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１ センターからのお知らせ

（１）エレベーター工事について

以前お知らせしましたエレベーターの取替工事について、下記の通り、

日程が決まりました。

工事期間：令和4年9月9日から10月28日まで

この間は、エレベーターは使用できませんので、来館の際は階段を使

用していただくことになります。来館予定の方は前もって連絡いただけ

れば、玄関にお迎えに行きます。

皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願

いいたします。

（２）「ふれあいの集い」について

10月16日（日）、ウエディングプラザ アラスカにおいて、「ふれあい

の集い」を開催いたします。利用者・奉仕員・センター職員が一堂に会し、

交流を深める目的で、毎年開催しております。

午前に奉仕員表彰を行い、その後、株式会社イリエによる情報機器・生

活用具の紹介・展示を行います。「エンジェルアイスマートリーダー」も

体験できます。ご興味のある方はぜひこの機会に体験してみてください。

※「エンジェルアイスマートリーダー」とは、活字文書読み上げ装置で、

カメラを内蔵した本体をメガネのフレームに取り付け使用します。ライ

ターほどの小ささで重さも気になりません。カメラで印刷物を撮影する

と、文字を読み取って音声で読み上げます。印刷物を読み取るときに、

「右端が切れています」という様に適切な位置を教えてくれたり、解析中

には音声ガイダンスがあったりするので、使いやすい機器です。
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午後からは、青森県防災士会より講師をお迎えして、災害に備えるた

めに必要な知恵・準備などについて分かりやすくご紹介いただきます。

皆様のご参加をお待ちしております。詳細につきましては別紙資料を

ご覧ください。

（３）視覚障害者情報機器操作講習会について

7月24日（日）、黒石市の「松の湯交流館」において、株式会社イリエ、

弘前市の利用者の方にご協力いただき、標記講習会を開催しました。当

日は、中南黒地区の利用者4名の方が参加されました。

プレクストークPTN3の体験、USBメモリでの図書の利用方法、拡大

読書器、「エンジェルアイスマートリーダー」、「HOYA 暗所視支援メガ

ネMW10」の体験が行われました。

また、弘前市の利用者の方には、iPhoneの文字入力について教えてい

ただきました。パスワードなど音声入力できない場合もあるので、タッチ

パネルでの文字入力方法を覚えておいた方が良く、そのためにはiPhone

のメモ帳を使って練習するとよいとのことでした。

エンジェルアイスマートリーダーでの文書読み上げ体験では、カメラ

と原稿との位置を合わせるのが難しいところもありましたが、受講者の

方は、自分が指差ししたところを読み上げてくれること、読み上げの合成

音の滑らかさに感動されていました。

センターでは、より便利に読書を楽しむ為、お一人お一人の希望にあわ

せた機器講習を行っております。今後は上十三地区で開催する予定です。

対象地区にお住まいの方にお声がけいたしますので、よろしくお願いい

たします。対象地区以外にお住まいの方でご興味のある方は、センターに

ご連絡ください。
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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。）

