族が認知症になった。悪気はない。それでも周囲に迷惑をかけてしまう。家

族以上に戸惑い、苦悩しているのは本人なのではないか。認知症患者の不安

や苦しさを「当事者」の目線で描く。 

 

山田 風太郎 信玄忍法帖 山田風太郎傑作選 忍法篇 ５ 

徳川軍を粉砕し、京へと進軍していた武田軍が突如兵を引いた。信玄が死ん

だのではないか？真相を探るため、家康は伊賀忍者９人を甲斐に潜入させ

る。６人の影武者を立てて迎え撃つは、軍師・山本勘助と真田昌幸、真田忍

者！ 

 

山田 悠介 奥の奥の森の奥に、いる。 ３ 

悪魔になるしかない僕たちが、愛する人を守るためにできるのは、“殺し続ける”

ことだけだ！１５歳にして哀しき運命を背負わされた、少年少女の恋、友情、悲

劇。 
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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。 

 

社会科学 
朝日新聞社会部 ひとりぼっちが怖かった きょうも傍聴席にいます ５：４３ 

「子どもが私にとっていちばん大事」と法廷で語った女が、なぜ我が子を殺害し

たのか・・・。記者が見つめた法廷の人間ドラマ３０編。 

 

さはら えり ネット社会と闘う  ガラケー女と呼ばれて ３：５４ 

ある日、身に覚えのない電話やメールが殺到し、ネットに顔と本名が晒される。

日本中を震撼させた「あおり運転事件」において、完全な人違いにも関わらず

誹謗中傷の渦に巻き込まれた著者の長い闘いを描く。 

 

竹内 一郎 あなたはなぜ誤解されるのか  「私」を演出する技術  ６：１２ 

「あの人、一言多いんだよな」「あの癖、イライラする」等々、他人の「残念な面」

に私たちは敏感だ。しかしここで我が身を振り返ってふと気づく。あれ？私もそ

んな風に見られ、誤解されているんじゃないか…。『人は見た目が９割』の著者

が自己プロデュースの極意を伝授する。 

 

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 

１０：０８ 

地下鉄サリン事件、和歌山カレー事件、ルーシー・ブラックマン事件、名張毒

ぶどう酒再審請求。科学捜査官第１号となり、日本の科学捜査の基礎を築い

た著者が、戦いの軌跡を明かす。 

 

二見 龍 自衛隊式セルフコントロール 

絶体絶命の場面でも「最善手」を打てる極意  

２：５１ 

日々の厳しい訓練を通じて、恐怖や危険への対処、安全確保の仕方を徹底

的に学ぶ自衛隊。絶体絶命の場面でも「最善手」が打てる自衛隊式のセルフ

コントロール法を、日常生活やビジネスでも役立つよう具体的に紹介する。 
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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 

９：０６ 

暴力やレイプや死の可能性をちらつかせ、一方的な権威と権利を主張するこ

とによって女性を黙らせ、男性にはもの言わぬ男らしさのみを受容させる沈黙

の構造を、米国の現代社会史・文化史を振り返りつつ明らかにする。 

 

技術 
印度カリー子／著 

AZZAMI／クリエイティ

ブディレクション 

スパイスのまほう 

ちょい足しレシピで、いつもの料理が変わる！ 

６つのスパイスの活用術 

２：５２ 

クミン、コリアンダー、スターアニス、ターメリック、ナツメグ・・・。毎日の料理から

ホームパーティまで、ひとつのスパイスでアッと驚く料理に大変身。ちょい足し

で魅力的な料理に変える、スパイスのまほうを教える。 

 

産業 
嬉野 雅道 ただばたらき ５：２８ 

「ぼくは書いてますよ」と３年半言い続けたうれしーが、やっと全篇書き上げまし

た！「水曜どうでしょう」のカメラ担当ディレクター・嬉野雅道のエッセイ３部作、

ついに完結。 

 

芸術 
青木 さやか 母 ４：３７ 

嫌いな母から逃げるように飛び出した東京、タバコ、パチンコ、男、“笑い”の先

輩、そして、自分より大事な存在となった娘・・・。こじれた人生をほどいていく、

ヒューマンストーリー。 

 

