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１ センターからのお知らせ

（１）図書目録２０１９年度版ができました

当センターで２０１９年度に所蔵した図書の目録ができました。種類

は、点字版、墨字版、デイジー版があります。目録には、書名、著者名、

点字図書は冊数、デイジー図書は時間数を記載しています。

「青い森通信」に掲載している「新刊案内」と重複するため全利用者へ

の配布はしませんが、１年分まとまったものを希望する方は当センター

までご連絡ください。１人１種類に限り無料でさしあげます。

なお、デイジー版はサピエ図書館に登録しています。ご活用ください。

（２）住所等の変更をお知らせください

図書の貸出はほとんどが郵送で行っています。また、毎月、「青い森通

信」を発行して、皆さんに情報をお知らせしています。引っ越しなどで住

所・氏名・電話番号などが変更になった場合は、当センターまでご連絡く

ださるようお願いします。

（３）「ニポラチャンネル」をご存じですか？

日本ライトハウス情報文化センターでは、YouTube で「ニポラチャン

ネル」を開設しています。このチャンネルでは、職員の松本一寛さん（全

盲）が、画面を提示しながら、iPhone の基本設定や基本操作、アプリな

どを紹介しています。

また、拡大読書器などの関連機器、グッズの使い方の説明、白杖の使い

方なども配信しています。どうぞご活用ください。

※検索サイトか YouTube で「ニポラチャンネル」と入れて検索して

ください。
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２ 新刊録音図書の紹介

図書番号・書名・著者名・時間数・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。）

【自然科学】

1 看護師・介護士が知っておきたい高齢者の解剖生理学

～気持ちに寄り添う仕事をするための実践知識～

野溝 明子（のみぞ あきこ）著   15時間23分

2014年出版。お年寄りの「体」がわかると「心」もわかる！体のしく

みと老いによる変化、高齢者の体の不調の見つけ方・対処法、お年寄り

に多い病気など、高齢者に特徴的な医学の基礎知識を紹介する。

【文学】

2 駅に泊まろう！

豊田 巧（とよだ たくみ）著   5時間26分

2020年出版。ブラックすぎる居酒屋を辞めた桜岡美月は、東京駅から

新幹線のグランクラスに乗り、北海道を目指す。亡き祖父から譲り受け

たコテージのオーナーとしての新生活が待っているはずが、そこは超ロ

ーカル駅の古ぼけた駅舎で…。

３ 彼らは世界にはなればなれに立っている

太田 愛（おおた あい）著   13時間3分

2020年出版。〈始まりの町〉の初等科に通う少年トゥーレ。ドレスの

仕立てを仕事にする母は、〈羽虫〉と呼ばれる存在。誇り高い町の住民

は、他所から来た人を羽虫と蔑み、差別していた…。
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4 くれないの虹 ～靖国に佇む妻～