【社会科学】

1 最新データでわかる日本人・韓国人・中国人

造事務所（ぞう じむしょ）編著   7時間49分

2021年出版。日本・韓国・中国の最新データをもとに、衣食住から

エンタメまで、3国の国民性を徹底比較！世界平均を下回る日韓の出

生率、3億人の愛煙家をかかえる中国など、知っているとビジネスや

話のネタに役立つ教養が満載。

2 ロシアを決して信じるな

中村 逸郎（なかむら いつろう）著 4時間49分

2021年出版。北方領土は返還不可、核ミサイルの誤作動、日常茶飯事

の暗殺、世界最悪の飲酒大国、消えない「プーチン偽物」説…。第一人

者が不可思議な現地体験で驚き、怒り、ときに嗤いつつ描く、新しいロ

シア論。

【産業】

3 走れトラック、ねがいをのせて！

～おはなしSDGs 飢餓をゼロに～

森埜こみち（もりの こみち）作 ほか   1時間42分

2022年出版。じいちゃんが育てた700本の大根が捨てられそう。なん

とかしなくちゃ。大根のもらい手を探す小6の樹は、余った食品を必要な

人に届けるフードバンクのことを知るが…。物語をとおして、SDGsのこ

とをわかりやすく伝える。
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【文学】

4 駅に泊まろう！ 2 コテージひらふの早春物語

豊田 巧（とよだ たくみ）著   6時間14分

2021年出版。美月が北海道比羅夫駅のコテージのオーナーになって半

年。コックの亮が不在のその日、天候の影響で肉も魚も届かなくなって

しまう。亮の兄・健太郎の手配でやってきたのは、自ら仕留めたエゾシ

カの肉を担いだ美女だった。

5 駅に泊まろう！ 3 コテージひらふの短い夏

豊田 巧（とよだ たくみ）著   6時間10分

2021年出版。心浮きたつ北海道のつかの間の夏。コテージ比羅夫は連

日満室。そんな中、リピーターのカップルが、いつもと違って会話が弾

まずぎこちない。心配したオーナーの美月は事情を聴き出すのだが…。

6 SRO 9 ～警視庁広域捜査専任特別調査室～

ストレートシューター

富樫 倫太郎（とがし りんたろう）著   16時間3分

2022年出版。SROの尾形は息子の審判を前に落ち着かない。その上、

妻が新興宗教に多額の寄付を行っていることが発覚。教団には不穏な噂

が絶えず、尾形は公安から潜入捜査を打診される。そして最凶の殺人鬼・

近藤房子の次なる狙いは…。

7 主語のない男、生返事の女

   櫻井 紅音（さくらい あかね）著   1時間45分

2021年出版。なんの前触れもなく、「勝ったな」と、どう返事していい

か分からない物言いばかりする夫。肘をついて食事をして、よく噛まずに

飲み込んでしまう夫。洋服のセンスがあまりにも酷く、一緒に歩きたくな

くなる夫。初めてのデートでいきなりラーメン屋に連れていくような、女

心のひとかけらも分かってない夫。…そんな「ときめかない」ダンナ、片

付けちゃいましょう！
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8 A 小説ノイズ〈ｎｏｉｓｅ〉

黒木（くろき）あるじ 著 ほか   6時間19分

2021年出版。孤島・猪狩島は、農家の圭太が生産する幻の黒イチジクに

より復興ムードに沸いている。だが圭太は猟師の純、巡査の守屋と共に、

島を訪れた凶悪犯を誤って殺してしまい…。2022年1月公開、漫画原作

の映画を基に編んだ小説。

9 A 小説ましろのおと 3

時海 結以（ときうみ ゆい）文 ほか   4時間13分

2021年出版。津軽三味線甲子園個人戦がスタート。全国から集まった強

豪たちの演奏が続くなか、雪の情緒的な演奏は聴く者の心をゆさぶり、大

歓声をあびる。その結果は？そして大会後、雪は大きな決断をし…。

10 ドクター・ホワイト 3

樹林 伸（きばやし しん）著    8時間

2021年出版。圧倒的な医療知識と類まれなる診断能力を持つ謎の美女・

雪村白夜が、実習生として高森総合病院へ戻ってきた。救急搬送されてき

た患者への「急性アルコール中毒」との所見に、白夜は「それ、誤診です」。

TVドラマの原作。

11 A 花咲くキッチン ～再会には薬膳スープと桜を添えて～

忍丸（しのぶまる）著  7時間13分

2021年出版。仕事が大好きで有能な百花。コンビニ飯上等、ジャージが

普段着。そんな姿で、美青年になった幼馴染と運命的に再会してしまう。

実は百花のことが愛しくてならない彼から、彼が開く健康美食の料理店

の試食係に抜擢され…。
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12 A ふたりのえびす

髙森 美由紀（たかもり みゆき）著  4時間56分

2022年出版。豊作を祈願する八戸の郷土芸能「えんぶり」は春をよぶ祭

り。えびす舞をおどることになった太一と優希が、たがいの気持ちをぶつ

けながら自分を見つめなおしていく、ふたりの再生物語。

13 ＦＬＯＷＥＲ