天真 みちる こう見えて元タカラジェンヌです ７：４３ 

宝塚歌劇団のスターの隣には、クセの強いおじさん役で唯一無二の存在感を

発揮したバイプレイヤー「たそ」の姿があった・・・。音楽学校入学から宝塚歌劇

団卒業まで１５年の月日をコミカルに描く。 

 

光浦 靖子 ５０歳になりまして ４：０３ 

５０歳目前にカナダ留学を決心した著者。そこへコロナパンデミックがやってき

て・・・。コロナ禍での変化や更年期のとまどいなどを綴った書き下ろしエッセイ

集。 
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文学 
赤松 利市 隅田川心中 ７：５９ 

６４歳の一郎は気ままな独り暮らし。ある日、３２歳の咲子から、父親の借金返

済のために愛人にしてくれと言われ、承諾。一郎は結婚を決意するが。究極の

愛と情交を書き切った大人の恋愛小説。 

 

逢坂 剛 地獄への近道 ５：００ 

最近できた映画館で流れるのは１日１作品限り、しかも何が流れるか分からな

い。その隠された理由とは。表題作をはじめ、全４編を収録。斉木＆梢田の迷

コンビが駆け回る警察小説。 

 

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 ５：４４ 

９０歳のマルおばあちゃんは、メキシコでつつましく暮らしていた。ある日、遥か

昔に別れたひとり息子がすでにこの世にいないこと、そして自分に孫息子がい

ることを知る。マルは青いおんぼろ自転車で孫をさがす旅に出る。 

 

小林 和彦 ボクには世界がこう見えていた 

統合失調症闘病記 

１１：０５ 

早稲田大学を出てアニメーション制作会社へ入ったごく普通の青年がいた。青

年は、２４歳のある日を境に、仕事場では突飛な大言壮語をし、盗聴されてい

る、毒を盛られるといった妄想を抱き始め…。四半世紀に亘る病の経過を患

者本人が綴る稀有な闘病記にして、一つの青春記。 

 

坂元 裕二 最高の離婚１ ９：３６ 

坂元 裕二 最高の離婚２ ８：１７ 

３・１１が契機となり、結婚した光生と結夏は、趣味も性格も正反対でケンカば

かり。ある日、ふたりは流れで離婚届を書くが、数日後、結夏が役所に出して

しまい・・・。脚本家・坂元裕二が紡いだ人気ドラマのシナリオを文庫化。  

 

首藤 瓜於 ブックキーパー脳男 １７：４５ 

謎が謎を呼ぶ連続猟奇殺人の闇。驚異的な知能を持ちながら「心」のない男

と、警察庁の華麗なるエリート警視が頭脳対決！総勢６０名以上の人物を描

き分け、テンポよく切り替わる場面に目が離せないサスペンス巨編。 
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瀧森 古都 悲しみの夜にカピバラが教えてくれた大切なこと ７：３９ 

３０年前、動物園のカピバラ小屋で保護され、養護施設で育てられた加比原譲

二は心優しい青年。しかし、命の危機を感じるほどの「いじめ」の対象になって

しまい、さらには、殺人事件に巻き込まれ・・・。切なく優しい愛の物語。  

 

２６人のがんサバイバーあの風プロ

ジェクト／著  岡野 大嗣／監修 

黒い雲と白い雲との境目に

グレーではない光が見える 

１：１５ 

蝉の声まぶしく耳をつんざいて歪んだ脳に「生きろ」と響く  鍵もたず朝の玄関

でるように母と別れた手術室前  がんサバイバー当事者の女性たちが闘病中

の思いを表現した、闘病の不安に寄り添う短歌集。 

 

原田 ひ香 ランチ酒３ 今日もまんぷく ８：０１ 

〈見守り屋〉の犬森祥子の夜勤明けの楽しみは「ランチ酒」。ある日、離れて暮

らす１０歳の娘から「話したいことがある」と連絡が入り・・・。珠玉の人間ドラマ

×絶品グルメ小説第３弾。 

 

東野 圭吾 白鳥とコウモリ １９：３４ 

竹芝桟橋近くの路上に違法駐車されていたセダンの後部座席から、男性の遺

体が発見された。運転免許証と名刺から、弁護士であることが判明し・・・。「小

説幻冬」掲載を加筆し長編として書籍化。 

 

