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１ センターからのお知らせ 
 

（１）「ふれあいの集い」について 

１０月２１日（日）１１：００よりウェディングプラザ・アラスカに

おいて開催します。午前は表彰式、午後は全体での交流会を考えており

ます。詳しいご案内を同封しております。ご参加希望の方はセンターへ

お申し込みください。 

 

（２）プレクストーク新製品ＰＴＲ３、ＰＴＮ３の 

最新ファームウェアの公開 

プレクストーク発売元のシナノケンシより以下の連絡が入りました。

新商品のプレクストークを購入した方はバージョンアップすることで、

以下のような変更が可能になります。 

 

１．対象機種 

・無線ネットワーク通信が無い機能限定品のＰＴＲ３ 

・ファームウェアのバージョン番号 が 1.03.00 以前のＰＴＮ３ 

（製品のバージョン番号は、操作面の５キーを押し、音声ガイドで 

確認することが出来ます。） 

 

２．主な変更点と理由 

【ＣＤ読み取り動作の強化】 

傷、指紋や汚れ、書込み時の記録品位等の理由により、弊社評価基

準よりも読み取りにくいＣＤの場合でも、可能な限り読み取り動作を

継続するように強化したものです。 

※ 全てのＣＤの読み取りを保証するものではありません。 
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 【その他の変更点】 

・ＳＤカードやＵＳＢメモリの最後に停止した位置を本体内部に保存

するように変更。（ＰＴＲ３とＰＴＮ３共通） 

・不要音声ファイル削除機能を追加。（ＰＴＲ３のみ） 

・サピエ図書館からの再生やダウンロード時の製品動作の安定性を向 

上。（ＰＴＲ３のみ） 

詳しくはシナノケンシへお問い合わせください。センターでもバ

ージョンアップ用ＳＤカードの貸出をしておりますので、ご相談く

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 自分の中に孤独を抱け  

岡本 太郎（おかもと たろう）著 

平野 暁臣（ひらの あきおみ）プロデュース・構成   

6 時間 23 分  

2017 年出版。「自分の中に毒を持て」「自分の運命に楯を突け」に続く

シリーズ第３弾。岡本太郎の熱いメッセージを厳選して収録。 

 

【社会科学】 

２ 中国人の常識は世界の非常識 

近藤 大介（こんどう だいすけ）著    5 時間 35 分  
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2014 年出版。中国人に特徴的な「自分勝手」「サービス精神がない」

「拝金主義」「大ざっぱ」「飽きっぽい」の５つの行動パターンから、こ

の“見知らぬ隣人”の素顔に迫る。 

 

【自然科学】 

３ バカのものさし 

養老 孟司（ようろう たけし）著    3 時間 43 分  

2018 年出版。養老孟司が、小・中・高校生からの切実な質問に、脳の

仕組みをひもときつつ的確に答える。 

 

４ ワクチン副作用の恐怖 

近藤 誠（こんどう まこと）著    7 時間 39 分  

2017 年出版。毎年ワクチンのために、おどろくほど多くの乳児と高齢

者が突然死し、ほかにも深刻な副作用を引き起こしている。 

 

５ 国立がん研究センターのこころと苦痛の本 

～こころと体のつらさを和らげるためにできること～ 

清水 研（しみず けん）、里見 絵理子（さとみ えりこ） 

若尾 文彦（わかお ふみひこ）監修      8 時間 19 分  

2018 年出版。がん患者の心の苦しさ、体の痛み・吐き気などへの対処

法、相談先を紹介。実際の患者の事例も多数収録する。 

 

【芸術．美術】 

６ 挑戦者いま、この時を生きる。 ～パラアスリートたちの言魂～ 

フジテレビＰＡＲＡ☆ＤＯ！ 著    7 時間 9 分  

2017 年出版。フジテレビ「ＰＡＲＡ☆ＤＯ！」に出演したパラアスリ

ートたちの言葉のチカラ「言魂」の裏側にある人生、思い、ドラマを紹

介する。 
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【文学】 

７ 関所破り ～下っ引夏兵衛捕物控～ 

鈴木 英治（すずき えいじ）著    7 時間 45 分  

2018 年出版。夏兵衛の惚れた女は仇持ちだった。男は一家伝来の鉄砲

を盗み姉夫婦を殺したという。夏兵衛は男の捜索を手伝うことにした。 

 

