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１ センターからのお知らせ

（１）全国の新刊図書目録をご利用ください

青い森通信で紹介している図書以外にも、全国にはたくさんの図書が

あります。センターでは、全国の点字図書館、公共図書館で新しく製作さ

れた図書の目録を 1 か月に 1 度発行しております。

目録には、点字図書目録の点字版とデイジー図書目録のデイジー版が

あります。ご希望の方はセンターへお申込みください。

（２）ＮＨＫ障害福祉賞 体験記録を募集

ＮＨＫでは、障害福祉への関心や理解を広めるため、毎年、障害のある

人自身の体験記録や障害児者の教育・福祉の実践記録を募集しています。

みなさんも応募してみませんか。  

①募集部門と内容

  第 1 部門 障害者本人

  第 2 部門 障害のある人とともに歩んでいる人  

②応募規定  

・未発表の作品  

・8,000 字以内。点字の場合は、32 マス×450 行以内。

・自分で書くことが難しい場合は、代筆や口述筆記での応募でも

可。その場合は代筆者名も記入して下さい。  

・送付の際には所定の応募票を記入し、作品に貼付して下さい。  

・応募作品は返却されません。  

・作品は、郵送かホームページの応募フォームからご応募ください。

③応募締切 7 月 31 日（土曜日）  

④賞（２部門通じて）

最優秀賞 1 編（賞金 50 万円）

  優秀賞３編（賞金 20 万円）

  その他佳作、矢野賞などが送られます。
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⑤応募先、問い合わせ先

  ＮＨＫ厚生文化事業団「障害福祉賞」係

  電話 03-3476-5955（平日午前１０時から午後５時）

ホームページ https://www.npwo.or.jp/  

※過去の入選作品集がサピエ図書館にあります。貸出ご希望の方は、貸出

係へご連絡ください。

２ 新刊録音図書の紹介

図書番号・書名・著者名・時間数・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。）

【哲学】

1 たましいを癒すお祓いフィトセラピー

江原 啓之（えはら ひろゆき），

池田 明子（いけだ あきこ）著   5時間4分

2018年出版。植物には自然のエナジーがあります。「情緒が不安定」「め

まい」「胃もたれ」など、心と体の不調を祓う、フィトセラピー（植物療

法）によるアプローチを提案します。

2 わたしは愛される実験をはじめた。

浅田 悠介（あさだ ゆうすけ）著   6時間55分

2020年出版。冴えないアラサー女性の「ミホ」は、長らく付き合ってい

た彼氏にふられてしまう。途方に暮れたそのとき、「ベニコ」と名乗る謎

の女性と出会い、恋愛のいろはを学ぶことに…。読むだけで愛され女子に

なれる物語。
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3 A 行動瞑想 ～「窮屈な毎日」から自由になるヒント～

