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１ センターからのお知らせ

（１）新年を迎えて

青森県視覚障害者情報センター 所長・佐々木秀勝

２０２２年の新年を迎えまして、誠におめでとうございます。日頃より

利用者の皆様には、センターをご利用いただきありがとうございます。ま

た、奉仕員の方々には日夜図書製作等にご協力くださいまして、心より感

謝申し上げます。

昨年、新型コロナウイルス感染拡大が継続の中、開催が危ぶまれていた

東京・オリパラは、ほぼ無観客ではありましたが開催され、その生の実況

中継にふれたとき、つい、スポーツの醍醐味に感動したものです。また、

視覚障害者アスリートの活躍には、さらに感服の至りでありました。

さて、新型コロナウイルスの感染が再拡大の折、県有施設等が一時使用

できなくなったため、点訳・音訳奉仕員養成講習会の延期、あるいは、「目

の見えない方、見えにくい方のための福祉展」を２年にわたり中止せざる

を得ない事態になるなど、皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。

秋半ばには、感染者数が一時期より減少してきたのを機に、会食なしで

はありましたが、「ふれあいの集い」を皆様のご協力のもと開催でき、安

堵しているところです。

また、コロナ禍、「家にいることが多い」のが幸いしてか、図書の貸出

数が、大変伸びております。引き続き活発なご利用を願っております。

それでは本年もスピーディにそして正確な情報発信に努めてまいりま

すので、職員一同、どうぞよろしくお願いいたします。
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（２）サピエ図書館一時停止について

視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」が、システム更新のため、

下記の期間停止します。

３月７日（月）から２８日（月）の３週間

再開は３月２８日（月）午前１０時の予定です。

当センターの図書管理システムは、サピエと連動しているため、この間

は図書の検索・貸出ができません。その間にも読書を楽しみたい方は多い

と思いますので、対応として、停止期間中の貸出予約を受け付けます。予

約の図書は、サピエ停止前に貸出処理をしたうえで、サピエ停止期間に発

送いたします。貸出申し込みの際に、サピエ停止期間中の予約貸出である

ことをお知らせください。

なお、予約貸出は、発送の準備がありますので、２月１４日（月）まで

にお知らせください。雑誌に関しては、通常どおり貸出する予定ですが、

製作館の状況により貸出できない場合もございます。

利用者の方々にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろ

しくお願いいたします。

（３）録音図書ＣＤの寄贈

・一般社団法人青森県医薬品配置協会様から、視覚障害者の方々のため

にと、ＣＤ３２０枚の寄贈がありました。

・八戸市にお住いの蝦名慶信様から、ＣＤ１２０枚の寄贈がありました。

・RAB 青森放送様から、文芸作品を朗読した CD の寄贈がありました。

皆様のご奉仕に心から感謝申し上げます。
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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。）

【哲学】

1 神様の道しるべ

椎原 勇（しいはら いさむ）著   3時間46分

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。人生の岐路で戸惑い立ちすくむ人へ、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。

【自然科学】

2 A 「閉経」のホントがわかる本

～更年期の体と心がラクになる！～

対馬（つしま）ルリ子，吉川 千明（よしかわ ちあき）著

9時間3分

2020年出版。尿もれ、のぼせ、不眠、イライラ…。婦人科医と美容家

が、「更年期」と「閉経」の前後に起こりやすい心身の不調の解決法

を、最新の知見を交えてわかりやすく解説する。

3 70歳からのらくらく家ごはん

～冷凍食品・市販品・レトルト・缶詰をフル活用～

中村 育子（なかむら いくこ）著   3時間25分

2020年出版。冷凍食品・惣菜・缶詰・レトルト介護食品など、市販品

をフル活用した高齢者好みのらくらく料理を紹介。高齢者やケアマネジ

ャー、栄養士などからの栄養相談Ｑ＆Ａ、訪問栄養指導の実際とノウハ

ウも収録する。
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【芸術．美術】

4 日本刀と日本人

川島 貴敏（かわしま たかとし）著   4時間50分

2020年出版。ただの武器ではなく日本の精神文化の根源である日本

刀。日本刀を通して、戦後民主化教育を受けたことによりあまり知られ

なくなった、明治以前の世界に誇れるすばらしい日本文化を伝える。

5 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   7時間34分

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」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】