原山 玲子（はらやま れいこ）著   3時間5分

2021年出版。契約社員の路子は、押し付けられた仕事に忙殺され、つい

にはとある原因で命を落とす。路子の恋人の克巳は、ショックで話せなく

なった。そんなある日、路子の後輩社員のマキが、路子のデスクで遺書を

発見する。路子の死は、事故ではなく自殺だったのか？克巳とマキ、そし

て克巳の兄の薫は、路子の死の真相を究明しようと動き出す…。残された

者たちの再生を描くラブストーリー。

14 A 羊毛フェルトの比重

髙森 美由紀（たかもり みゆき）著  8時間2分

2022年出版。手芸店に勤めて10年の紬。リスペクトのない職場、ご都

合主義の彼氏、微妙な親子関係など毎日の小さなモヤモヤが、大好きな手

芸の時間まで侵食しつつあった。このままでいいのか？30歳・紬の「自

分を取り戻す」物語。

15 夜のお茶漬け 食堂のおばちゃん 11

山口 恵以子（やまぐち えいこ）著   5時間22分

2022年出版。財布にも心と体にもやさしいはじめ食堂。ある日、万里が

はじめ食堂の慰労会で訪れた、新富町「八雲」のスッポンのコース料理に

衝撃を受けて…。巻末にレシピ付き。



8

16 世の中に悪い人はいない  ウォン・ジェフン 著

岡崎 暢子（おかざき のぶこ）訳   6時間36分

2022年出版。心のいちばん奥にしまった「あのとき」「あのひと」のこ

と…。表題作の他、「手応え感じる」「爪楊枝」など小さなエピソードをま

とめた、記憶の断片をやさしく包む短編集。

◇厚労省委託・寄贈録音図書◇

「第68回青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書全18タイト

ルの内、13タイトルが寄贈されました。

図書番号・書名・著者名・時間数の順にご紹介します。

【自然科学】

17 クジラの骨と僕らの未来 世界をカエル 10代からの羅針盤

中村 玄（なかむら げん）著   5時間32分

18 この世界からサイがいなくなってしまう

～アフリカでサイを守る人たち～

味田村 太郎（みたむら たろう）文   3時間7分

【技術．工学】

19 建築家になりたい君へ 14歳の世渡り術

隈 研吾（くま けんご）著   6時間21分

20 おすしやさんにいらっしゃい！ ～生きものが食べものに

なるまで かがくヲたのしむノンフィクション～

     おかだ だいすけ 文 ほか   1時間13分
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【文学】

21 つくしちゃんとおねえちゃん

          いとう みく 作 ほか   44分

22 みんなのためいき図鑑

  村上（むらかみ）しいこ 作 ほか   2時間24分

23 りんごの木を植えて

大谷 美和子（おおたに みわこ）作 ほか  3時間14分

24 海を見た日   Ｍ．Ｇ．ヘネシー 作

杉田 七重（すぎた ななえ）訳   7時間37分

25 すうがくでせかいをみるの  ミゲル・タンコ 作

福本 友美子（ふくもと ゆみこ）訳   42分

26 チョコレートタッチ

パトリック・スキーン・キャトリング 作

佐藤 淑子（さとう よしこ）訳 ほか   1時間40分

27 ばあばにえがおをとどけてあげる

       コーリン・アーヴェリス 文

まつかわ まゆみ 訳 ほか   44分

28 111本の木   リナ・シン 文

           こだま ともこ 訳 ほか  44分

29 ぼくの弱虫をなおすには   Ｋ．Ｌ．ゴーイング 作

  久保 陽子（くぼ ようこ）訳 ほか   5時間39分
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あんな本こんな本（官能小説）

30 妖艶小野小町

水沢 竜樹（みずさわ たつき）著   7時間29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

（2022 年 6 月 5 日～2022 年 6 月 26 日放送分収録）

・2022 年 6 月 5 日 ・・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次

「ウクライナ触地図の紹介」

・2022 年 6 月 12 日・・・・・・・・・・・担当：角田 まき子

「板橋かずゆきさんと電話での初めてのご対面」

・2022 年 6 月 19 日・・・・・・・・・・・担当：佐藤 英理子

「ボールとハートをつないで フロアバレーボール『ラッセ青森』」           

・2022 年 6 月 26 日・・・・・・・・・・・担当：南舘 邦士

「戦争と障害者について 日本からの祈り その 1」           
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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 人生を変える７つの秘儀