白取 春彦（しらとり はるひこ）著   6時間21分

2020年出版。「世の中の正しさ」が息苦しい人に向けて、人生の不安や

対人関係の悩みを消し去り、毎日を幸福感で充たす「悟り方」を伝授する。

【社会科学】

4 老いの落とし穴

遥 洋子（はるか ようこ）著   4時間12分

2020年出版。親の老後は、自分の老後の未来図。「〈子沢山だから老後は

安泰〉は間違い」「世間の物差しで生きると、死に際に後悔する」…。老

親を介護し、看取った著者が、その経験から後悔しない老後の迎え方を徹

底論考する。

【芸術．美術】

5 デス・ゾーン ～栗城史多のエベレスト劇場～

河野 啓（こうの さとし）著   11時間3分

2020年出版。彼はなぜエベレストに挑み続けたのか？滑落死は本当に

事故だったのか？凍傷で指を失いながら七大陸最高峰単独無酸素登頂を

目指した登山家・栗城史多の秘密に迫る。開高健ノンフィクション賞受

賞。

6 A 柔の道 ～斉藤仁さんのこと～

山下 泰裕（やました やすひろ）編   5時間4分

2020年出版。五輪で2度の金メダル。日本代表の監督を務め、54歳で

急逝した天才柔道家・斉藤仁。彼が歩んだ「柔の道」は受け継がれ、いま

もその歩みは続き…。日本を代表する柔道家や斉藤の家族が、様々な秘話

とともに溢れる思いを綴る。
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【文学】

7 癌病船 応答セズ

西村 寿行（にしむら じゅこう）著   7時間28分

2020年出版。確実な死を運ぶ恐るべきウイルスが、テロリストの情婦か

ら見つかった。だが感染確実と思われるテロリストはウイルスを撤きち

らしながら逃亡を続けており…。人類の存亡を賭けた聖なる戦いに、船長

の白鳥鉄善以下癌病船が挑む。

8 A 今日は心のおそうじ日和 1

～素直じゃない小説家と自信がない私～

成田 名璃子（なりた なりこ）著   8時間11分

2019年出版。バツイチの涼子に住み込み家政婦の仕事が舞い込む。相手

は高名な小説家で、整った顔立ちとは裏腹に気難しい人だった。最初はぎ

こちなかった関係も、家事が魔法のように変えていく。

9 A 掃除屋（クリーナー） ～プロレス始末伝～

黒木（くろき）あるじ 著   9時間6分

2019年出版。依頼を受け、相手をリング上で制裁する「掃除屋」。ベテ

ランレスラーのピューマ藤戸はそんな裏の顔を持つ。様々な事情を抱え

る依頼人から高額な報酬をせしめる背景にあるのは…。

10 古来稀なる大目付 まむしの末裔 1

藤 水名子（ふじ みなこ）著   8時間5分

2020年出版。「大目付になれ」将軍吉宗の下命に声を失った松波三郎兵

衛正春。蝮と綽名された斎藤道三の末裔といわれるが、すでに古稀を過ぎ

た身。性根を据え最後の勤めとばかり、三郎兵衛は大名たちの不正に立ち

向かうことに…。
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11 チンダーレ

谷本 多美子（たにもと たみこ）著   7時間25分

2018年出版。思いがけず韓国と日本の不幸な出来事を深く知ることに

なったゴスペルツアー。帰国後、多佳に渡された1通の手紙。神の愛とは。

親の愛とは。「幸せ」の形とは。

12 月と私（わたくし）と甘い寓話（スイーツ）

～ストーリーテラーのいる洋菓子店～

野村 美月（のむら みづき）著   5時間12分

2020年出版。仕事も恋愛もぱっとしない岡野七子がたどり着いた、住宅

街の洋菓子店「月と私」。そこには、お菓子にまつわる魅力的なエッセン

スを引き出して、物語としてお客に届ける「ストーリーテラー」語部九十

九がいて…。

13 月のスープのつくりかた

麻宮 好（あさみや こう）著   9時間20分

2020年出版。姑との軋轢から婚家を飛び出した美月。家庭教師先の理穂

と悠太の家は一見幸福そうに見えるが、理穂は美月に反抗的だ。誰にも言

えない辛さを抱えた3人は、絵本に描かれた幸せになるための“おまじな

い”を見つけようとして…。

14 デリバリールーム

西尾 維新（にしお いしん）著   13時間25分

2020年出版。招待状を受け取った5人の妊婦。「幸せで安全な出産と、

愛する我が子の輝かしい将来」を獲得するため、彼女たちが繰り広げるの

は想像を絶する頭脳戦だった。一体誰に幸運の女神は微笑むのか？！
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15 花束みたいな恋をした ～ノベライズ～

黒住 光（くろずみ ひかる）著 ほか   3時間47分

2021年出版。あなたは思い出しますか？ふたりで過ごしたあの部屋と

時間を、ベランダからの景色を、川辺の帰り道を…。すべての恋の思い出

に捧ぐ、珠玉のラブストーリー。2021年1月公開映画のノベライズ。

16 A わが家は幽世（かくりよ）の貸本屋さん 1

～あやかしの娘と祓い屋の少年～

忍丸（しのぶまる）著   8時間50分

2019年出版。〈幽世〉で貸本屋を営むあやかし・東雲に育てられた夏織

は、ある日、行き倒れの少年と出会う。困っている人を放っておけない夏

織は「あやかし捜し」が目的の少年に手を貸すのだが…。

17 それでも、幸せになれる

  ～「価値大転換時代」の乗りこえ方～

鎌田 實（かまた みのる）著   5時間38分

2020年出版。価値大転換の時代。いまこそ「なりたい自分」に変わる好

機。不透明な明日を切り開く生き方や「新しい人間」の目指し方などコロ

ナによって価値が大転換していく中で、負けない心をどう築くか、どう生

きたらいいのかを示す。

18 A ぼくが戦争に行くとき ～反時代的な即興論文～

寺山 修司（てらやま しゅうじ）著   8時間10分

2020年出版。「君の魂のゴミタメのなかにしか荒野は見いだされないこ

とを、君は知っているのか？」寺山修司が混とんとする日本社会と対峙。

「ぼくの内なる戦場」からロマン・ロラン論、映画論、賭博論まで収録し

た随想集。
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19 夏への扉 新訳版   ロバート・Ａ・ハインライン 著