藤岡 陽子 金の角持つ子どもたち ８：０６ 

突然、日本最難関と言われる中学を受験したいと両親に打ち明けた俊介。家

計も厳しい中、息子の夢を応援することを両親は決意。俊介の塾通いが始ま

る。だが、彼には誰にも言えない“秘密”があった。 
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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 火の花（ポルノ） ６：１２ 

麻沢 奏 あの日の花火を君ともう一度  ５：５８ 

安達 忠夫 人と思想１９０ アンデルセン ７：２４ 

阿部 智里 烏百花 白百合の章 八咫烏シリーズ外伝 ７：０９ 

井上 正 人と思想１６７ アルベール・カミュ ６：３５ 

今村 仁司、栗原 仁 人と思想１５８ フーコー ８：０１ 

岩元 巌 人と思想１５４ シオドア＝ドライサー ８：１２ 

角田 幸彦 人と思想１７３ キケロー １３：５９ 

金田 法子 人と思想１９４ ジェイムズ・ジョイス ６：３７ 

熊野 純彦 人と思想１９７ 三島由紀夫 １０：２９ 

倉持 三郎 人と思想１５２ トマス＝ハーディ ７：０６ 

倉本 由布 寄り添い花火  薫と芽衣の事件帖 ７：０９ 

小磯 仁 人と思想１７１ ヘルダリーン ９：５５ 

小松 弘 人と思想１６６ ベルイマン ７：１５ 

佐々 泉太郎 恋の埋み火 ５：４４ 

サトウ チカ ひらけ！オフグリッド 電線切ったら、楽しい暮ら

しが待っていた 

６：４４ 

澤田 瞳子 火定 １２：１９ 

清水 孝幸 定年が楽しみになる！オヤジの地域デビュー ３：５７ 

首藤 若菜 物流危機は終わらない 暮しを支える労働のゆくえ ９：０５ 

高橋 弘希 送り火 ３：３５ 

竹本 健治 狐火の辻 ６：２７ 

寺西  恵里子／

作 

かんたん１５分！火も包丁も使わない魔法のレ

シピ１ 

０：５２ 

遠越 段 心に火をつける言葉   あなたの背中を押してく

れる名言集 

６：２８ 

野内 良三 人と思想１７０ ミュッセ ６：４０ 

野口 晴哉 病人と看病人 ６：５１ 

畠中 恵 もういちど しゃばけシリーズ２０ ６：３５ 

星野 慎一、小磯 仁／共著 人と思想１６１ リルケ ８：３９ 

森 祖道、浪花 宣明 人と思想１６３ ミリンダ王 仏教に帰依し

たギリシャ人 

９：０４ 

八島 雅彦 人と思想１６２ トルストイ ７：３８ 

吉田 廸子 人と思想１５９ トニ＝モリスン ７：２７ 

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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★サピエ停止による貸出休止について 

前回の図書館だより１６７号でお伝えしました、サピエ停止に伴う貸出休止に

ついて再度ご案内します。 

サピエの休止期間は以下の通りです。 

・２０２２年３月７日（月）の午前３時から３月２８日（月）午前１０時までの３週間 

期間中の対応については以下の通りです。 

・点字雑誌・デイジー雑誌の貸出のみ、通常の発行日より遅れてお届けします。 

・その他の貸出に伴う業務は、すべてお休みになります。 

・返却物については、貸出期間（一般図書４週間以内）を守って返却ください。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

なお、休止期間中に録音図書の利用を希望される方向けに、貸出休止期間

に入る前に、SD カードによる貸出を検討しています。１枚の SD カードに１０～

５０タイトルを収録し、ご希望の方にお届けする方法です。 

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

トでご利用できます。ＳＤカードによる貸出はお一人につき１枚、１枚の収録数

は５０タイトルを限度とします。貸出を希望される方は来年１月中旬までにお申

し込みください。収録内容についてご希望のない方には、次号の図書館だより

１６９号で紹介するデイジー図書を中心に収録します。発送は貸出休止に入る

前に一度だけの予定です。貸出休止期間に入った後はご希望に添うことはで

きませんのでご注意ください。 

また、点字図書は休止期間前にお申込みください。 

上記の対応について、ご意見等ありましたらお寄せ下さい。よろしくお願いいた

します。 

貸出担当：山野 

 