江原 啓之（えはら ひろゆき）著   2冊

2019年出版。「本当の自分」を知ることは真の幸せへの扉です。長年に

わたり霊的真理を軸に人事百般のことを伝えてきた江原啓之が大事にし

ている７つの法則を、日常の出来事に当てはめてわかりやすく解説しま

す。

2 精神世界3.0 ～私たちは何を信じ、何を捨てるべきか～

秋山 眞人（あきやま まこと）著 ほか   4冊

2021年出版。精神世界と現実とを結びつけて生きるための、意識の使い

方の指南書。秋山眞人、江原啓之というふたりの能力者が見ている摩訶不

思議な現実と風景、そして豊富な体験と知識を、対話を通してわかりやす

く伝える。

3 書く瞑想 ～1日15分、紙に書き出すと頭と心が整理される～

古川 武士（ふるかわ たけし）著   3冊

2022年出版。必要なのは紙とペンのみ。自分と向き合い、本当に大切な

ことに気づけば、生き方は今よりずっとシンプルになる。自分を整理する

ための「書くメソッド」を体系化して紹介する。
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【社会科学】

4 ルポ 死刑 ～法務省がひた隠す極刑のリアル～

佐藤 大介（さとう だいすけ）著   4冊

2021年出版。法務省によって徹底的に伏せられている死刑の詳細。死刑

囚、元死刑囚の遺族、刑務官、検察官、教誨師、元法相、法務官僚など異

なる立場の人へのインタビューを通して、密行主義が貫かれる死刑制度

の全貌と問題点に迫る。

5 実録脱税の手口

田中 周紀（たなか ちかき）著   5冊

2021年出版。ＦＸ取引、暗号資産、割引金融債、自販機スキーム…。税

金事件のなかから社会的に大きな話題を呼んだものや、税務面で参考に

なるものを17件選び、実際に使われた脱税の手口を解説する。

【自然科学】

6 文系のためのめっちゃやさしい宇宙

吉田 直紀（よしだ なおき）監修   3冊

2022年出版。宇宙は膨張している？ダークエネルギーの正体は？宇宙

の外側には別の宇宙がある？宇宙の成り立ちや謎について、大学の先生

と文系サラリーマンの対話形式でやさしく解説する。偉人のエピソード

も紹介。

7 病理医ヤンデル先生の医者・病院・病気のリアルな話

市原 真（いちはら しん）著   4冊

2022年出版。みんなが気になる“がん”ってどんな病気？大学病院と町

のお医者さんの違いって？病理医ヤンデル先生が語る医療のリアル。な

んだかむずかしそうな「医療」のことが、ちょっと身近に感じられる本。
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8 ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方

栗原 毅（くりはら たけし）監修   2冊

2021年出版。禁酒もハードな運動も必要なし。内臓脂肪を落とすカギは

“食べ方”だった！内臓脂肪が落ちる食べ方、内臓脂肪がつきにくいお酒

の飲み方などをわかりやすく紹介する。

9 発酵発芽玄米三カ月の奇跡

渡辺 茂（わたなべ しげる）著   3冊

2022年出版。健康づくりの土台となる食事の重要性、伝統的な日本食が

理想的とされる理由、そしてもっとも重要な主食である玄米の効果と、発

酵発芽玄米の作り方を紹介する。著者が1億円かけて検証した本当に効果

のある健康法も掲載。

【文学】

10 愛と髑髏と

皆川 博子（みながわ ひろこ）著   3冊

2020年出版。日常生活に潜む狂気と呪縛を幻想的な筆致で紡ぐ短篇集。

檻の中に囚われ、折檻される美青年の不条理な日々に、どんでん返しが待

ち受ける「悦楽園」など全8篇を収録。服部まゆみによる解説、日下三蔵

による編者解題も掲載。

11 A 今日は心のおそうじ日和 2

成田 名璃子（なりた なりこ）著  3冊

2021年出版。大作家の住み込み家政婦となった涼子の安らかな日々は

突然終わりを告げる。若い女性が弟子入り志願してきたのだ。彼女はたち

まち先生の心を掴み、居場所を失ったかのように感じる涼子には見合い

話が持ち込まれ…。
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12 クリスタル・カノン 警視庁公安Ｊ 7

