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１ センターからのお知らせ 
 

（１）「目の見えない方、見えにくい方のための福祉展」について 

平成３０年 9 月 8 日（土）12 時～16 時、八戸市ラピアにて、福祉

展を開催いたします。今年は、八戸市福祉部障がい福祉課・青森県眼科

医会・青森県網膜色素変性症患者の会・函館視力障害センターなど、い

ろいろな相談ができるブースを用意します。眼疾患の情報提供・相談や

視覚障害に関する福祉制度等の相談などありましたら、是非いらしてく

ださい。その他、福祉機器の展示・体験もできます。 

詳しいご案内を同封しておりますので、どうぞご覧ください。 

 

（２）「ふれあいの集い」について 

平成３０年１０月２１日（日）１１：００より青森市ウェディングプ

ラザアラスカにおいて、利用者・奉仕員・センター職員等が一堂に介し、

交流を深める「ふれあいの集い」を開催します。午前からの開催とし、

昼食代はお一人１０００円（付添も同額）との計画で進めております。 

図書製作にご尽力いただいております、奉仕員の表彰もあります。日

頃の感謝をお伝えするよい機会です。どうぞ、おいでください。 

詳細については、9 月号の青い森通信に同封いたします。 

 

（３）プレクストークでサピエの利用を始める前に 

新しいプレクストークＰＴＲ３は、パソコンを使わずに、サピエか

ら直接デイジー図書の検索や再生、ダウンロードができる便利な機能

をもっています。 

ＰＴＲ３でサピエのデイジー図書を利用するためには、サピエの会

員になる必要があります。 

また、サピエの会員になると、ＩＤとパスワードが付与されますの

で、それをＰＴＲ３に設定する必要があります。 
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サピエの会員になる方法や、ＰＴＲ３の設定等について詳しくはセ

ンター貸出係までお問い合わせください。 

 

 
 
 
 
 

２ 新刊録音図書の紹介 
 

図書番号・書名・著者名・時間数・巻数・原本出版年・内容紹介の順

にご紹介します。（デイジー図書は時間数、テープ図書は巻数です。書名

の前のＡの記号は郷土資料を示します。） 

 

【哲学】 

１ 九十九怪談（つくもかいだん） 第八夜  

木原 浩勝（きはら ひろかつ）著    7 時間 22 分  

2015 年出版。ちょっと不思議な話、背筋の凍りつく話、泣ける話。著

者自らが体験した怪現象など全９９話収録。 

 

【歴史】 

２ 戦国武将の辞世 ～遺言に秘められた真実～  

加藤 廣（かとう ひろし）著    4 時間 31 分  

2017 年出版。織田信長、武田信玄、豊臣秀吉、徳川家康など２７人の

武将は、人生の 期に何を遺したのか。 

 

３ 美智子さま永遠に語り継ぎたい慈愛の言葉  

山下 晋司（やました しんじ）著    4 時間 48 分  

2017 年出版。常に穏やかで慈愛に満ちたお言葉を、記者会見の記録等

から抜粋し、言葉にまつわる背景や写真とともに紹介する。 
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【社会科学】 

４ 母への１００の質問状  

森谷 雄（もりや たけし）著    2 時間 57 分  

2017 年出版。繰り返される離婚、離れ離れになった家族、４人の父親。

５０歳の息子が、母の想いと人生を問う１００通の書簡劇。 

 

【自然科学】 

5 ひざ痛は治る ～手術も薬も不要！ あきらめていた「痛み」や 

「違和感」が 新の幹細胞治療でスーッと消える！～ 

辻 晋作（つじ しんさく）著    4 時間 45 分  

2018 年出版。ひざ関節の炎症を抑え、痛みをとることが可能な幹細胞

治療を紹介。治療のメリットとデメリット、実例、Ｑ＆Ａも収録する。 

 

【芸術．美術】 

6 愛の大売り出し  

美輪 明宏（みわ あきひろ）著    3 時間 48 分  

2018 年出版。〈無償の愛〉をテーマに歌を作り、歌ってきた自作の曲

の誕生秘話を紹介し、自らの歌と人生を綴る。 

 