小尾 芙佐（おび ふさ）訳   10時間2分

2009年出版。ぼくが飼っている猫のピートは、冬になると「夏への扉」

を探しはじめる。家にたくさんあるドアのどれかが夏に通じていると信

じているのだ。そしてこのぼくもまた、ピートと同じように「夏への扉」

を探していた…。日本で映画化し、2021年公開予定。

あんな本こんな本（官能小説）

20 欲しがる湿地帯

北沢 拓也（きたざわ たくや）著   3時間21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ＣＤ 1 枚

（２０２１年４月４日～２０２1 年４月２５日放送分収録）

・２０２１年４月４日  ・・・・・・・・・・・担当：南舘 邦士

「障害者と防災 その１」

・２０２１年４月１１日 ・・・・・・・・・・担当：南舘 邦士

「障害者と防災 その２」           

・２０２１年４月１８日 ・・・・・・・・・・担当：角田 まき子

「一人の視覚障害者として

コロナ禍の中、仕事と生活どのように変化した？」           

・２０２1 年４月２５日 ・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次

「届けたいこの思い川柳で その１」

（２０２１年５月２日～２０２1 年 5 月２３日放送分収録）

・２０２１年５月２日  ・・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次

「届けたいこの思い川柳で その２」
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・２０２１年５月９日 ・・・・・・・・・・・担当：小田垣 妙子

「今一度、気を引き締めて」           

・２０２１年５月１６日 ・・・・・・・・・・担当：板橋 和幸

「私の日常について思うこと感じること」

       ゲスト：マネージャー 馬場美佐子           

・２０２1 年５月２３日 ・・・・・・・・・・担当：棟方 庸子

「目の見え方で困っている人を応援します

       青森県立盲学校ロービジョン相談支援センター」

        ゲスト：センター長 甲田真希子

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。）

【哲学】

1 本当は恐ろしい儒教

～人格を磨く信仰か、ゆがんだ支配思想か～

内藤 博文（ないとう ひろふみ）著   3冊

2020年出版。目上を敬い、相手を思いやる儒教の教え…その奥には孔子

から受け継がれる、差別的世界観が隠れていた！儒教と東アジア世界の

歴史を絡めて、儒教がいかに東アジア世界の発展を蝕んできたかを紹介

する。

2 神様の道しるべ   

椎原 勇（しいはら いさむ）著   2冊

2020年出版。人生は、神さまが用意した道。うまくいかないのは「止ま

れ！」のサイン。神様の答えを優しく告げるスピリチュアルカウンセラー

が、目指す場所に辿り着くための8つの道しるべを紹介する。
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3 六十代と七十代心と体の整え方

～良く生きるために読む高年世代の生活学～

和田 秀樹（わだ ひでき）著   3冊

2020年出版。運動し過ぎると寿命が縮む。金はドンドン使う。テレビを

捨てて街へ出る…。精神科医にして高年学のオーソリティ、人生の達人

が、後半生のステージを生きるための知恵を伝授。生きる意欲が湧いてく

る一冊。

4 ザ煩悩  笑い飯 哲夫（わらいめし てつお）著   3冊

2020年出版。やる気がなく、将来の夢や希望が持てない。自分の父がど

うしても好きになれない。人前で話すことが凄く苦手…。ラジオ番組に寄

せられた煩悩や悩みを、お笑い界きっての仏教通・笑い飯哲夫が仏教的に

解決する。

5 お経で読む仏教 ＮＨＫ出版学びのきほん

釈 徹宗（しゃく てっしゅう）著   2冊

2021年出版。ブッダの教えからお経のエッセンスまで、仏教が一望でき

る入門書。仏教の歴史に沿って「スッタニパータ」「涅槃経」「阿弥陀経」

など５つのお経を取り上げ、著者が惹かれた部分を中心に紹介する。

【歴史】

6 偉人もみんな悩んでいた

こざき ゆう，真山 知幸（まやま ともゆき）文 ほか

2冊

2020年出版。政治や文化、芸術など様々な分野で実績を築き、世界にそ

の名を残す、古今東西の偉人たちにも悩みがあった！彼らが悩みに対し

てどう向き合ったのかを詳しく紹介する。
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7 波瀾万丈 折り鶴