 

 

★お詫び 

前号１６７号でご案内したＳＤカードを使用した読書体験はコロナ感染症の感

染拡大時期に重なり中止になりました。 

体験会参加を希望された方にはご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたしま

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 ３２号（全国盲ろう者協会） 

・視覚障害者の就労のために効果的なＩＣＴ訓練の実施に向けた調査研究事

業報告書 

・自由民主 １０２号 

・ふれあいらしんばん ８０号、８１号（各１冊） 

・私たちの税金 令和３年度版 

・ワールド・ナウ ５４号 

 

 

ＣＤ図書（プレクストーク等が必要です。） 

・厚生 ２７２号（１：１５）、２７３号（１：１５） 

・視覚障害者の就労のために効果的なＩＣＴ訓練の実施に向けた調査研究事    

 業報告書（３：０６） 

・食料・農業・農村白書 令和２年度（１：５２） 

・日視連アワー ７月号（１：２８）、８月号（１：１９）、９月号（１：２７）、１０月号

（１：２６） 

・私たちの税金 令和３年度版（２：１９） 

 

 

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 ８０号（０：３９）、８１号（０：３８） 

・盲導犬くらぶ １０３号（２枚）（１：００+１：０１）    

                               



 13 

蔵出し４９ 

４９回目の「蔵出し」は書名に「火」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。 

 

斎藤 栄／著 「蜜月業火の殺人」 点字５冊 ２００４年 

・アメリカへ新婚旅行中の江戸川探偵長と美也子は、サンディエゴで山火事に遭遇。加

えて美也子は何者かに襲われ負傷し、帰国後、入院先で点滴中に死亡した。医療ミスか

それとも殺人か。江戸川は妻の仇を討つべく、真相究明に乗り出した。 

 

雫井 脩介／著 「火の粉」 点字１０冊 ２００３年 

 ・元裁判官の梶間の隣家に、かつて無罪判決を下した男・武内が引っ越してきた。武内

は溢れんばかりの善意で梶間家の人々の心を掴むが、やがて次々と事件が起こり……。

驚愕の犯罪小説！ 

 

篠田 節子／著 「秋の花火」 ＣＤ ２００４年 

 ・人生の秋を迎えた男と女が、生と死を見すえつつ、深く静かに心を通わせる。閉塞した

日常に訪れる転機を、繊細な筆致で描く短篇集。 

 

白石 一文／著 「火口のふたり」 ＣＤ ２０１２年 

 ・挙式を控え、忘れられない従兄賢治と一夜を過ごした直子。出口のない男女の行きつく

先は？不確実な世界の極限の愛を描く恋愛小説。 

 

乃南 アサ／著 「火のみち 上・下」  CD ２００４年 

 ・殺人を犯してしまった男の魂に救済はあるか。敗戦後満州から引き上げてきた極貧の

暮らしで、次郎は妹を守るために人を殺してしまう。その胸に渦巻く憤怒は服役中に出会っ

た備前焼によって乗り越えられるか。 

 

早瀬 乱／著 ｢三年坂火の夢｣  点字９冊 ２００６年 

 ・三年坂に秘められた妖しい謎が事件を呼ぶ！維新直後の東京に隠された坂の謎と

は！？第５２回江戸川乱歩賞受賞作。 

 

＊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 

 