【文学】 

7 天久鷹央の推理カルテ〔４〕 悲恋のシンドローム 

知念 実希人（ちねん みきと）著    8 時間 42 分  

2016 年出版。不可解な事件を天才女医・天久鷹央（あめく たかお）

が解き明かす、新感覚メディカル・ミステリ第４弾。 

 

8 オサキ江戸じまい  ～もののけ本所深川事件帖～〔８〕  

高橋 由太（たかはし ゆた）著    6 時間 5 分  

2018 年出版。「家に災いをもたらす」という妖狐オサキに取り憑かれ

た周吉は、自責の念を抱え、江戸を出ていくことを決意し…。 終巻。 
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9 父子（おやこ）ゆえ   

～摺師安次郎（すりや やすじろう）人情暦～ 

梶 よう子（かじ ようこ）著    9 時間 21 分  

2018 年出版。安次郎は先立たれた女房の実家に子を預け、一流の職人

として浮世絵を摺ってきた。ある日、義兄が駆け込んできて…。 

 

10 神様の子守はじめました。〔２〕  

霜月 りつ（しもづき りつ）著    6 時間 31 分  

2016 年出版。天照大神から次世代の白虎・朱雀・青龍・玄武の子育て

を依頼された梓は、四苦八苦の毎日で…。 

 

11 凶賊（きょうぞく） 帳尻屋仕置〔５〕  

坂岡 真（さかおか しん）著    7 時間 24 分  

2017 年出版。帳尻屋に新たな仲間が登場。はびこる悪に引導を渡す、

闇の男たちの活躍を描く、大人気シリーズ第五弾。 

 

12 ソバニイルヨ  

喜多川 泰（きたがわ やすし）著    7 時間 37 分  

2017 年出版。勉強が嫌いで、周囲の目ばかりを気にして日々過ごして

いる隼人。ある日、部屋にロボットがいて・・・。 

 

13 泣き虫先生、父になる  手習い所純情控帳〔４〕  

誉田 龍一（ほんだ りゅういち）著    5 時間 38 分  

2018 年出版。商人の両親が消えてしまったという２人の子どもを刀林

寺に住まわせることにするが、２人は悪さばかりして小次郎を困らせ…。 

 

14 バグズハート 警視庁組対特捜Ｋ［４］ 

鈴峯 紅也（すずみね こうや）著    10 時間 6 分  
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2018 年出版。ティアドロップを巡る事件は多くの犠牲の末、終結した。

死を悼む絆の前に片桐の過去を知る謎の男が。 

 

15 ベルサイユの秘密   

女子大生 桜川東子（さくらがわはるこ）の推理 

鯨  統一郎（くじら とういちろう）著    6 時間 27 分  

2016 年出版。バー「森へ抜ける道」に、現役刑事がやってきた。難事

件を解決してきた桜川さんの実力を見極めようというのだが・・・。 

 

16 四人のおばあちゃん 

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作 

野口 絵美（のぐち えみ）訳 

佐竹 美保（さたけ みほ）絵     2 時間 4 分  

2016 年出版。両親が留守の間、エルグとエミリーの兄妹の面倒を見る

ために、なんとおばあちゃんが四人もやってきた。 

 

 

◇ デイジー化した図書 ◇ 

テープで製作したものを、デイジー版に編集したものです。 

 

【社会科学】 

17 ある日突然、そしていま ～重度障害者の家族の手記～ 

国立伊東重度障害者センター家族会 編   11 時間 11 分  

1983 年出版。ある日突然、その一員が障害者になった家族の体験文集。 

 

【文学】 

18 A 母の螢 ～寺山修司のいる風景～ 

寺山 はつ（てらやま はつ）著    3 時間 51 分  
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1985 年出版。幼年期から並はずれて非凡だった息子を愛してやまない

母の追憶の記。貴重な中学・高校時代の手紙・作品も収録。 

 

19 青葉繁れる 

井上 ひさし（いのうえ ひさし）著    6 時間 33 分  

1984 年出版。東北一の名門高校を舞台に劣等生クラスの稔たちが巻起

す珍事件の数々を爆笑とペーソスで描く青春小説。 

 

20 青春の門  望郷篇〔上〕 

五木 寛之（いつき ひろゆき）著    7 時間 54 分  

1980 年出版。目先の生活に追われてきた数年間。おれは何をしに上京

したのだろう。第５部、上巻。 

 