6 カラスの祈り 警視庁５３教場 5

吉川 英梨（よしかわ えり）著   13時間21分

2021年出版。警察学校の教官・五味は窮地に立たされていた。元凶は

一昨年に卒業させなかった“あの男”。解決策を見出せずにいる中、法

務省矯正局から特任教授の赤木が着任する。彼女の働きかけによって状

況は少しずつ動き出すが…。

7 A 黒木魔奇録 狐憑き

黒木（くろき）あるじ 著   5時間

2020年出版。テレワーク中の身に起きた怪異の記録「奇宅」、テイク

アウトの配達先で目撃した不気味な女の正体「もちかえり」など、怪談

実話の旗頭・黒木あるじが綴る怖い話全41篇を収録する。
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8 A 小説 ましろのおと 1

時海 結以（ときうみ ゆい）文

羅川 真里茂（らがわ まりも）原作・絵   4時間11分

2021年出版。津軽三味線を背負い、青森から東京へやってきた澤村雪

は、編入した高校で前田朱利と出会う。彼女がひとりで活動していた

「津軽三味線愛好会」に入部する雪。だが、大会に出るには部員が足り

なくて…。コミックスのノベライズ。

9 太陽黒点 山田風太郎ベストコレクション

山田 風太郎（やまだ ふうたろう）著   8時間18分

2021年出版。”誰カガ罰セラレネバナラヌ”――ある死刑囚が残した

言葉が波紋となり、静かな狂気を育んでゆく。戦争が生んだ突飛な殺意

と完璧な殺人。戦争を経験した山田風太郎だからこそ書けた奇跡の傑作

ミステリ！

10 辰巳センセイの文学教室 上 「羅生門」と炎上姫

     瀬川 雅峰（せがわ まさみね）著   7時間5分

2021年出版。国語科のセンセイ辰巳祐司は、何らかのトラブルに巻き

込まれて階段から落ちた女生徒を見つける。彼女の複雑な恋愛模様や家

庭事情は、森鴎外の「舞姫」のストーリーと重なっていき…。

11 たわけ大名 古来稀なる大目付 3

藤 水名子（ふじ みなこ）著   6時間22分

2021年出版。大目付松波三郎兵衛は相役の稲生正武から、常陸下館藩

主が無断で江戸に出たうえ、吉原で豪遊していると伝えられる。一方、

三郎兵衛の孫・勘九郎は吉原で豪遊する怪しい武士の危機に遭遇。二つ

を繋ぐ騒動の決着は？
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12 毒をもって毒を制す 薬剤師・毒島花織の名推理 3

塔山 郁（とうやま かおる）著   6時間24分

2021年出版。薬剤師の毒島さんは、薬にまつわる不思議な出来事を名

探偵のように解決する。未曾有のウイルスが世界を騒がすなか、毒島さ

んに憧れるホテルマン・爽太が、新型コロナウイルスに感染した恐れが

あるとしてホテルに隔離され…。

13 A 泣き疲れた一枚の絵 ～短編小説集～

長内 勝（おさない まさる）著   8時間37分

2020年出版。「僕たちは、二年生の頃荒れていました。学級は崩壊し

ていました。でも三年生になり嶋岡先生は、僕たちを…変えてください

ました…」中学三年生の担任を九年務めた著者の実話に基づく「泣き疲

れた一枚の絵」他9編。

14 A 柊先生の小さなキッチン

髙森 美由紀（たかもり みゆき）著   5時間41分

2021年出版。失恋の痛手から、ひどい食欲不振に陥った一葉。小さな

アパートのお隣さんとして柊先生が越してくるまでは…。心もお腹も癒

す先生のごはんに、少しずつ自分を取り戻していく一葉。そして次々と

個性的な住人が引っ越してきて？

15 A 骨の記憶 七三一殺人事件

～虚妄の栄光とウイルス兵器～

福原 加壽子（ふくはら かずこ）著   7時間34分

2020年出版。戦争孤児からジャーナリストとなった紘一は、「七三一

部隊」の闇に引き寄せられていく。真実を追求する過程で逢着した行方

不明だった姉の消息。部隊の撤収時に何が起こったのか。そして隅田川

の遺体はだれなのか…。
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16 吾輩は歌って踊れる猫である