８ A 花木荘（はなきそう）のひとびと 

髙森 美由紀（たかもり みゆき）著    8 時間 33 分  

2017 年出版。アパート花木荘の住人は生きるのが下手で少し不器用な

人間ばかり。 

 

９ 万引き家族 

是枝 裕和（これえだ ひろかず）著    5 時間 35 分  

2018 年出版。足りない生活品は万引きで賄う。家族は「犯罪」でしか

つながれなかった。２０１８年６月公開映画を監督自らが書き下ろした。 

 

10 もういない君が猫になって 

梅原 満知子（うめはら まちこ）著    7 時間 12 分  

2017 年出版。店の猫が、人間の言葉を話し始めた小さなペットショッ

プで起きる優しい奇跡の物語。 

 

11 優しき悪霊 ～溝猫長屋祠之怪〔２〕～ 

輪渡 颯介（わたり そうすけ）著   カセット 全 5 巻  

2017 年出版。空き家となったお店で、彼らがかくれんぼをしていると

幽霊が「おとじろう」と告げる。すると乙次郎が行方不明に…。 

 

12 闇の叫び  アナザーフェイス〔９〕 

堂場 瞬一（どうば しゅんいち）著   12 時間 30 分  
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2018 年出版。中学の保護者が何者かに襲われた。やがて別の父兄も被

害に遭う。容疑者は二転三転。はたして犯人の動機は。シリーズ完結。 

 

13 伶也（れいや）と 

椰月 美智子（やづき みちこ）著   8 時間 36 分  

2017 年出版。生まれて初めてのライブで、バンドのボーカル・伶也を

愛し、自分の持てるすべてを捧げる。４０年後、彼女に残ったものは…。 

 

14 草原に黄色い花を見つける 

グエン・ニャット・アイン 著 

加藤 栄（かとう さかえ）訳   8 時間 33 分  

2017 年出版。思春期特有の切なさを少年の生活を通して描いた珠玉の

ストーリー。２０１７年公開映画の原作。 

 

15 ガラスの封筒と海と 

アレックス・シアラー 著 

金原 瑞人（かねはら みずひと）訳 

西本 かおる（にしもと かおる）訳   6 時間  

2017 年出版。船乗りの父を海で失った少年が不思議な体験を経て、一

歩大人に成長する姿を描いたヒューマン・ファンタジー。 

 

 

◇ 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。 

 

【文学】 

16 青春の門  望郷篇〔下〕 

五木 寛之（いつき ひろゆき）著    6 時間 17 分  
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1980 年出版。屈辱感と無力感にさいなまれ帰郷した信介を待っていた

のは、変わり果てた筑豊の姿だった。第５部、下巻。 

 

17 A 青龍の剣 〔下〕 

高木 彬光（たかぎ あきみつ）著    6 時間 14 分  

1985 年出版。物語はいよいよ佳境へ。青龍の剣をめぐる土浦藩土屋家

十万石のお家騒動を描く伝奇時代長編作。 

 

18 ＴＵＧＵＭＩ（つぐみ） 

吉本 ばなな（よしもと ばなな）著    5 時間 16 分  

1989 年出版。少女から大人へと移りゆく季節の、二度とかえらないき

らめきを描く、切なく透明な物語。第２回山本周五郎賞受賞。 

 

19 積木くずし ～親と子の二百日戦争～ 

穂積 隆信（ほづみ たかのぶ）著    5 時間 56 分  

1982 年出版。非行少女として転落していった中学生の娘が、両親とと

もに苦しさを乗り越え更生していくまでをつづる手記。 

 

 

◇ 厚労省委託・寄贈録音図書 ◇ 

 