佐藤 悦男（さとう えつお）著   8時間49分

2019年出版。靖国神社の奥まった一画にある神池に佇む老女は、特攻

に散った夫と不思議な会話を続ける。戦後を生き抜いた彼女の半生を描

く。

5 高座のホームズみたび 昭和稲荷町らくご探偵 3

愛川 晶（あいかわ あきら）著   8時間32分

2019年出版。佃家花蔵が高座で口演中、酔客に左眼を殴打され、廃業

の危機に。佃家伝朝と梅蔵は、弟弟子の援助を誓うが、伝朝が命を狙わ

れ…。座布団探偵、八代目林家正蔵の推理が冴える！

6 芝浜の天女 ～高座のホームズ～ 昭和稲荷町らくご探偵 4

愛川 晶（あいかわ あきら）著   8時間49分

2020年出版。美しく、質素で健気な若妻の笑顔の裏に隠された秘密と

は？落語が大人気だった昭和50年代。女に金に、そして芸の道を悩め

る噺家たちが、探偵・林家正蔵（のちの彦六）の住む長屋へとやってき

て…。

7 A 黒魔王（こくまおう）

高木 彬光（たかぎ あきみつ）著   9時間56分

2020年出版。富豪の娘探しから始まった怪事件。没落した旧財閥、宝

石商、服飾デザイナーを巻き込む怪人〈黒魔王〉の野望とは…。幻の長

編を復刊。

8 その果てを知らず

眉村 卓（まゆむら たく）著   8時間7分

2020年出版。ＳＦ黎明期、そして未来…。今から60年以上前、文芸

の道を志し、ＳＦ同人誌等に作品を投稿し始めた会社員の浦上映生。会

社員を続けながらの執筆はどのように続いていったのか。日本ＳＦ第一

世代として活躍した眉村卓の遺作。
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9 A 月はまた昇る

成田 名璃子（なりた なりこ）著   8時間37分

2020年出版。保育園がないなら、つくっちゃえ！出産後すぐに職場復

帰するはずが、まだ保育園が見つからない彩芽。ＳＮＳのオフ会で知り

合った、保育園に落ちた仲間2人を巻き込み、人生をかけたプロジェク

トがはじまった…。

10 A 東京近江寮食堂 青森編 明日は晴れ

渡辺 淳子（わたなべ じゅんこ）著   6時間50分

2020年出版。東京近江寮食堂は本日も大賑わい。新人バイト・睦美の

出身地、青森のご当地料理が好評なのだ。そんな中、息子の偏食を直し

たいという子連れ客・絵美里のために、妙子たちは特別なメニュー作り

を思い立つのだが…。

11 ふしぎ荘で夕食を ～幽霊、ときどき、カレーライス～

村谷 由香里（むらたに ゆかり）著   6時間59分

2019年出版。平凡な大学生・浩太が暮らす深山荘は、四畳半・夕食付

きで家賃4万5千円。オンボロな外観のせいか“幽霊が出る”という噂

があるが、住人たちは全く気にしない。彼らは、悲しい過去を持つ幽霊

ですら、温かく食卓に迎え入れ…。

12 死亡通知書 暗黒者   周 浩暉（しゅう こうき）著

稲村 文吾（いなむら ぶんご）訳   16時間28分

2020年出版。2002年、省都Ａ市で予告殺人を繰り返す〈エウメニデ

ス〉から挑戦を受けた刑事、羅飛（ルオ・フェイ）。さらなる犯行を食

い止めるべく奔走する羅飛だが、それは18年前の警察学校生爆殺事件

の底知れぬ暗黒と相対することでもあった…。
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◇厚労省委託・寄贈録音図書 ◇

【社会科学】

13 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～

福岡 寿（ふくおか ひさし）著   7時間45分

2018年出版。障害者福祉の現場で30年間活動してきた著者が、相談

支援専門員の基本となる考え方や、これからの現場を担うプレイヤーの

資質とマインドについて語る。

◇マルチメディアデイジー図書◇

デイジー再生機では音声デイジーとして利用できます。パソコンで再生

ソフトを使用すると、文字・画像・音声が同時に再生されます。

【芸術．美術】

14 歌川国芳

歌川 国芳（うたがわ くによし）画 ほか   2時間16分

1998年出版。幕末に活躍した浮世絵師・歌川国芳。豊かな想像力で描か

れた彼の作品と、その画業を解説する。

15 竹久夢二

竹久 夢二（たけひさ ゆめじ）画 ほか   1時間56分

1996年出版。多くの美人画を残した画家・竹久夢二。大正ロマン溢れる

彼の作品と、その画業を解説する。

16 スーラ       スーラ 画 ほか   1時間41分

1974年出版。新印象派の画家・スーラ。「点描」という技法を確立した

彼の作品と、その画業を解説する。

17 ルオー       ルオー 画 ほか   1時間52分

1976年出版。フランスの画家、ルオー。キリスト教を主題とした作風が

多い彼の作品と、その画業を解説する。
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18 レジェ       レジェ 画 ほか   2時間11分