芹沢 政信（せりざわ まさのぶ）著   7時間19分

2021年出版。「呪われてしまったの」 ミュージシャンとして活躍し

ていた幼馴染のモニカは、化け猫の禁忌に触れて猫になった。元に戻る

方法はモノノ怪たちの祭典用の曲を作ること。妖怪たちの協力を得て、

僕は彼女と音楽を作り始め…。

17 A 青森怪談 弘前乃怪

高田 公太（たかだ こうた）編著

鉄爺（てつじい）ほか共著   4時間57分

2021年出版。「咳が止まらない…」津軽の霊場・賽の河原で2人の母を

襲った異変とは？弘前市を中心に活動する怪談家たちが蒐集した、地元

青森の本当にあった怖い話全38話を収録する。

18 A 言葉にできない想いは本当にあるのか

～ＷＯＲＤ ＨＵＮＴ～

いしわたり 淳治（じゅんじ）著   5時間52分

2021年出版。ロジカルな歌詞分析が話題の作詞家（十和田市出身）

が、音楽やテレビなどから気になるフレーズをピックアップ。独自の視

点で解説する〈言葉〉にまつわるコラム集。

◇厚労省委託・寄贈録音図書 ◇

【芸術．美術】

19 スポーツ立国論 ～日本人だけが知らない「経済、人材、健康」

すべてを強くする戦略～

安田 秀一（やすだ しゅういち）著   9時間27分

2020年出版。スポーツがもたらすさまざまな効能について解説し、主

に経済的側面における欧米での事例をもとに「我が国をどのようにアク

ティベートするか」というアイデアや提言の数々を記す。
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あんな本こんな本（官能小説）

20 美少女狩り

杉村 春也（すぎむら はるや）著   1時間44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１０月２４日～２０２１年１１月１４日放送分収録）

・２０２１年１０月２４日  ・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次

「読書はやっぱり素晴らしい」

・２０２１年１０月３１日 ・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次

「わが人生を語る ８３歳、いまむかし」           

・２０２１年１１月７日 ・・・・・・・・・・・担当：棟方 庸子

「ＲｔＦ（アールティーエフ）グラス」           

・２０２１年１１月１４日 ・・・・・・・・・・担当：小田垣 妙子

「２０２１年サンノヘ・ダンス・スクール秋の発表会」

ＲＡＢ耳の新聞は音声雑誌として定期送付が可能です。どうぞご利用く

ださい。
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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。）