鈴峯 紅也（すずみね こうや）著   6冊

2022年出版。日本に売られた子供〈黒孩子〉を利用した中国犯罪集団に

よるブラックチェイン事件から3年。生き残った者たちに事件についての

脅迫電話が。同じ頃、中国政府情報機関の全道安が来日。小日向純也は一

連の出来事の裏を探るが…。

13 刑事特捜隊「お客さま」相談係 伊達政鷹

鳴神 響一（なるかみ きょういち）著   5冊

2020年出版。異動初日に苦情申立人を押しつけられた元捜査一課のエ

ース刑事・伊達政鷹。娘の亡骸が芦ノ湖で見つかったという男が「自殺な

んてするはずない」と声を荒らげる。自殺でない証拠があるのか。癖のあ

る刑事たちが難事件に挑む。

14 A 後宮の巫女嫁 ～白虎の時を超えた寵愛～

忍丸（しのぶまる）著   4冊

2021年出版。額に痣のある蘭花は、妹に虐げられ、家に居場所はない。

後宮勤めを始め、下女として出席した守護神・白虎の巫女花嫁を選ぶ儀式

で、なぜか花嫁に指名されて…！？それは、千年の時を超えて再び結ばれ

た、運命の糸だった。

15 A 小説ＳＨＡＭＡＮ ＫＩＮＧ

武井 宏之（たけい ひろゆき）原作 ほか   2冊

2021年出版。小山田まん太のクラスに転校してきた麻倉葉は、あの世と

この世を結んで、神や精霊たちと交流できるシャーマン。葉はサムライの

霊・阿弥陀丸を持霊にするが、それをねらってシャーマンたちが現れ…。

コミックのノベライズ。



15

16 神保町・喫茶ソウセキ文豪カレーの謎解きレシピ

柳瀬（やなせ）みちる 著   4冊

2021年出版。漱石や子規など、文豪がモチーフのカレーを提供する喫茶

ソウセキには、事件と古書が日々舞い込んできて…。料理人の千晴とイケ

メン作家・葉山が、カレーを作り古書を読みながら謎を解き明かす！

17 宿で死ぬ ～旅泊ホラー傑作選～

朝宮 運河（あさみや うんが）編   4冊

2021年出版。泊まれば二度と帰れない…。旅の「宿」を舞台にしたホラ

ー短編作品を一挙集結。遠藤周作「三つの幽霊」、福澤徹三「屍の宿」、坂

東眞砂子「残り火」など全11編を収録する。

18 遺す言葉 ～「寂庵だより」2017－2008年より～

瀬戸内 寂聴（せとうち じゃくちょう）著   4冊

2022年出版。もう今夜死んでも不思議ではない年齢だ。今となっては、

何も思い残すことはない。書き足りない想いもない…。瀬戸内寂聴が編集

長を務めた『寂庵だより』2008～2017年の随想をまとめる。

19 特別料理      スタンリイ・エリン 著

田中 融二（たなか ゆうじ）訳   5冊

2015年出版。そのレストランで供される料理は、何物もおよばない美味

だった。だがその美味の秘密とは…。エラリイ・クイーンが絶賛した戦慄

を呼ぶ表題作をはじめ、アメリカ探偵作家クラブ賞受賞作「パーティーの

夜」など、語りの妙と優れた心理描写を堪能できる十篇を収録した傑作短

編集！
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◇厚労省委託・寄贈点字図書◇

【社会科学】

20 公益通報者保護法 金融商品の販売等に関する法律

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の

向上に関する法律 他               1冊

2020年発行。表題ほか、令和2年6月12日改正の「自動車の運転により

人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」を収録。

21 商法 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

  3冊

2020年発行。平成30年5月25日改正の「商法」、令和2年5月29日改

正の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を収録。

あんな本こんな本（官能小説）

22 エスカレーション

倉田 悠子（くらた ゆうこ）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。

・令和元年 社会福祉施設等調査の概況 ・・・・・・・・・・全2巻

・令和2年版 食育白書（概要版） ・・・・・・・・・・・・・全1巻

・令和2年版 交通安全白書（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

2015年9月に国連サミットでSDGｓが採択されたことから、今月末

はSDGｓ週間となっています。今月は最近よく聞くSDGs（持続可能な

開発目標）についての図書をご紹介します。

なお、製作館名は省略します。

あなたとSDGｓをつなぐ「世界を正しく見る」習慣

原 貫太（はら かんた）著  点字製作中 ／ 7時間57分

2021年出版。SDGsと謳っているが、貧困・環境・資源・紛争といった

世界の問題と、私たちの生活が繋がっていることに気づけているか。アフ

リカで人道支援に取り組んできた著者が、独自の切り口で世界の諸問題

に迫る。

小学生からのSDGs  深井 宣光（ふかい のぶみつ）著 ほか