1976年出版。フランスの画家、レジェ。キュビスムから独自の様式を築

いた彼の作品と、その画業を解説する。

19 ロートレック   

ロートレック 画 ほか   1時間52分

1975年出版。フランス出身でポスト印象派の代表的な画家、ロートレッ

クの作品と、その画業を解説する。

【言語】

20 えほん こどもにほんご学 4

だれが主役かのえほん「どっちがどっち？」

安部 朋世（あべ ともよ）ほか 文，絵   52分

2018年出版。猫がねずみを追いかけた。ねずみが猫に追いかけられた。

視点によって言い方は変わります。具体的な物語を通して文法について

学べます。解説のページも掲載。

【文学】

21 古事記 わたしの古典 －これだけは読みたい－

与田 凖一（よだ じゅんいち）文 ほか   3時間12分

2009年出版。神話や伝説など、古い氏うじに語り伝えられていた貴重な

言い伝えをもとにした「古事記」。日本の代表的な古典作品を、子どもに

もわかるよう現代の言葉で生き生きと再現する。巻末に解説付き。

あんな本こんな本（官能小説）

22 奥さまの胸で泣かせて…

橘 真児（たちばな しんじ）著   6時間26分
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◇ 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ＣＤ 1 枚

（２０２１年１月１０日～２０２1 年１月 3１日放送分収録）

・２０２１年１月１０日  ・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次

「受けてよかった健康チェック＆チャレンジ」

・２０２１年１月１７日 ・・・・・・・・・・担当：板橋 和幸

「音楽ユニット ラビッツ   ゲスト：服部こうじ・大江貴子」           

・２０２１年１月２４日 ・・・・・・・・・・担当：小田垣 妙子

「コロナ禍と大雪」           

・２０２1 年１月 3１日 ・・・・・・・・・・・・担当：板橋 和幸

「わが人生を語る 初めて買ったレコード」

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。）

【総記】

1 A 少年少女のための津軽俗説選

  弘前図書館かたりべ双書 第1集

弘前市立弘前図書館 編   2冊

1982年出版。天明６年から寛政９年にかけて弘前の商人によって書か

れた津軽の俗説から、35話を選び児童向けに書いたもの。



9

【哲学】

2 １分自己肯定感 ～一瞬でメンタルが強くなる33のメソッド～

        中島 輝（なかしま てる）著   3冊

2020年出版。今すぐに自分を変えるには、毎日「1分」自己肯定感を

高める時間をとること。「自己肯定感」のメンテナンスを行い、失敗を

成功につなげるサイクルをつくる。

【歴史】

3 A あおもり歴史トリビア 第23集

（2019年1月4日～6月28日）

青森市民図書館歴史資料室 著   1冊

2020年発行。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。

4 A あおもり歴史トリビア 第24集

（2019年7月5日～12月27日）

青森市民図書館歴史資料室 著   1冊

2020年発行。

5 A 小・中学生のための弘前城の石垣と天守閣のお話

田澤 正（たざわ ただし）著   1冊

2020年出版。長年、古文書解読を通して歴史を学んできた９０歳を超

える弘前市の郷土史家が、弘前城をわかりやすく語る。郷土への理解を

深めるため、大人にも読んでほしい１冊。
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【社会科学】

6 ＃（ハッシュタグ）あなたを幸せにしたいんだ

～山本太郎とれいわ新選組～

山本 太郎（やまもと たろう）ほか 著   3冊

2019年出版。永田町で旋風を巻き起こしている「れいわ新選組」の山

本太郎代表が、党立ち上げの経緯、常識破りの選挙戦の舞台裏、注目の

「次なる一手」を綴る。さらに、参院選の候補者全員のベストスピーチ

とロングインタビューも収録する。

7 あおいけあ流介護の世界 ～お年寄りも家族もスタッフも