【哲学】

1 神様とおしゃべりできる小梅さんの開運話

～人生が好転していく「しくみ」のすべて～

田中 小梅（たなか こうめ）著   4冊

2018年出版。親の借金、離婚、癌…。苦難続きの人生から、豊かで楽し

い人生を掴んだ著者が、ドン底から開運する秘訣を伝授。人生が好転して

いく「しくみ」と、そのしくみを使って人生の達人になる方法を紹介する。

【歴史】

2 A 縄文へ還ろう ～三内丸山遺跡、五大文明への道～

大岡 静二（おおおか せいじ），

佐藤 力（さとう ちから）共著   2冊

2021年出版。縄文時代を代表する遺跡「三内丸山遺跡」を中心に、食生

活などの日常生活をはじめ、漁業、さらには音楽などの芸術に至るまで、

縄文文化を幅広く紹介。世界4大文明にも匹敵する高い文明度を誇ってい

たことを明らかにする。

3 A 新・弘前人物志 平成25年度版

「新・弘前人物志」編集委員会 編   5冊

2013年出版。これまで弘前が生んだ傑出した人物を、中学生に知っても

らいたいという目的で発行されたもの。歴史年表も掲載。

4 ベルリンの壁崩れる ～移り行くヨーロッパ～

笹本 駿二（ささもと しゅんじ）著   2冊

1990年出版。東ドイツ市民の国外大量流出、壁の崩壊、そして自由選挙

から東西ドイツ統一へ。1989年夏以降の目まぐるしい展開の陰に何が

あるか。劇的な展開をつぶさに報告。
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【自然科学】

5 日常の不思議を物理学で知る ～文系でもよくわかる～

松原 隆彦（まつばら たかひこ）著   3冊

2020年出版。そもそもなぜスマホで会話ができるのか？緊急地震速報

はどうやって震源地を教えてくれる？日常生活のなかで遭遇する「なぜ」

を、物理学で解説する。

６ 家でも外でも転ばない体を2カ月でつくる！

～寝たきりの大きな原因である転倒・骨折をこの方法で防ぐ～

安保 雅博（あぼ まさひろ），

中山 恭秀（なかやま やすひで）著   1冊

2021年出版。片足立ち、かかと上げ、裸足でクッションの上に立つ、後

ろ歩き、足裏でゴルフボールをコロコロ…。リハビリテーションの現場か

ら、転ばないための体づくり、生活環境の工夫を解説する。

７ 痛みかゆみ便秘に悩んだらオシリを洗うのはやめなさい

佐々木（ささき）みのり 著   2冊

2020年出版。便秘、痔、かゆみ、お腹の張りなど、何をしても治らな

いオシリのトラブル。原因はオシリの“洗いすぎ”と“出残り便秘”に

あった！約10万人を診てきた著者が、自分でできる最新のセルフケア

方法を教える。

【技術．工学】

８ はじめての電気圧力鍋 ～毎日使える絶品レシピ～

みない きぬこ 著   1冊

2021年出版。煮る、ゆでる、蒸す、炊くが１台でできる電気圧力鍋。「手

動メニュー」や「鍋モード」の使い方を解説し、やわらか煮豚、ぶり大根、

中華風炊き込みおこわなどのレシピを紹介する。
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９ A 弘前アップルパイレシピＢＯＯＫ

弘前観光コンベンション協会 監修   1冊

2021年出版。洋菓子店、和菓子店、パン屋さん、農園のアップルパイを

レシピとともに紹介します。甘味、酸味、シナモンの五段階表示付き。

10 ラクうまおうちスイーツレシピ ～材料３つから簡単！～

まんまるｋｉｔｃｈｅｎ 著   1冊

2021年出版。簡単＆お手軽をコンセプトにＹｏｕＴｕｂｅでレシピを

紹介する著者が、料理初心者でもおいしく作れるスイーツを伝授。シーン

別に52品を収録。

【芸術．美術】

11 50歳になりまして

光浦 靖子（みつうら やすこ）著   2冊

2021年出版。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。

【言語】

12 A 日本の美しい言葉辞典

梅内 美華子（うめない みかこ）監修   3冊

2020年出版。花逍遥、かわたれ時、翠雨、波の綾…。自然や暮らしから

生まれた言葉を集め、日本の情景を再発見する。

【文学】

13 あなたとオムライス 食堂のおばちゃん 8

山口 恵以子（やまぐち えいこ）著   3冊

2020年出版。佃はじめ食堂の常連客でお酒も卸している辰浪康平は、４

０歳すぎで気楽な独身。代理婚活の会に入会した両親が、子供の代わりに

結婚相手を探し…。巻末にレシピ付き。
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14 うちの社食がマズくて困ってます