池井戸 潤  民王 シベリアの陰謀 

池田 あきこ  ダヤン、奇妙な夢をみる ダヤンの冒険物語３ 

池田 あきこ  ダヤンと霧の竜 ダヤンの冒険物語４ 

井上 芳雄  井上芳雄のミュージカル案内  

岩本 美砂子 百合子とたか子 女性政治リーダーの運命  

大崎 梢  バスクル新宿 

大武 美緒子 不思議な山名 個性の山名 

笠井 奈津子 何もしない習慣 

神林 サリー  朝から晩までイケメン英会話フレーズ 

小早川 真寛 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ４ 

櫻井 武晴／脚本 百瀬 しのぶ／ノベライズ  科捜研の女 劇場版 

徳光 和夫  徳光流生き当たりばったり 

中得 一美  嫁の甲斐性 

中島 旻保  Ａ型さんダイエット 

中島 旻保  ＡＢ型さんダイエット 

中島 旻保  Ｏ型さんダイエット  

中島 旻保  Ｂ型さんダイエット 

原田 ひ香  母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 

福井県立図書館 １００万回死んだねこ 覚え違いタイトル集 

藤田 紘一郎 血液型と免疫力 

椹野 道流  最後の晩ごはん１６ 後輩とあんかけ焼きそば 

椹野 道流  妖魔と下僕の契約条件２ 

文春オンライン特集班  

娘の遺体は凍っていた 旭川女子中学生イジメ凍死事件 

穂高 明  ダブル・ダブルスター 

三石 メガネ  福井怪談 

村山 由佳ほか 猫はわかっている 

森 博嗣  諦めの価値 

山本 御稔  経済ってなんだ？ 

ワタナベ マキ 和えもの春夏秋冬 
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録音図書（ＣＤ図書のみ製作します。） 

 

秋吉 理香子 監禁 

阿武野 勝彦 さよならテレビ 

石井 妙子  魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣  

稲垣 えみ子  一人飲みで生きていく 

笠井 奈津子 何もしない習慣 

片野 優、須貝 典子 コロナの世界を照らす５０のやさしい物語  

北川 恵海  真夜中のメンター 

佐藤 愛子  九十歳。何がめでたい 増補版 

佐藤 愛子  九十八歳。戦いやまず日は暮れず 

白井 智之  死体の汁を啜れ 

鈴木 おさむ  僕の種がない 

谷 瑞恵  あかずの扉の鍵貸します 

近田 春夫  筒美京平 大ヒットメーカーの秘密  

中山 七里  嗤う淑女二人 

新津 きよみ  妻の罪状 

深沢 潮  翡翠色の海へうたう 

穂高 明  ダブル・ダブルスター 

村井 理子  更年期障害だと思っていたら重病だった話  

行成 薫  明日、世界がこのままだったら 

吉川 英梨  十三階の母
マリア
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★情報文化会館の中には何がある？ 
前回に引き続き、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。３回目は「グループホームやすらぎの家」です。情報文化会館の北
出入り口を出ると、正面にある建物の２階が「やすらぎの家１」です。更に東側
に隣接している建物が「やすらぎの家２」です。 

 

《やすらぎの家は…》 

視覚に障害のある方が、共同生活を送ることができる住居です。 

入居者様が家庭的な雰囲気の中で安心して共同生活が送れるよう、専門スタ
ッフが常在し、食事等の日常生活上の援助、訓練や余暇利用、レクリエーショ
ンへの参加等をお手伝いします。 

 

＊やすらぎの家での生活＊ 

・お部屋は個室で冷暖房完備です。食事は朝食と夕食の提供があります。入
浴は共同浴室にて週３日程度、時間を決めて入浴していただけます。 

・１階の「地域活動支援センターわいわい」で行われる各種活動に参加するこ
とができます。（わいわいの活動は次号にてご紹介します。） 

・金銭管理や服薬、人間関係のお手伝いや相談を致します。 

・２４時間安心して過ごしていただけるように夜間もスタッフを配置しております。 

・事故や災害に備えて、火災保険・損害保険に加入しておりますのでご安心く
ださい。 

・短期入所もできます。 

 

＊入居いただける方＊ 

・視覚障害者の手帳の交付を受けている方。 

・過去に障害福祉サービスを受けたことがある方。（ない方は新規に受給者証
を交付していただく必要があります。） 

・福井県在住で入居時年齢が６５歳未満の方。 

 

入居ご希望の方はまずは相談、見学を随時行っていますので、お気軽にお問
合せください。 

連絡先  ０７７６－２３－５６７０ 若林 
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☆用具部 商品のご案内 Ｎｏ．９７（お問い合わせは高橋までどうぞ） 

 