鶴 舞子（つる まいこ）著   1冊

2020年出版。子どもの頃から視力が弱く、引っ込み思案だった舞子。結

婚して介護施設で働くようになり、充実した日々を送っていたが、突然の

病に襲われて…。困難に直面しても希望を捨てずに前向きに生きてきた

80年を綴る。

【社会科学】

8 ルポ老人受刑者

斎藤 充功（さいとう みちのり）著   3冊

2020年出版。増加する高齢の受刑者たち、福祉施設化する刑務所。彼ら

は刑務所を安住の地としなければならないのか。受刑者・出所者の生の

声、刑務所・更生保護施設への現場取材を通して、漂流する老人たちの現

実をさぐったルポルタージュ。

【自然科学】

9 40人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた

デイヴィッド・Ｊ・リンデン 編著

岩坂 彰（いわさか あきら）訳   7冊

2019年出版。双子は離れて育っても性格が似る、生涯続く脳地図の陣取

り合戦、眼は見るべきものを見る、コンピューターは脳になれない…。世

界トップクラスの神経科学者たちが、「世の中に向けていちばん語りたい

こと」を綴る。

【技術．工学】

10 A 青森のお酒 ～青森県内の酒蔵紹介＋お酒の基礎知識～

グラフ青森 編集   2冊

2020年出版。県内の酒蔵の紹介や、各酒蔵自慢のお酒などを紹介。さら

にラベルの見方や酒米の種類、おつまみレシピなどの紹介もあり、日本酒

をもっと好きになりたい人におすすめの一冊。
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【文学】

11  あの日、君は何をした   まさき としか 著   4冊

2020年出版。連続殺人事件の容疑者に間違われて事故死した少年。15

年後、女性殺人の重要参考人になり、行方不明になった会社員。捜査に当

たる刑事の三ツ矢は、無関係に見える2つの事件をつなぐ鍵を掴み…。

12 掟上今日子の設計図 忘却探偵シリーズ 12

西尾 維新（にしお いしん）著   3冊

2020年出版。「學藝員9010」と称する人物が、ウェブ上に爆破予告動

画を投稿。猶予は9時間。火薬探知犬と盲導犬を左右に司る爆弾処理班の

扉井あざなが捜査を進める中、容疑者隠館厄介の依頼により忘却探偵・掟

上今日子も参戦するが…。

13 語らいサンドイッチ

          谷 瑞恵（たに みずえ）著   3冊

2020年出版。大阪の靱公園にある、姉妹でいとなむ手作りサンドイッチ

専門店「ピクニック・バスケット」。おっとりした姉・笹子がつくる絶品

サンドは、胸の内で大事にしている味に、そっと寄り添ってくれる…。心

を癒やす、おいしい物語。

14 高座のホームズ ～昭和稲荷町らくご探偵～

愛川 晶（あいかわ あきら）著   3冊

2018年出版。昭和50年代、八代目林家正蔵の住む稲荷町の長屋には、

傷害事件から恋愛沙汰まで、さまざまな謎が持ち込まれ…。なつかしいあ

の頃の落語界を舞台に、探偵・正蔵が快刀乱麻を断つ。

15 縄紋      真梨 幸子（まり ゆきこ）著   6冊

2020年出版。フリーの校正者・興梠に届いた自費出版小説の校正紙。そ

れは“縄「紋」時代”に関する記述から始まる不可思議なもので…。過去

と現代、そして未来が絡み合う長編。
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16 読心刑事・神尾瑠美