【自然科学】 

20 鍼灸と湯液（とうえき）の症例１００選 

池田 政一（いけだ まさかず）著    8 時間 45 分  

2016 年出版。１００の症例を取り上げて、主訴、問診、鍼と煎じ薬に

よる治療、考察、余話を収録。治療雑話も掲載する。 
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【文学】 

21 見る・知る・味わう「百人一首」手帖 

吉海 直人（よしかい なおと）監修    4 時間 52 分  

2014 年出版。百人一首を美しいかるたとともに手軽に味わえる本。歌

の意味や作者などを紹介する。当時の貴族の生活様式や生き方も説明。 

マルチメディアデイジー。 

 

次に紹介する厚生労働省委託録音図書は、２０１８年度青少年読書感

想文全国コンクール課題図書です。 

 

【歴史】 

22 森のおくから ～むかし、カナダであったほんとうのはなし～ 

レベッカ・ボンド 作 

もりうち すみこ 訳    44 分  

2017 年出版。深い森に囲まれた湖のほとりに住んでいるアントニオ。

ある夏、山火事が起きた時アントニオの目の前で思いもよらないことが。 

 

【産業】 

23 千年の田んぼ ～国境の島に、古代の謎を追いかけて～ 

石井 里津子（いしい りつこ）著    4 時間 24 分  

2017 年出版。秘境の離島に日本最古の田んぼ？ いったい誰が？ な

んのために？ 

 

【芸術．美術】 

24 がっこうだってどきどきしてる 

アダム・レックス 文  クリスチャン・ロビンソン 絵 

なかがわ ちひろ 訳                      35 分  

2017 年出版。ぴかぴかの新しい学校といっしょに、どきどきして、切

なくなって、笑える絵本。 
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25 すごいね！みんなの通学路 ～世界に生きる子どもたち～ 

ローズマリー・マカーニー 文   

西田 佳子（にしだ よしこ） 訳     35 分  

2017 年出版。世界中の子どもたちはどうやって通学しているの？ 

学校に通う子どもたちの姿をとらえた写真絵本。 

 

26 なずずこのっぺ？ 

カーソン・エリス さく   

アーサー・ビナード 訳     39 分  

2017 年出版。「なずずこのっぺ？（なにこれ？）」「わっぱどがららん

（さっぱりわからん）」不思議なオリジナル言語「昆虫語」で綴る絵本。 

 

27 ルラルさんのだいくしごと 

いとう ひろし 作    29 分  

2017 年出版。ルラルさんの大工仕事の腕前はなかなかのもの。今日の

仕事は、屋根の修理。ところが、屋根からおりようとしたら…。 

 

【文学】 

28 きみ、なにがすき？ 

はせがわ さとみ 作    39 分  

2017 年出版。友だち思いが空回りするあなぐまが、優しい言葉に救わ

れるお話。 

 

29 こんぴら狗（いぬ） 

今井 恭子（いまい きょうこ） 作 

いぬんこ 画                           8 時間 40 分  

2017 年出版。飼い主・弥生の病気が治るようお祈りするため、犬のム

ツキは江戸から讃岐の金毘羅さんまでお参りに出され…。 
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30 一〇五度（ひゃくごど） 

佐藤 まどか（さとう まどか）著    5 時間 41 分  

2017 年出版。椅子デザイナーを目指す少年の、熱い夏の物語。 

 

31 レイナが島にやってきた！ 

長崎 夏海（ながさき なつみ） 作 

いちかわ なつこ 絵                   2 時間 21 分  

2017 年出版。里子として島にやってきたレイナと島の子どもたちの素

敵なお話。 

 

32 最後のオオカミ 

マイケル・モーパーゴ 作 

はら るい 訳 

黒須 高嶺（くろす たかね）絵    1 時間 44 分  

2017 年出版。孤児であり逃亡者であるという運命で結ばれた、オオカ

ミと少年の友情と別れの物語。 

 