～総務部推進課霧島梓の挑戦～

黒崎 蒼（くろさき あお）著   4冊

2020年出版。OL・梓は素敵な社食に憧れて転職。が、肝心の社食がマ

ズすぎる。しかも入社早 「々働かない部署」と噂の「働き方改革推進課」

へ異動となってしまう。梓は社食への夢を諦めきれず、ある野望を抱くが

…？

15 海辺のカフェで謎解きを 2 マーフィーの恋の法則

悠木（ゆうき）シュン 著   4冊

2021年出版。カフェ「キッチン・マホロバ」には、なぜかちょっとだけ

困った人たちがやってくる。鮮やかに謎を解く兄・海人と、真実の先にあ

る何かを求める弟・成留。ある常連から持ち込まれたちょっとした事件か

ら、成留の恋が動き始め…。

16 恋と掃除と謎解きと ハウスワーク代行・亜美の日記 2

鯨 統一郎（くじら とういちろう）著   3冊

2019年出版。家事代行会社でアルバイトをする亜美は、派遣先の河西家

の妻・ともみから、息子のつぶやいた謎の言葉と夫の不倫疑惑について相

談を受ける。深まる謎に悩む亜美だが、憧れの男子との会話の中に思わぬ

ヒントが…。

17 なにわ草野球ボーイズ

中村 俊治（なかむら しゅんじ）著   3冊

2021年出版。平均年齢76歳の草野球チーム・年金タイガースのスロー

ガンは、一つ 全力疾走・滑り込み・体当たりは、アウト。二つ 体調不

調は、すぐ訴える、三つ 揉めた時は、年長者に従う。実は、練習よりも

しゃべっている時間の方が長い？だが、仲間の危機には、断固立ちあが

る！
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18 名もなき剣（つるぎ） 義賊・神田小僧 4

小杉 健治（こすぎ けんじ）著   3冊

2021年出版。鋳掛屋の巳之助は恩人の娘である常磐津の菊文字の家を

出たところで、浪人の死体に遭遇した。傍らの莨入れの持ち主は、菊文字

と恋仲の若旦那・太吉郎。巳之助は太吉郎を匿い、盟友の浪人と手を組み、

殺しの真相を探るのだが…。

19 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   4冊

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。

20 A 大志（たいし）とともに

～自閉症の息子就職までの道のり～

貝吹 信一（かいぶき しんいち）著   3冊

2020年出版。あまり泣かず、あやしても反応のない赤ちゃん時代、母親

が付き添って通った普通学級、親元を離れての就職…。自閉症の息子・大

志の誕生から就職までの24年間を綴る。『デーリー東北』連載を単行本

化。

21 囁き男    アレックス・ノース 著

菅原 美保（すがはら みほ）訳   7冊

2021年出版。愛する妻を喪ったトム。母の死のトラウマを抱え、空想の

友達と話す息子に悩む彼は、新天地でやり直そうと決意する。しかしその

村には、20年前に起きた連続児童誘拐殺人事件の犯人「囁き男」の影が

色濃く残されていて…。

22 不協和音      クリスティーン・ベル 著

大谷 瑠璃子（おおたに るりこ）訳   6冊
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2020年出版。若くして夫を亡くした二児の母リリーのもとに、夫の過去

の恋人を名乗る者から妙な手紙が届く。その後もエスカレートする手紙

とともに不穏な出来事が続く。じわじわと追い詰められていく彼女を待

ち受けていたのは…。

◇厚労省委託・寄贈点字図書◇

【社会科学】

23 故郷の味は海をこえて ～「難民」として日本に生きる～

安田 菜津紀（やすだ なつき）著   2冊

2019年出版。彼らはなぜ、国を離れなくてはならなかったのか。日本

に暮らす難民が、故郷の料理をふるまいながら語ってくれたことを紹

介。彼らのたどってきた道のりをひもとく。

【文学】

24 アリババの猫がきいている

新藤 悦子（しんどう えつこ）作   ３冊

2020年出版。イラン出身の言語学者アリババの飼い猫シャイフは、人

の言葉がわかる猫。アリババの出張中、民芸品店〈ひらけごま〉に預け

られたシャイフは、はるか海をこえて店に集まった物たちがしゃべる声

をきき…。

25 ワンダ・ガアグ グリムのゆかいなおはなし

ワンダ・ガアグ 編

松岡 享子（まつおか きょうこ）訳   １冊

2019年出版。絵本作家ワンダ・ガアグの、生き生きとした再話とユー

モアあふれる絵でおくるグリムのゆかいなむかしばなし。「かしこいお

よめさん」「三まいの鳥の羽根」など全3話を収録。
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26 クリスマスのあかり ～チェコのイブのできごと～

世界傑作童話シリーズ   レンカ・ロジノフスカー 作

木村 有子（きむら ゆうこ）訳   １冊

2018年出版。１年生になったばかりのフランタは、クリスマスを楽し

みに待っていた男の子。クリスマスイブの日、奥さんのお墓にそなえる

花を盗まれてしまった気の毒なおじいさんを助けるために、大きな勇気

を振りしぼり…。

あんな本こんな本（官能小説）

27 アンダーグラウンド・ガールズ

草凪 優（くさなぎ ゆう）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。

・ニッポン放送番組表（２０２１年度後期版）

・・・・ニッポン放送 発行

・令和２年度 障害者白書（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
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4 今月のトピックス

今月と来月にわたり、11月にRAB青森放送様より寄贈いただいた

一般CD「ＲＡＢ月曜夜話」の作品リストを紹介します。

「ＲＡＢ月曜夜話」は、毎週（月）午後9：45から放送している

ラジオ番組で、様々な文学作品をアナウンサーたちが朗読していま

す。

作品名、著者名、朗読者名、時間数の順に紹介します。

杜子春   芥川 龍之介（あくたがわ りゅうのすけ）著

筋野 裕子（すじの ゆうこ）朗読   56分

蜘蛛の糸   芥川 龍之介（あくたがわ りゅうのすけ）著

筋野 裕子（すじの ゆうこ）朗読   13分

羅生門   芥川 龍之介（あくたがわ りゅうのすけ）著

境 祐貴（さかい ゆうき）朗読   28分

      