ご近所さんもみんな嬉しい・楽しい・次世代介護スタイル！～

これからの日本の医療・介護の話をしよう シリーズ 2

森田 洋之（もりた ひろゆき）ほか 著   2冊

2016年出版。爺ちゃん婆ちゃんが輝いてる！職員がほとんど辞めな

い！施設で職員の結婚式も！辛い・暗いの介護のイメージをくつがえす

「あおいけあ」流介護の世界。まさにこれが目からウロコの次世代介護

スタイル。

【自然科学】

8 絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理

大谷 義夫（おおたに よしお）著   2冊

2019年出版。「絶対に休めない」多忙な医師が実際に行っている体調

管理法とは。起床から就寝までを時間ごとに公開し、体調不良にならな

い食事術を紹介。やってはいけない習慣や、短時間でも効果的な運動な

どにも触れる。
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【芸術．美術】

9 Ａ 定本山のミステリー ～異界としての山～

工藤 隆雄（くどう たかお）著   3冊

2020年出版。山とは即ち異界なり…。「窓辺に座っていた幽霊」「浮か

び上がる遭難遺体」「死者を悼むリス」など、山小屋の主人や登山者た

ちが経験した、この世の現象とは思えない奇妙な56の実話を収録す

る。

【文学】

10 中年危機   河合 隼雄（かわい はやお）著   3冊

2020年出版。中年期になると人は「何かが足りない」と不可解な不安

に駆られる。夏目漱石、大江健三郎など、日本文学の名作12編を読み

解き、登場する中年たちの心の深層を探る。

11 海の上の美容室   仲野（なかの）ワタリ 著   4冊

2020年出版。職場で自分の居場所を見失っていた明。新天地を目指

し、クルーズ船の美容室のスタッフとして航海に出た彼女は、プロフェ

ッショナルでユニークな仲間や、それぞれに事情を抱えたゲストたちと

触れ合い…。爽快お仕事小説。

12 A 黒木魔奇録   黒木（くろき）あるじ 著   3冊

2018年出版。黒木あるじによる、戦慄冴えわたる新シリーズが始動。

何ヶ月か先に聞こえるはずの音が聞こえる「予音」、撮影中に起きた奇

妙な出来事を記した「看黒」と「看える」など、全47話を収録。

13 婚活食堂 2

山口 恵以子（やまぐち えいこ）著   3冊

2019年出版。四谷のおでん屋「めぐみ食堂」の女将・恵は、元・人気

占い師だったがその力を失い、今は“男女の縁”が見えるように。常連

客の悩み相談に乗るうちに、思わぬ騒動に巻き込まれて…。レシピも掲

載。
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14 コンフィデンスマンＪＰ プリンセス編

山本 幸久（やまもと ゆきひさ）小説 ほか   4冊

2020年出版。世界有数の大富豪・フウ家の10兆円の遺産を、謎の隠

し子「ミシェル」が相続するらしい。ダー子、ボクちゃんらコンフィデ

ンスマン（信用詐欺師）の3人も華麗にゲームを仕掛けるが…。2020

年公開映画の脚本を小説化。

15 そこにはいない男たちについて

井上 荒野（いのうえ あれの）著   3冊

2020年出版。愛する夫を喪った女と、夫が大嫌いになった女。おいし

い料理教室を舞台にした、ふたりの“妻”の孤独と冒険の物語。

16 A 津軽龍飛崎殺人紀行 私立探偵・小仏太郎 13

梓 林太郎（あずさ りんたろう）著   4冊

2019年出版。桑畑と名乗る83歳の男性の希望で、長崎の観光地へ同

行した私立探偵・小仏太郎。だが、その旅から帰った直後、桑畑は青

森・津軽半島の竜飛崎の草むらで死体となって発見された。彼が竜飛崎

へと向かった背景には女の影が…。

17 ふたりの花見弁当 食堂のおばちゃん 4

山口 恵以子（やまぐち えいこ）著   3冊

2018年出版。姑の一子と嫁の二三に手伝いの万里の3人で営む「はじ

め食堂」。その常連客のひとり三原が、一子たちをお花見に招待したい

という。一子は家族と親しい人を誘って出かけるが…。巻末にレシピ付

き。
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18 A 遍路の果てに   古川（こがわ）きょう 著   2冊