21 陽暉楼（ようきろう） 

宮尾 登美子（みやお とみこ）著   15 時間 41 分  

1984 年出版。大正から昭和の初期にかけて西日本一を誇った土佐の遊

郭「陽暉楼」。芸妓の悲愴な若き生涯を描く感動の名作。 

 

22 ラッフルズホテル 

村上 龍（むらかみ りゅう）著    5 時間 7 分  

1989 年出版。華やかなシンガポールの夜に交錯する男の過去と女の想

い。すべてを捨てて愛を貫く女の物語。同名映画の小説化。 

 

 

あんな本こんな本（官能小説） 

23 年下の美人課長〈深夜残業〉 

黒沢 淳（くろさわ あつし）著    8 時間 46 分 

 

 



8 
 

◇ その他貸出録音資料 ◇ 

ここで紹介する資料は、センターへ寄贈されたものです。各自治体の

資料などは、自治体へ直接お問い合わせください。 

 

●ＲＡＢ耳の新聞    一般ＣＤ1 枚 

（平成３０年５月６日～平成３０年５月２７日放送分収録）  

・平成３０年５月６日 ・・・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次 

 「気づいてみれば４０年」       

 

・平成３０年５月１３日   ・・・・・・・・・・担当：秋田 修 

 「南十字星に響き渡る三線（さんしん）の音色」            

 

・平成３０年５月２０日・・・・・・・・・・・担当：板橋 和幸 

 「視覚障害者への声かけの道具 幸せの黄色い たすき」    

 

・平成３０年５月２７日  ・・・・・・・・・・担当：棟方 庸子 

 「ロービジョン相談支援センターについて」  

 

（平成３０年６月３日～平成３０年６月２４日放送分収録）  

・平成３０年６月３日 ・・・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次 

「魔法の箱が人生を変える ねむのき会館パソコン講習会へのお誘い」      

 

・平成３０年６月１０日   ・・・・・・・・・・担当：南舘 邦士 

 「奉仕活動 45 年間へのご褒美」            

 

・平成３０年６月１７日・・・・・・・・・・・担当：角田 まき子 

 「同行援護と私たち」    

 

・平成３０年６月２４日  ・・・・・・・・・・担当：棟方 庸子 

 「ゴールボール 青森から世界へ」  
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3  新刊点字図書の紹介 
 

図書番号・書名・著者名・冊数・原本出版年・内容紹介の順にご紹介

します。（書名の前のＡの記号は郷土資料を示します。） 

 

【心理学】 

1 しあわせの見つけ方 

古木 宣尚（ふるき よしひさ）著     ３冊 

1996 年出版。悩める人に贈る、しあわせへのヒーリング・ガイドブッ

ク。恋愛・結婚、人間関係、病気…取り組んできた多くの問題を掲載。 

 

2 日本人の道徳心 

渡部 昇一（わたなべ しょういち）著     ３冊 

2017 年出版。世界に通用する、日本独自の心のあり方とは？ 

今日の道徳教育のあり方や日本人の心得を考察する。 

 

3 生きる力ってなんですか？ 

おおた としまさ 編・著 

内田 樹（うちだ たつる）ほか著     ２冊 

2014 年出版。わが子に「生きる力」を授けたい。では何が「生きる力」

になるのか。子供向けのやさしい説明と、大人向けの詳しい解説を掲載。 

 

4 見えないものを感じる力〔天使・妖精・運命〕 

～ほんとうの私を求めて～ 

西川 隆範（にしかわ りゅうはん）著     ３冊 

1996 年出版。人間を越えた存在との正しい交流とは。自分の運命を見

つめるとき、ほんとうに大切なものに出会える。 
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5 世界の裏側がわかる宗教集中講座  

～ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教、神道、儒教～ 

井沢 元彦（いざわ もとひこ） 著     ６冊  

2017 年出版。宗教がわかれば、激動の今がわかる。「本当の世界」を

読み解くための必須知識を凝縮した井沢式宗教講座の決定版。 

 