〇音声時計キーホルダー型 

[販売元 日本点字図書館] 価格２，０００円＋送料５１０円 

カバンやバッグに簡単につけられるキーホルダー型の音声時計です。現在時

刻を知らせる他、時報・アラーム機能・スヌーズ機能も付いています。音声で確

認しながら各種の設定ができます。１２時間、２４時間の切り替え可能。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出来ません。 

大きさ：（幅）４×（奥行）６、３×（厚さ）１、３㎝    

重さ：３１ｇ 

電池寿命：約１年 

使用電池：ボタン電池ＬＲ４４×２個  

防水性能：非防水  

取扱い説明書：音声（一般ＣＤ） 

 

 

〇トーキングウォッチ角形 ブラック 

[販売元 日本点字図書館] 価格２，４００円＋送料５１０円 

ボタンを押すだけで現在時刻をお知らせします。時刻やアラームの設定が

音声ででき、時報機能やスヌーズ機能も付いています。１２時間、２４時間の切

り替え可能。機能ボタンは時計の側面についていて、色は黒色、形は角形で

す。電池の交換は可能ですが、時計修理専用の工具が必要です。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）３、５×（奥行）５×（厚さ）１、３㎝   

重さ：３０ｇ 

電池寿命：約１年 

使用電池：ボタン電池ＣＲ２０２５×１個  

防水性能：非防水 

取扱説明書：音声（デイジー） 
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〇ライオンのおしゃべり温湿度計、ミケネコの温湿度計  

 ［販売元 日本点字図書館］ 価格３,４００円＋送料５１０円 

 どちらの商品も手のひらに載るサイズのライオン、ネコの形をした、音声と光

でお知らせする温湿度計のおもちゃです。熱中症やインフルエンザ対策に、お

部屋の光センサーとしてもお使いいただけます。 

 頭を１回押すとおしゃべりを、２回続けて押すと温度と湿度の目安を音声でお

知らせします。３０分に１度自動でおしゃべりします。昼夜センサーがあるので、

お部屋が暗いとおしゃべりしたり光ったりしないので、睡眠時起こされる心配も

ありません。また、お部屋の電気をつけるタイミングを知るための目安にもなり

ます。 

 大きさ：ライオン（幅）９、５×（奥行）１０、５×（高さ）８、３㎝ 

     ：ミケネコ（幅）６×（奥行）１０、５×（高さ）７、２㎝ 

 重さ：１５０ｇ 

 使用電池：単４電池３本 

 取扱説明書：音声（一般ＣＤ） 

 

 

 

 

 

 

★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 

 

 

☆「まごころ募金箱」ご報告 

 ２０２１年８月～２０２１年１０月中旬   合計６，０１２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１０月改編」（点字版・音声版）  
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休館のお知らせ 

 以下の通り休館します。 

 休館日 ２０２１年１２月２９日（水）～２０２２年１月４日（火） 

 

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。（１０／６調べ） 

 

著者   書名 （図書製作状況） 

池井戸 潤  民王 シベリアの陰謀（点字着手・ＣＤ着手） 

伊坂 幸太郎 ペッパーズ・ゴースト（点字着手・ＣＤ着手） 

北村 沙衣  批評の教室（なし） 

小林 よしのり、井上 正康  コロナとワクチンの全貌（なし） 

大門 剛明  正義の天秤（点字完成・ＣＤ完成） 

中山 七里  護られなかった者たちへ（点字着手・ＣＤ着手） 

ブレイディみかこ ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー The Real 

British Secondary School Days2（点字着手・ＣＤ着手） 

松岡 圭祐 ミッキーマウスの憂鬱ふたたび（点字着手・ＣＤ着手） 

眞邊 明人 もしも徳川家康が総理大臣になったら（点字着手・ＣＤ着

手） 

和田 静香 時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか？国会

議員に聞いてみた。（テキストデイジー着手） 

 

 

編集後記 

１０月１日に普通郵便の土曜日配達が終了しました。来年１月からは深夜に

行っていた仕分け作業もなくなるとのこと。つまり、情報提供センターに依頼し

た図書が翌日に到着することは難しくなるということ。いままで金曜日の貸出

作業は時間との戦いだったけれど、金曜日では週末に間に合わない。つまり

修羅場は木曜日なのかな？今の私にはまだ想像できない新たな日々が、じわ

りと始まりました。       （やまの） 