千年後の世界   海野 十三（うんの じゅうざ）著

境 祐貴（さかい ゆうき）朗読   42分

越年   岡本（おかもと）かの子 著

桒子 英里（くわこ えり）朗読   56分

雪の上の舞踏   小川 未明（おがわ みめい）著

菅原 厚（すがわら あつし）朗読   13分

山に雪光る   小川 未明（おがわ みめい）著

菅原 厚（すがわら あつし）朗読   13分
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春先の朝のこと   小川 未明（おがわ みめい）著

猪股 南（いのまた みなみ）朗読   13分

からすの唄うたい   小川 未明（おがわ みめい）著

中村 香音（なかむら かのん）朗読   28分

檸檬   梶井 基次郎（かじい もとじろう）著

境 祐貴（さかい ゆうき）朗読   28分

猿蟹合戦   楠山 正雄（くすやま まさお）著

境 祐貴（さかい ゆうき）朗読   13分

犬の生活 １   小山 清（こやま きよし）著

橋本 莉奈（はしもと りな）朗読   43分

犬の生活 ２   小山 清（こやま きよし）著

橋本 莉奈（はしもと りな）朗読   43分

秋草   島崎 藤村（しまざき とうそん）著

米澤 章子（よねざわ たかこ）朗読   13分

待つ   太宰 治（だざい おさむ）著

吉﨑（よしざき）ちひろ 朗読   13分

黄金風景   太宰 治（だざい おさむ）著

桒子 英里（くわこ えり）朗読   13分

以上、貸出ご希望の方は、貸出係へお問い合わせください。
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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10月1日から2021年11月

15日）より、一部ご紹介します。

なお、製作館名は省略します。

【デイジー図書】

日本一の開運寺住職が教える金運財布の作り方

今井 長秀（いまい ちょうしゅう）著   2時間25分

2021年出版。明るい色の長財布がやっぱり最強、財布は毎晩「祈り処」

でお祀りする、お金さまを呼ぶ「タネ銭」を入れておく…。お金の神さま

を味方につける「金運財布」の作り方を紹介する。

一度死んだ僕の、車いす世界一周

～Ｎｏ Ｒａｉｎ，Ｎｏ Ｒａｉｎｂｏｗ～

三代 達也（みよ たつや）著   6時間7分

2019年出版。石畳地獄のヨーロッパ、尻に鞭打つ長距離列車…。世界

はバリアに溢れている。でもあらゆるバリアは、人の手で越えられる！

車いすで、介助者なしのひとり旅をした著者が、波瀾万丈の270日間を

綴る。

小説８０５０（はちまるごーまる）

林 真理子（はやし まりこ）著   11時間9分

2021年出版。完璧な人生を送っているように見える大澤正樹には秘密

がある。彼の長男・翔太は7年間も自宅に引きこもっていた。娘が相手

家族に結婚を反対されたことから正樹は息子と向き合う決意をするが…
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【点字図書】

スッキリ解決！腸のお悩みＱ＆Ａ

松生 恒夫（まついけ つねお）著   2冊

2021年出版。下剤依存症ってどういう状態？感染症予防に、腸が関係し

ている？食事で排便力を上げるには？腸によい、手軽な運動は？すぐに

役立つ腸の健康知識をＱ＆Ａ方式で解説する。

藤井聡太の軌跡

～４００年に１人の天才はいかにして生まれたか～

鈴木 宏彦（すずき ひろひこ）著   2冊

2021年出版。生まれもっての驚異的な集中力、運命を変えたふみもと子

供将棋教室、伝説の岡崎将棋まつり、日本中を沸かせた29連勝、数々の

偶然と奇跡的な出会い…。身近にいた観戦記者が綴る、藤井聡太の成長の

記録。

SL銀河よ飛べ！！

西村 京太郎（にしむら きょうたろう）著   4冊

2021年出版。シリコンバレーの研究所へ派遣が決まった3人の若者の共

通点は、祖父が爆撃機「銀河」でアメリカ基地に特攻していたこと。3人

にSL特急「銀河」への招待状が届き…。3世代の時空を超え、十津川警部

が解き明かす真相とは？

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 １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。

・仕事始め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４日（火）

・図書選定委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・1３日（木）

・図書整理日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１日（月）