【歴史】 

6 A 冒険への旅立ち 

三浦 雄一郎（みうら ゆういちろう） 著     ３冊  

1982 年出版。世界のミウラの笑いとさわやかなエピソードは、きみに

夢と希望と、そして勇気を与えるだろう。 

 

【自然科学】 

7 赤ワイン健康法 ～おいしく飲んで心臓病・脳卒中を防ぐ～ 

近藤 和雄（こんどう かずお）著 

板倉 弘重（いたくら ひろしげ）著     ２冊  

1995 年出版。心臓病・脳卒中の原因となる動脈硬化を防ぐのに効果が

あるという赤ワイン。総合的な健康を促進するその効果を紹介。 

 

【文学】 

8 疑薬（ぎやく） 

鏑木 蓮（かぶらぎ れん）著     ６冊  

2017 年出版。母の視力を失った原因は、新薬の副作用なのか、医療ミ

スなのか。社会派医療ミステリ。 

 

9 ０円相談室 

東郷 もよ（とうごう もよ）著     ２冊  

2017 年出版。現代をたくましく生きる全ての女性におくる、個性豊か

な７人の女性の物語。 
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10 泣き虫弱虫諸葛孔明  第４部 

酒見 賢一（さけみ けんいち）著     ９冊  

2017 年出版。第四弾となる本作は、関羽、張飛、曹操、劉備などの大

立者が次々にこの世を去る大激動の巻。 

 

11 花酔いロジック  ～坂月蝶子の恋と酔察～ 

森 晶麿（もり あきまろ）著     ４冊  

2015 年出版。極上の謎解きと恋はとびきり鮮やかで、すこし切ない。

「黒猫」シリーズの気鋭がおくる、モラトリアム系青春恋愛ミステリ。 

 

12 百色メガネ（ひゃくいろめがね） 

ふくだ さち 著     ３冊  

1981 年出版。本名・福田幸雄による、第１８回（１９８１年）文藝賞

受賞作品。 

 

13 棟居刑事の永遠（とわ）の狩人 

森村 誠一（もりむら せいいち）著     ６冊  

2017 年出版。妻子を惨殺され、漂泊の果てに能登の断崖に辿り着いた

戦場カメラマン・大城。彼の前に現れたのは、妻子を殺した犯人なのか。 

 

14 枯れ木の枝ぶり 

佐藤 愛子（さとう あいこ）著     ３冊  

1980 年出版。男と女の迷いと甘えを「半眼の苦笑」で眺めつつ、本音

をつづった、ユーモアとペーソスあふれる辛口痛快エッセイ集。 

 

15 見抜く力 

姜 尚中（かん さんじゅん）著     ３冊  
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2017 年出版。閉塞感が漂う時代でも、人は個々の暮らしに向き合い、

自分らしく人生を全うできる。生きるヒントが満載のエッセイ集。 

 

16 ひらけごま ～ドキュメント・わが母～ 

畑山 博（はたやま ひろし） 著     ２冊  

1986 年出版。「いつか汽笛を鳴らして」で第６７回芥川賞を受賞した

筆者の幼少の貧困生活を、「母」を中心に赤裸々に描く。 

 

17 誰でもない彼の秘密 

マイケラ・マッコール 著 

小林 浩子（こばやし ひろこ）訳     ４冊  

2015 年出版。エミリーの前に現れた魅力的で謎めいた青年。だが彼は

数日後、死体で発見された。彼は何者で、いったい何が起こったのか…。 

 

18 失踪人特捜部  ～忘れられた少女たち～ 

サラ・ブレーデル 著 

河井 直子（かわい なおこ）訳     ６冊  

2017 年出版。森の中で転落死した女性の身元を調べると、その女性は

３０年前に知的障害者施設で死亡した少女が成長した姿だった。 

 

 

◇ 厚労省委託・寄贈点字図書 ◇ 

 

【歴史】 

19 チェリー・イングラム ～日本の桜を救ったイギリス人～ 

阿部 菜穂子（あべ なおこ）著      ３冊 

2016 年出版。多種多様な日本の桜を救ったイギリス人「桜守」の生涯

を描く。第６４回日本エッセイスト・クラブ賞受賞。 

 