33 ぼくとベルさん ～友だちは発明王～ 

フィリップ・ロイ 著 

櫛田 理絵（くしだ りえ） 訳    6 時間 29 分  

2017 年出版。賢いが読み書きのできないエディと、発明家のベル。 

エディとベルの友情の物語。 

 

34 わたしがいどんだ戦い１９３９年 

キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー 作 

大作 道子（おおさく みちこ） 訳    9 時間 46 分  

2017 年出版。２度目の世界大戦さなかのロンドン。自分らしく生きる

ために戦う少女と、彼女をあたたかく包む村の人たちを描く。 
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35 いのちは贈りもの ～ホロコーストを生きのびて～ 

フランシーヌ・クリストフ 著 

河野 万里子（こうの まりこ） 訳    6 時間 59 分  

2017 年出版。６歳から１２歳まで、ナチスドイツによるユダヤ人迫害

（ホロコースト）を経験した著者による手記。 

 

 

あんな本こんな本（官能小説） 

36 ひめごと万華鏡 

乃坂 希（のさか のぞむ）著     6 時間 38 分 

 

 

◇ 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７月１日～平成３０年７月２２日放送分収録）  

・平成３０年７月１日 ・・・・・・・・・・・・担当：板橋 和幸 

 「素敵な歌詞を紹介」       

 

・平成３０年７月８日   ・・・・・・・・・・・担当：秋田 修 

 「行ってきましたよ、最北端の地へ 前編」            

 

・平成３０年７月１５日・・・・・・・・・・・担当：秋田 修 

 「行ってきましたよ、最北端の地へ 後編」    

 

・平成３０年７月２２日  ・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次 

 「みんなで体験 軽スポーツ３種目」  
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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。） 

 

【歴史】 

１ A あおもり歴史トリビア  

第１１集（２０１５年１月９日～３月２７日） 

青森市市史編さん室 著    １冊 

2017 年出版。青森市市史編さん室が、青森の歴史や民俗、自然などに

関する様々な話題を、季節に応じたトピックなどをまじえて紹介する

「あおもり歴史トリビア」メールマガジンをまとめたもの。 

 

２ A あおもり歴史トリビア  

第１２集（２０１５年４月３日～６月２６日） 

青森市市史編さん室 著    １冊 

 

３ A あおもり歴史トリビア  

第１３集（２０１５年７月３日～９月２５日） 

青森市市史編さん室 著    １冊 

 

４ A あおもり歴史トリビア  

第１４集（２０１５年１０月２日～１２月２５日） 

青森市市史編さん室 著    １冊 

 

５ A あおもり歴史トリビア  

第１５集（２０１６年１月８日～３月２５日） 

青森市市史編さん室 著    １冊 
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６ A あおもり歴史トリビア  

第１６集（２０１６年４月１日～６月２４日） 

青森市市史編さん室 著    １冊 

 

７ A あおもり歴史トリビア  

第１７集（２０１６年７月１日～９月３０日） 

青森市市史編さん室 著    １冊 

 

８ A あおもり歴史トリビア  

第１８集（２０１６年１０月７日～１２月１６日） 

青森市市史編さん室 著    １冊 

 

【社会科学】 

９ 東北のしきたり 

鈴木 士郎（すずき しろう）著 

岡島 慎二（おかじま しんじ）著     ３冊 

2017 年出版。結婚式の引き出物は布団が常識、お盆は墓の前で花火を

上げる。東北地方に残る、日々の生活の中の珍しいしきたりを取り上げ、

その由来や成り立ち、変化の過程を紹介する。 

 

10 死者と先祖の話 

山折 哲雄（やまおり てつお）著     ３冊 

2017 年出版。日本人は死をどのように受け止め、死者を供養してきた

のか。日本古来の信仰や死生観を見つめ直す。 

 

【自然科学】 

11 A 青森短命県脱出計画 

田村 亨（たむら とおる）著     ３冊 
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2018 年出版。病気の概念・発生理由、健康診断・がん治療の問題点な

どを検討し、青森県民や行政機関がすることをまとめる。 

 