藤崎 翔（ふじさき しょう）著   4冊

2020年出版。驚異の凶悪事件検挙率を誇るR県警捜査一課の刑事、神尾

瑠美は「人の心が読めちゃう」テレパス能力者。被疑者の心を読み取り、

難事件を次々に解決する。そんな無双刑事の前に、完全犯罪を目論む難敵

が現れて…。

17 A 盆土産と十七の短篇

三浦 哲郎（みうら てつお）著   3冊

2020年出版。えびフライ、と呟いてみた…。忘れ得ぬ一行で始まる「盆

土産」ほか、「金色の朝」などの名短篇と、人生の哀歓を描いた佳篇によ

る精選集。中学・高校の国語教科書に収録された作品を中心に選び、独自

に編集したもの。

18 きまぐれ学問所 改定

星 新一（ほし しんいち）著   4冊

2020年出版。著者の多彩な読書遍歴を披露。アイデアの発想法、言葉の

成り立ち、発明の歴史など、ショートショートの第一人者がテーマ別に本

を分析する。

19 20代で得た知見            F 著   3冊

2020年出版。人生は、忘れがたい断片にいくつ出会い、心を動かされた

かで決まる。2017年刊「いつか別れる。でもそれは今日ではない」の著

者が「20代で得た知見」として、時代を生き抜くのに必要なこと、愛に

纏わることなどを綴る。
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20 そこに行けばいいことがあるはず    ク 作家 著

生田 美保（いくた みほ）訳   1冊

2021年出版。小さい頃から耳が聞こえず、近い将来目も見えなくなるこ

とがわかった。目が見えるうちにやりたいことを実現していくことにし

たベニーは、世界各地へ旅に出た。前を向き、今を生きる彼女が旅先でも

らったたくさんの愛の記録。

21 暗闇はささやく

アイリス・ジョハンセン，ロイ・ジョハンセン 著

瀬野 莉子（せの りこ）訳   7冊

2016年出版。音楽療法士のケンドラは生まれてから20年ものあいだ失

明状態にあった。手術が成功して目が見えるようになったケンドラは、人

間離れしたその聴覚と嗅覚を見込まれ、FBI捜査官アダムにある殺人事件

の捜査協力を求められる。

◇厚労省委託・寄贈点字図書◇

【社会科学】

22 障害者の雇用の促進等に関する法律         2冊

2020年発行。障害者の雇用や職業生活上の自立を促進するための措置

を講じ、障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律。令和元年6

月14日改正。

【文学】

23 釈迦

武者小路 実篤（むしゃのこうじ さねあつ）作   4冊

2017年出版。生きることに苦悩し、人々を思いやりつつ生きた仏教の

開祖・釈迦。彼の生涯を、人間愛を唱えた著者が、尊崇の念と篤い共感

とともに描く伝記小説。
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24 はじめまして、茶道部（ちゃどうぶ）！

服部 千春（はっとり ちはる）作   2冊

2019年出版。茶道でいちばん大切なものは…。幼なじみのナツメにま

きこまれて、茶道部に入部した陽介。そこにはすてきな先生と、おいし

い和菓子と、大切な縁を結ぶお茶会が待っていて…。「おもてなし」の

伝統文化を学べる物語。

25 スアレス一家は、今日もにぎやか   メグ・メディナ 著

橋本 恵（はしもと めぐみ）訳   4冊

2019年出版。名門私立校に編入したメルシ。クラスメイトはリッチな

子ばかりで、うまくやっていくだけでも大変なのに、おじいちゃんがア

ルツハイマー病になってしまい…。フロリダ発、あったかいけどちょっ

とビターな家族の物語。

26 負けないパティシエガール   ジョーン・バウアー 著

灰島（はいじま）かり 訳   4冊

2017年出版。パティシエガールを目指すフォスター。読み書きに大き

な問題を抱えている彼女は、ある日、ママと2人で家を出て、新しい人

生を送ることになった…。カップケーキのように甘くはないサクセスス

トーリー。

あんな本こんな本（官能小説）

27 未亡人寮母かおり

巽 飛呂彦（たつみ ひろひこ）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。

・視覚障害者の就労に関する実態調査報告書・・・・・・・・・ 全 3 巻

・令和元年版 少子化社会対策白書（概要版） ・・・・・・・・ 全 1 巻
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・令和元年版 高齢社会白書（概要版） ・・・・・・・・・・・ 全 1 巻