2020年出版。四国を死地と定め、蔑視と迫害を一身に受け、命の尽き

るまで四国の巡礼を続けた「ハンセン病」患者。遍路歴20年超の歯学

博士が描破する近代の闇。

19 ゆきうさぎのお品書き 9 風花舞う日にみぞれ鍋

小湊 悠貴（こみなと ゆうき）著   3冊

2020年出版。季節はめぐり3月。碧の大学卒業が近づき、勤務先とな

る学校では研修が始まった。ある日、帰宅すると父親のつくった肉じゃ

がが食卓に。「ゆきうさぎ」のレシピでつくったそれを食べながら、碧

はある報告をする…。

20 虜囚の犬    櫛木 理宇（くしき りう）著   5冊

2020年出版。元家裁調査官の白石がかつて担当した少年・治郎が安ホ

テルで死体となって発見された。警察が彼の自宅を訪ねると、そこには

監禁・虐待された女性が…。史上最悪の監禁犯を殺したのは誰？

21 お母さんの昔語り

辺見 綾子（へんみ あやこ）著   2冊

2020年出版。幼少期の自伝と、家族のエピソードを通して、明治・大

正時代・昭和初期を生きた市井の人々の暮らしをまとめた資料としても

貴重なエッセイ。

22 森の文学館 ～緑の記憶の物語～

和田 博文（わだ ひろふみ）編   5冊

2020年出版。人の心の奥にある根源的な存在としての森を語る宮崎

駿、森に住む不思議な存在の物語を紡ぐ佐藤さとるや倉本聰、都会の中

に森を幻視する稲葉真弓…。森という魅惑のトポスで生まれた珠玉の

37篇。
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◇厚労省委託・寄贈点字図書◇

【社会科学】

23 ヒロシマをのこす

～平和記念資料館をつくった人・長岡省吾～

佐藤 真澄（さとう ますみ）著   2冊

2018年出版。全世界から人々が訪れる「広島平和記念資料館（原爆資

料館）」。原爆のむごさを今に伝え、「ノーモア・ヒロシマ」を静かに訴

えかけるその博物館の誕生秘話と、初代館長の知られざるエピソードを

紹介する。

24 国籍の？がわかる本

～日本人ってだれのこと？外国人ってだれのこと？～

木下 理仁（きのした よしひと）著 ほか   1冊

2019年出版。ハーフのひとの国籍はどうなるの？「日本人」力士と

「日本出身」力士の違いって？ひとに聞いてもよくわからない「○○

人」と「国籍」をめぐる疑問に答える本。

25 おいしく世界史

   庭乃 桃（にわの もも）著   2冊

2017年出版。バターやチーズ、スパイスに旬の野菜など、ヨーロッパ

各国の様々な食材・料理をもとに、ヨーロッパの食の背景を紐解いてい

きます。レシピも掲載。

【技術．工学】

26 ふしぎなカビ オリゼー

～千年の物語 和食をささえる微生物～

竹内 早希子（たけうち さきこ）著   1冊

2018年出版。日本にしかいないふしぎな微生物「オリゼー」は、み

そ、しょうゆなど、和食の調味料の発酵に欠かせない存在として日本人

の日常に寄りそい続けてきた。オリゼーを守ることで、日本の伝統を守

って来た人たちを紹介する。
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【文学】

27 ビーザスといたずらラモーナ（改訂新版）

ゆかいなヘンリーくん ４  ベバリイ・クリアリー 作

松岡 享子（まつおか きょうこ）訳   2冊

2009年出版。9歳の女の子ビーザスの悩みのたねは、妹のラモーナ。

ラモーナはどうして、こんなにやんちゃでいたずらっこなのか。ビーザ

スはやりきれなく思うのですが…。

28 ケンタウロスのポロス   ロベルト・ピウミーニ 作

長野 徹（ながの とおる）訳   2冊

2018年出版。舞台は古代ギリシャ。孤独な若きケンタウロスのポロス

は、英雄ヘラクレスに出会い、英知を得るための旅に出る…。ギリシャ

神話を元にした「行きて帰りし物語」。

あんな本こんな本（官能小説）

29 ふたりの女子アナ

柏木 春人（かしわぎ はるひと）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

・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 今月のトピックス

全国の書店員が、今一番読んでほしい本を選ぶ「本屋大賞」。4月中

旬の大賞発表の前に、昨年のノミネート作品等より一部ご紹介します。

尚、製作館名は、サピエ図書館の略称に基づいています。

線は、僕を描く   砥上 裕將（とがみ ひろまさ）著

5冊  千葉点図 ／ 9時間15分  滋賀視障セ