【芸術．美術】 

12 鬼才伝説 ～私の将棋風雲録～ 

加藤 一二三（かとう ひふみ）著     ４冊 

2018 年出版。１４歳でプロ棋士となり、若き新鋭との激戦を繰り広げ

た加藤一二三。鬼才棋士との激動の対局を振り返る。 

 

【文学】 

13 凶犬の眼 

柚月 裕子（ゆづき ゆうこ）著     ５冊 

2018 年出版。ヤクザの〈仁義なき戦い〉と警察小説が融合した『孤狼

の血』シリーズ第 2 弾。 

 

14 満月の娘たち 

安東 みきえ（あんどう みきえ）著     ３冊 

2017 年出版。中学生のあたしと、オカルトマニアで女子力の高い美月

ちゃん。ある日、男子と３人で近所の幽霊屋敷へ肝試しに。 

 

15 A 妖精のスープ 

髙森 美由紀（たかもり みゆき）著 

井田 千秋（いだ ちあき）絵     ２冊 

2017 年出版。学校や家で居場所がないと感じている春香は、ある日、

森で妖精のようなおばあさんを見かける。 

 

16 A 寺山修司コレクション〔２〕 ～毒薬物語全詩集～ 

寺山 修司（てらやま しゅうじ）著     ３冊 
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1992 年出版。寺山修司のポエムワークの壮大さを物語る７冊分の言葉

の実験と遊戯を集大成した。 

 

17 真冬のマカロニチーズは大問題！  秘密のお料理代行〔２〕 

ジュリア・バックレイ著 

上条 ひろみ（かみじょう ひろみ）訳     ５冊 

2017 年出版。クリスマスは料理代行の注文が殺到して大忙し。配達の

途中に出会ったサンタと言葉を交わし別れると、その直後に銃声が…。 

 

 

◇ 厚労省委託・寄贈点字図書 ◇ 

 

【社会科学】 

18 自殺対策白書（概要版） 平成２９年版 

厚生労働省 編      ２冊 

2017 年出版。我が国における自殺の現状、自殺対策の基本的な枠組み、

「自殺対策に関する意識調査」について解説するとともに、平成２８年

度に講じた自殺対策の実施状況の概要をまとめる。 

 

19 高齢社会白書（概要版） 平成２９年版  

内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 編        ２冊 

2017 年出版。我が国の高齢化の状況等を分析するとともに、平成２８

年度に政府が講じた高齢社会対策の実施状況及び平成２９年度に講じ

ようとする対策の概要をまとめる。 

 

【自然科学】 

20 食育白書（概要版） 平成２９年版 

農林水産省 編      ２冊 
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2017 年出版。食育をめぐる生産や消費、食生活の動向と食育の推進等

について解説するとともに、平成２８年度に講じた、食育推進施策の概

要をまとめる。 

 

【産業】 

21 交通安全白書（概要版）  平成２９年版  

内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 編        ３冊 

2017 年出版。陸上、海上及び航空の分野ごとに、平成２８年度の交通

事故の状況及び交通安全施策の現況、平成２９年度の交通安全施策の計

画の概要をまとめる。 

 

【文学】 

22 日本昔ばなし３ とら猫とおしょうさん 

小澤 俊夫（おざわ としお）再話      １冊 

2016 年出版。ある貧乏寺の和尚さんは、とら猫を「とら」と呼び、か

わいがっていました。ある日、古寺で猫が歌い、踊っているのを見つけ。 

 

23 日本昔ばなし４ 仙人のおしえ 

小澤 俊夫（おざわ としお）再話      １冊 

2016 年出版。あるところに、目の見えない母親と暮らす、親孝行の若

者がいました。母の目を治すため、仙人を探す旅に出かけましたが・・。 

 

24 日本昔ばなし５ うらしまたろう 

小澤 俊夫（おざわ としお）再話      １冊 

2016 年出版。子どもたちにいじめられていたカメを助けたたろう。そ

のお礼にと竜宮城へ招待され、楽しい時間を過ごしますが・・・。 

 