・令和元年版 交通安全白書（概要版） ・・・・・・・・・・・ 全 1 巻

・令和元年版 犯罪被害者白書（概要版） ・・・・・・・・・・ 全 1 巻

・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

4 今月のトピックス

今月中旬、2021年上半期の芥川賞・直木賞が決定する予定です。

そこで、昨年の上半期（第163回）の両賞の候補作全９作品を、書

名・著者名・冊数・時間数・出版年の順にご紹介します。

尚、製作館名は省略します。

【第163回芥川賞候補作】

赤い砂を蹴る   石原 燃（いしはら ねん）著

2冊 ／ 3時間41分  2020年出版

アウア・エイジ   岡本 学（おかもと まなぶ）著

2冊 ／ デイジー製作中  2020年出版

首里の馬   高山 羽根子（たかやま はねこ）著

点字製作中 ／ 4時間30分  2020年出版 受賞作

破局   遠野 遥（とおの はるか）著

2冊 ／ 4時間2分 2020年出版 受賞作
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【第163回直木賞候補作】

雲を紡ぐ   伊吹 有喜（いぶき ゆき）著

６冊 ／ 10時間56分  2020年出版

じんかん   今村 翔吾（いまむら しょうご）著

7冊 ／ 15時間8分  2020年出版

稚児桜 能楽ものがたり   澤田 瞳子（さわだ とうこ）著

4冊 ／ 6時間20分  2019年出版

銀花の蔵   遠田 潤子（とおだ じゅんこ）著

6冊 ／ 9時間30分  2020年出版

少年と犬   馳 星周（はせ せいしゅう）著

4冊 ／ 7時間35分  2020年出版 受賞作

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4月20日から2021年5月19

日）より、一部ご紹介します。

貸出ご希望の方は、貸出係へお問い合わせください。

【デイジー図書】

精神科医が教える還暦からの上機嫌な人生

保坂 隆（ほさか たかし）著   6時間33分

2020年出版。人生の後半戦は“こころの匙加減”で決まる！うまいこ

といかなくても「まあ、いいか」、「生きがいがなければいけない」と考

えない…。心の名医が「人生で最も素晴らしい自由時間」を満喫するた

めの“匙加減”を紹介する。
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日本のパラリンピックを創った男 中村裕 １４歳からの地図

鈴木 款（すずき まこと）著   6時間4分

2019年出版。障がい者の社会復帰と自立のために立ち上がった一人の

医師。彼は1964東京パラリンピックを成功に導き、日本初の障がい者

施設を設立した…。“日本パラリンピックの父”中村裕の生涯を綴る。

不可逆少年

     五十嵐 律人（いがらし りつと）著   8時間27分

2021年出版。若き家庭裁判所調査官・瀬良真昼はどんな少年も見捨て

ない。しかし、狐面の少女が犯した凄惨な殺人事件を目の当たりにし

て、信念は大きく揺らぐ。不可解なことに、被害者は全員同じ高校に縁

のある人々で…。東奥日報紙で紹介された弁護士作家の2作目。

【点字図書】

だから拙者は負けました。

～日本史の敗者たちの“しくじり”と言い訳～

本郷 和人（ほんごう かずと）著   2冊

2020年出版。天皇より偉そうにしてライバルにシメられた蘇我入鹿、優

秀すぎて主君に殺された太田道潅、人たらしすぎて逆賊にされた西郷隆

盛…。日本史を「負けた人」の言い分に注目して解説。子どもから大人ま

で楽しめる歴史エンタメ本。

人新世の「資本論」

斎藤 幸平（さいとう こうへい）著   5冊

2020年出版。気候変動、コロナ禍…。人類の経済活動が地球を破壊する

「人新世」＝環境危機の時代。唯一の解決策は、潤沢な脱成長経済である。

晩期マルクスの思想をヒントに、危機の解決策と豊かな未来社会への道

筋を具体的に描きだす。
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ラーヤと龍の王国   テニー・ネルソン 著

澁谷 正子（しぶや まさこ）訳   2冊

2021年出版。バラバラになった世界を救うため、“最後の龍”を探すラ

ーヤ。ついに“最後の龍”シスーを見つけだすが…。龍の王国を舞台にラ

ーヤの戦いと成長を描く、壮大なスペクタクル・ファンタジー。2021年

公開のディズニー映画のノベライズ。

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 7 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。

・音訳奉仕員養成講習会（弘前市）

・・・・・・・６日、1３日、２０日、2７日（毎週火曜日）

・点訳奉仕員養成講習会（五所川原市）

・・・・・・・７日、1４日、２１日、2８日（毎週水曜日）

・点訳奉仕員スキルアップ研修会（むつ市）・・・・・・・13 日（火）

・図書選定委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 日（金）

・図書整理日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3０日（金）

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、日程が変更になる

場合もあります。