2019年出版。両親を事故で失い、喪失感の中にあった大学生の霜介

は、バイト先で水墨画の巨匠・篠田湖山と出逢った。なぜか湖山に気に

入られた彼はその場で内弟子にされてしまうが、湖山の孫・千瑛は、そ

れに反発し…。

店長がバカすぎて   早見 和真（はやみ かずまさ）著

4冊  神奈川ラ ／ 7時間31分  福井視情セ

2019年出版。谷原京子、契約社員、時給998円。店長が、小説家が、

弊社の社長が、営業がバカすぎて「マジ辞めてやる！」でも、でも…。

本を愛する書店員の物語。

むかしむかしあるところに、死体がありました。

青柳 碧人（あおやぎ あいと）著

４冊  川崎情セ ／ 7時間12分  京ラ情ス

2019年出版。お姫様を鬼から守った一寸法師。打ち出の小槌で大きく

なった彼は、ある計画を心に秘めていて…。「一寸法師の不在証明」を

はじめ、日本の昔ばなしを、密室などミステリのテーマで読み解く作品

集。
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アーモンド   ソン・ウォンピョン 著

矢島 暁子（やじま あきこ）訳

４冊  宮崎視障 ／ 7時間24分  日赤北海道

2019年出版。アーモンド（扁桃体）が人より小さく、怒りや恐怖を感

じることができないユンジェ。彼の前にもうひとりの“怪物”が現れて

…。他人の感情がわからない少年と、物心もつかないうちに親とはぐれ

た不良少年、2人の成長物語。翻訳小説部門1位受賞。

以上、貸出ご希望の方は、貸出係へお問い合わせください。    

５ サピエ図書館新着図書の紹介

サピエ図書館の新着完成図書（2021年2月17日から2021年2月

23日）より、一部ご紹介します。

【デイジー図書】

瞽女（ごぜ） 芸道の軌跡   

鈴木 昭英（すずき あきひで）著

6時間29分   新潟視情セ

2018年出版。平成30年、その活動に幕を閉じた瞽女文化を顕彰する会。

その会長を務め、また瞽女研究家の重鎮でもある鈴木昭英氏が瞽女文化

の特色やその歴史をまとめた1冊。
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日本史の新常識 ～昔の教科書とはこれだけ変わった！～

歴史ミステリー研究会 編   6時間4分  大分点図

2020年出版。仁徳天皇陵は仁徳天皇の墓、平安京は優雅で美しい都、江

戸城開城の立役者は勝海舟…。これらはすべてまちがいだった！近年の

研究や新たな資料の発見によってわかった「新常識」を核にした日本史を

わかりやすく解説する。

日本不思議旅行ガイド   にじゅうに編集部 編

3時間29分  宮城視情セ

1996年出版。生涯記憶に残る旅30。ありきたりの名所、旧跡巡りにあ

きたらないあなたに贈る日本再発見の一冊。本書は「生涯忘れえぬ体験」

とあなたの知らなかった「美しい日本」への予約切符です。

【点字図書】

ウルド昆虫記 バッタを倒しにアフリカへ

前野（まえの）ウルド 浩太郎（こうたろう）著

5冊  高知声点

2020年出版。弘前大学でも学んだ昆虫学者である著者が、バッタ被害を

食い止めるため単身サハラ砂漠に乗り込み、バッタと大人の事情を相手

に繰り広げた死闘の日々を綴る。「バッタを倒しにアフリカへ」の児童書

版。ルビや用語説明、新たなエピソードを追加。

武漢日記 ～封鎖下６０日の魂の記録～   方方（ほうほう）著

飯塚容（いいづか ゆとり）ほか 訳   7冊  川崎情セ

2020年出版。身近な人が次々と死んでいく悲惨な状況、食料品やマスク

の不足、医療現場の疲弊と焦燥…。新型コロナウイルス蔓延による1100

万都市・武漢の完全封鎖の渦中で女性作家が克明に記録し、実情を綴った

魂の記録。
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業平（なりひら） ～小説伊勢物語～

      髙樹（たかぎ）のぶ子 著   6冊  神戸点図

2020年出版。美麗な要望と色好みで知られる在原業平の一代記。千年前

から読み継がれる歌物語の沃野に分け入り、小説に紡ぐことで日本の美

の源流が立ち現れた。第48回泉鏡花賞受賞。

以上、貸出ご希望の方は、貸出係へお問い合わせください。

６ ４月のカレンダー

センター関連の行事等をお知らせします。

・図書選定委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１5 日（木）

・図書整理日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３0日（金）