点字なし ／ 5時間42分

2021年出版。専門知識ゼロでもわかりやすい“こども目線”のSDGs

入門書。17の目標ごとに、日本と世界で起きていることを紹介する。解

説アニメーションや、企業・団体の活動にアクセスできる二次元コード

付き。

SDGs入門   村上 芽（むらかみ めぐむ）ほか 著

4冊 ／ 8時間45分

2019年出版。持続可能な世界のための17の目標「SDGs」。ビジネス

との結び付き、取り組むときのヒント、取り組みテーマの選び方など、

基礎知識から導入までを解説する。具体例や、社内で議論するための

フォーマットも掲載。
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ムズカシそうなSDGsのことがひと目でやさしくわかる本

本田 亮（ほんだ りょう）著  1冊 ／ デイジー製作中

2021年出版。SDGsの全体像がやさしくわかる一冊。世界中の大自然を

旅し、地球のリアルを見てきた著者が、SDGsの17の目標と主要なター

ゲットを楽しいイラストで紹介する。

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（2022年6月18日から2022年7月17

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】

こんな人いるよねぇ～ ～本を読んでつぶやいた～

       つぶやき シロー 著 ほか   4時間33分

2022年出版。都合のいい人、不倫する人、いない人の悪口を言う人…。

芸人そして小説家のつぶやきシローが、困った人や苦手な人に対する

モヤモヤや対応法を綴り、それに関連するおすすめの本を紹介する。

あきらめない男 ～重度障害を負った医師・原田雷太郎～

長田 昭二（おさだ しょうじ）著   5時間22分

2022年出版。壮年期に転落事故で脊髄を損傷、首から下が動かなくな

るという重度の障害を負った内科医・原田雷太郎。わずかに動くのは右

手の人差し指と親指だけ。それでも、医師であることをあきらめなかっ

た男の努力のドキュメント。



19

日本人が知らない世界の黒幕 ～メディアが報じない真実～

      馬渕 睦夫（まぶち むつお）著  5時間25分

2021年出版。2020年米国大統領選挙、イギリスのEU離脱、米中冷戦

…。メディアによって流される情報は、本当に正しいものなのか。最近報

道された国際ニュースを中心に取り上げ、そこから見えてくる不都合な

真実を暴く。

【点字図書】

ゼレンスキー大統領、世界に向けた魂の演説集

～望まぬ戦争でウクライナ人は命を落とす。世界と未来のために。～

              ゼレンスキー 述 ほか   2冊

2022年出版。2014年にロシアがクリミア半島を併合してから8年、

2022年2月24日、ロシアがウクライナに侵攻した。ロシアに侵攻され

てからの、各国の議会などで行われたウクライナ・ゼレンスキー大統領の

演説を時系列に収録する。

健康は歯と口から ～患者さまから教えていただいたこと～

           井田 亮（いだ あきら）著   1冊

2021年出版。歯の構造、口腔内細菌の全身への影響、歯を守るための究

極の方法…。臨床歴50年の著者が、患者さんとともに取り組んできた、

歯と口の健康を守るための具体例を詳述する。

＃（ハッシュタグ）寂聴さん ～秘書がつぶやく２人のヒミツ～

             瀬尾（せお）まなほ 著   1冊

2022年出版。まさかのコロナ感染と老人ホーム入所、「美味お宝倉庫？」

の寂庵と先生の食欲、最後の恋人、お別れの日…。瀬戸内寂聴の一番身近

にいた秘書が、面白おかしく、時に切ない最期の日々を綴る。横尾忠則の

寄稿も収録。

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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６     ９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（八戸市）

・・・・・・・・6日、13日、20日、27日（毎週火曜日）

・点訳奉仕員養成講習会（弘前市）

・・・・・1日、8日、15日、22日、29日（毎週木曜日）

・板柳東小学校点字教室へ職員2名派遣・・・・・・・・・・12日（月）

・図書選定委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・14日（水）

・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研修会

（秋田県主管／Zoom）に職員2名参加・・・・・・・・16日（金）

・西目屋小学校点字教室へ職員2名派遣・・・・・・・・・・21日（水）

・目の見えない方、見えにくい方のための福祉展（青森市）

・・・・・・・・25日（日）

・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。