13 
 

【社会科学】 

20 刑法  

ストーカー行為等の規制等に関する法律  

再犯の防止等の推進に関する法律                     ２冊 

2017 年出版。平成２８年６月３日改正の「刑法」、平成２８年１２月

１４日改正の「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、平成２８年

１２月１４日公布の「再犯の防止等の推進に関する法律」を収録。 

 

21 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律  

                                                   ２冊 

2017 年出版。組織的な犯罪に対する処罰の強化、犯罪による収益の隠

匿行為等の処罰、犯罪による収益の没収・追徴の特例等を定めた法律。

平成２８年６月３日改正。 

 

22 マンションの建替え等の円滑化に関する法律            ２冊 

2017 年出版。マンションの建替え又は除却する必要のあるマンション

に係るマンション敷地売却の円滑化を図ることを目的とした法律。 

平成２６年６月１３日改正。 

 

23 自殺対策白書（概要版） 平成２８年版 

厚生労働省 編      ２冊 

2016 年出版。我が国における自殺の現状を分析し、自殺対策の１０年

を振り返る。平成２７年度に講じた対策の実施状況の概要をまとめる。 

 

24 社会福祉施設等調査の概況 平成２７年 

厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室 編      ２冊 

2016 年出版。全国の社会福祉施設等を対象に、平成２７年１０月１日

現在で実施した調査の結果の概要をまとめる。施設数、定員、利用状況、

従事者数等の調査結果を収録。 
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25 介護施設で死ぬということ ～生活支援の場のターミナルケア～ 

髙口 光子（たかぐち みつこ）著      ２冊 

2016 年出版。親の生き方・死に方を子どもが選ぶときがくる。介護施

設でのターミナルケアの実際を紹介し、終末期の入居者と家族を通して

親の看取り方を考える。 

 

【自然科学】 

26 地域保健・健康増進事業報告の概況  平成２７年度  

厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室 編     １冊 

2017 年出版。平成２７年度に全国の保健所及び市区町村が実施した、

地域の特性に応じた保健施策の報告。地域保健事業と健康増進事業の統

計の概要をまとめる。 

 

27 厚生労働白書 平成２８年版 

厚生労働省 編      ９冊 

2016 年出版。高齢期に関する意識や高齢期を支える制度を概観し、「地

域包括ケアシステム」の構築、「共生型の地域社会の再生」について解説

する。墨字の第１部のみ点訳。 

 

28 食育白書（概要版） 平成２８年版 

農林水産省 編      ２冊 

2016 年出版。食育推進施策の基本的枠組、第３次食育推進基本計画の

概要等を説明するとともに、平成２７年度に講じた食育推進施策の概要

をまとめる。 

 

【文学】 

29 馬上（ばじょう） ～小島ゆかり歌集～ 

小島 ゆかり（こじま ゆかり）著      １冊 
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2016 年出版。2013 年夏から 2015 年夏までの作品から 519 首を

収録した、著者の第 13 歌集。第 67 回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。 

 

30 夢洗ひ（ゆめあらい） ～恩田侑布子句集～ 

恩田 侑布子（おんだ ゆうこ）著      １冊 

2016 年出版。現実と夢幻の間に立ち上がる世界を言葉の雫で鮮やかに

描き出す。２００８年～２０１６年春までの発表句より２９７句を収録

した著者の第四句集。第６７回芸術選奨文部科学大臣賞、第７２回現代

俳句協会賞受賞。 

 

31 わたしの日付変更線 

ジェフリー・アングルス 著     １冊 

2016 年出版。二つの言語を行き来する気鋭のアメリカ人詩人による日

本語詩集。第６８回読売文学賞詩歌俳句賞受賞。 

 

32 日本昔ばなし１ 三まいのおふだ 

小澤 俊夫（おざわ としお）再話      １冊 

2016 年出版。むかしむかし、おそろしいヤマンバにつかまったこぞう

さん。おしょうさんにもらった三まいのおふだで逃げますが・・・。 

 

33 日本昔ばなし２ ねずみのよめいり 

小澤 俊夫（おざわ としお）再話      １冊 

2016 年出版。かわいいむすめのために、せかいいちのおむこさんをさ

がしはじめたねずみふうふ。せかいでいちばんえらいのはだれ。 

 