25 狐霊の檻（こりょうのおり）  

廣嶋 玲子（ひろしま れいこ）作      ３冊 
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2017 年出版。囚われた狐霊あぐりこを千代は助け出そうとする。二人

は無事に逃げ出すことができるのか。 

 

26 見る・知る・味わう「百人一首」手帖 

吉海 直人（よしかい なおと）著     ２冊 

2014 年出版。百人一首を美しいかるたとともに手軽に味わえる本。歌

の意味や作者などを紹介する。当時の貴族の生活様式や生き方も説明。 

 

 

あんな本こんな本（官能小説） 

27 さよなら未亡人 

草凪 優（くさなぎ ゆう）著      ３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 

・にってんブレイル ・・・・・・・・・・・・日本点字図書館 発行 

・広報あおもり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・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 
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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。 
 

 少し前ですが、「青森県の怪談」をサピエからダウンロードして読み 

ました。私はこの種のネタも好きなので、一気に読んでしまいました。

読んだのが夏だったこともあり、少しは冷房の電気代の節約になった 

でしょうか？ 

また、最近は「箱根駅伝」の図書（情報センターが点訳されたものを

点字データで読みました。）お正月青森の実家に帰省して、家族で箱根

駅伝をテレビ観戦するのが楽しみです。図書を読んだことで、観戦の楽

しみの幅が広がりそうです。 

 

「青森県の怪談」     北 彰介（きた しょうすけ）編 

点字 ３冊 ／ カセット ５巻 ／ デイジー 4 時間 30 分 

「箱根駅伝 ～襷をつなぐドラマ～」      

酒井 政人（さかい まさと）著 

点字 ３冊 ／ デイジー 5 時間 16 分 
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５ サピエ図書館人気図書ランキング 

 
 サピエ図書館で、７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 げんげ ～新・酔いどれ小籐次〔10〕～ 

佐伯 泰英 著     7 時間 17 分 

２位 ｉＰｈｏｎｅ芸人かじがや卓哉のスゴいｉＰｈｏｎｅ 

～超絶便利なテクニック１２３～       

かじがや 卓哉 著      6 時間 30 分 

３位 万引き家族         是枝 裕和 著     13 時間 59 分 

 

【点字図書】 

１位 アキラとあきら           池井戸 潤 著       ８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  万引き家族              是枝 裕和 著       ３冊 

 

 

おまけの図書情報◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀ 

「万引き家族」 

是枝裕和監督が、家族ぐるみで軽犯罪を重ねる一家の姿を通して、人

と人とのつながりを描いたヒューマンドラマ。 

映画は 2018 年・第 71 回カンヌ国際映画祭のコンペティション部

門に出品され、日本映画としては 1997 年の「うなぎ」以来 21 年ぶ

りとなる、最高賞のパルムドールを受賞しました。 

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 
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６  ９月のカレンダー 
 

・施設見学・点字教室（黒石市六郷小） ・・・・・・・・・・・3 日（月） 

・音訳奉仕員養成講習会（弘前市） 

・・・・４日、11 日、18 日、25 日（火） 

・点訳奉仕員養成講習会（黒石市）  

・・・・５日、12 日、19 日、26 日（水） 

・目の見えない方、見えにくい方のための福祉展（八戸市）  

・・・・・・・・・・・・・・ 8 日（土） 

・視覚障害者サポート研修会（青森市）・・・・・・・・ 12 日（水） 

・点訳奉仕員地域研修会（黒石市）・・・・・・・・・・ 11 日（火） 

・第４８回東北・新潟・北海道ブロック点字図書館等連絡協議会 

点訳部会（新潟県）に職員１名参加・・・・13 日（木）、14 日（金） 

・施設見学・点字教室（黒石市中郷小）・・・・・・・・・・・14 日（金） 

・図書選定委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 日（木） 

・特別支援学校新任者研修・・・・・・・・・・・・・・・20 日（木） 

・図書整理日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 日（金） 

 