34 アーデン城の宝物 

Ｅ．ネズビット 著 

井辻 朱美（いつじ あけみ）訳 

永島 憲江（ながしま のりえ）訳      ６冊 
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2014 年出版。〈ハリー・ポッターシリーズ〉の著者がこよなく愛した

英国児童文学の大家の、タイムトラベル・ファンタジーの草分け的名作。 

 

 

あんな本こんな本（官能小説） 

35 義母と女教師と引きこもりの青狼 

不知火 竜（しらぬい りゅう）著      ５冊 

 

 

◇ その他貸出点字資料 ◇ 

ここで紹介する資料は、センターへ寄贈されたものです。各自治体の

資料などは、自治体へ直接お問い合わせください。 

 

・心の糧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・曹洞宗宗務庁 発行 

・月刊東洋療法 ・・・・・・・・・全日本鍼灸マッサージ師会 発行 

・にってんボイス ・・・・・・・・・・・・・日本点字図書館 発行 

・県民だよりあおもり ・・・・・・・・・・・・・・・青森県 発行 

・広報あおもり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・青森市 発行 

・あおもり市議会だより ・・・・・・・・・・・・・・青森市 発行 

・点字毎日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎日新聞社 発行 

・赤旗 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本共産党 発行 

 

 

おまけの図書情報◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀ 

全国の貸出ランキングで上位にきているシネマ・デイジー図書です。 

［シネマ・デイジー］２２年目の告白         2 時間 1 分 

［シネマ・デイジー］半沢直樹 Ｄｉｓｃ１    1 時間 39 分 

［シネマ・デイジー］この世界の片隅に       2 時間 15 分 

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 
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4 おすすめ図書の紹介 
 

  利用者アンケートでうかがった「おすすめ図書」をご紹介します。

読んだ方の感想と一緒に掲載します。 
 

「鈴木正治の軌跡 ～津軽が生んだ魂の造形～」    

工藤 正義（くどう まさよし）著 

点字 ４冊 ／ デイジー 10 時間 36 分 

  津軽出身の芸術家と聞くと、棟方志功を、直ぐに思い浮かべます

が、鈴木も、棟方と同様に、国内外で活躍されたことは、実は、数

年前に、確か、東奥日報の記事を通じて、初めて知りました。美術

そのものは、得意な分野ではありませんが、興味深く読むことがで

きました。 

 
 

５ サピエ図書館人気図書ランキング 
 

 サピエ図書館で、６月に人気のあった図書ベスト３をご紹介します。 

貸出希望の方は、当センターまでご連絡ください。 

 

【デイジー図書】 

１位 魔力の胎動            東野 圭吾 著    9 時間 20 分 

２位 終わった人            内館 牧子 著     9 時間 47 分 

３位 英龍伝（えいりゅうでん） 佐々木 譲 著     10 時間 4 分 

 

【点字図書】 

１位 君の膵臓をたべたい        住野 よる 著       ４冊 

２位 決断。～全盲のふたりが、家族をつくるとき～        

大胡田 誠、大石 亜矢子 著       3 冊 

３位  陸王                      池井戸 潤 著   １１冊 
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６  ８月のカレンダー 
 

センター関連の行事等をご紹介します。 

・図書選定委員会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６日 

・音訳奉仕員養成講習会（弘前市）・・・・・・・・・・２１日、２８日 

・点訳奉仕員養成講習会（黒石市） ・・・・・・・・・２２日、２９日 

・施設見学・点字教室（黒石牡丹平りんごクラブ）・・・・・・・３１日 

・図書整理日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１日 

 

 

 

 

おまけの情報◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀ 

テキスト・デイジーを知る① 

利用者から問い合わせの多くなってきたテキスト・デイジー。 

プレクストークで聞くデイジー図書とは違います。 

テキスト・デイジーとは、活字による読書が困難な方が、パソコンの

合成音声ソフトで読み上げたり、大きく表示したりして利用する、電子

テキスト(文字列)のみを構造化したデイジーであり、音声ファイルは含

まない(画像ファイルは含む場合がある)とサピエでは説明されています。 

このテキスト・デイジーを知っていただくために不定期ですが、情報

提供をする予定です。 

それでは、次回をお楽しみに。 

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 

 


