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１ センターからのお知らせ

（１）年末特別貸出について

センターの年末年始の休館期間は、令和４年 12 月 29 日（木）から

令和５年 1 月３日（火）までです。

その間にも読書を楽しみたい方は多いと思いますので、従来の貸出の

他に年末特別貸出をお受けします。12 月 15 日（木）までにお知らせく

ださい。年末特別貸出として希望された図書は、12 月 23 日（金）に発

送いたします。ご返却は 1 月 11 日（水）頃までにお願いします。ご希

望の際に、通常の貸出か、年末特別貸出かを必ずお知らせください。

年末は郵便並びに貸出業務の混雑が予想されます。年末に貸出を希望

された図書の発送が翌年になる場合もございますので、あらかじめご了

承ください。

また、SD カードと USB メモリーでの貸出希望もお受けします。ご相

談ください。

（２）「2023 年 小鳩文化カレンダー」を差し上げます

RAB 青森放送様より、小鳩文化事業団製作の写真付き点字カレンダー

をご寄贈いただきました。ご希望の方は、センターへお申し込みくださ

い。数に限りがありますので、お申し込みは県内利用者のみとさせていた

だきます。

（３）奉仕員表彰受賞者

10 月 16 日「ふれあいの集い」において、センターから奉仕員の方へ、

所長表彰と感謝状を贈呈いたしました。以下は今年の受賞者です。（敬称

略）
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所長表彰

竹岸 真弓（八戸市）   日赤八戸分団    点訳奉仕員

高谷 美恵子（青森市）  個人       点訳奉仕員

小島 美鶴（五所川原市） 日赤青森分団   点訳奉仕員

須藤 智子（弘前市）   日赤弘前分団   音訳奉仕員

木原 照美（青森市）   日赤八戸分団   音訳奉仕員

須藤 富美子（秋田県）  個人       音訳奉仕員

石谷 啓子（八戸市）   日赤八戸分団   音訳校正奉仕員

柿崎 弘信（青森市）   日赤青森分団   音訳校正奉仕員

阿部 朋子（青森市）   日赤青森分団   デイジー編集奉仕員

感謝状

津田 圀子（八戸市）   日赤八戸分団   点訳奉仕員

三井 一代（弘前市）   日赤弘前分団   点訳奉仕員

阿部 幸子（黒石市）   日赤黒石分団   点訳奉仕員

松谷 美香（青森市）   弘前パール会   点訳奉仕員

斉藤  紀子（七戸町）   日赤十和田分団  点訳奉仕員

木村 容子（青森市）   日赤青森分団   点訳奉仕員

小鷹 勅子（むつ市）   日赤むつ分団   点訳奉仕員

有馬 眞里子（青森市）  日赤黒石分団   点訳奉仕員

對馬 礼子（青森市）   日赤青森分団   点訳奉仕員

佐川 澄子（八戸市）   日赤八戸分団   音訳奉仕員

湯上 良子（むつ市）   日赤むつ分団   音訳奉仕員

小山内 貴子（弘前市）  弘前しらゆり会  音訳奉仕員

小田桐 知孝（弘前市）  日赤弘前分団   音訳奉仕員

中澤 聖子（弘前市）   弘前しらゆり会  音訳奉仕員

東大野 郁子（青森市）  日赤青森分団   デイジー編集奉仕員

受賞者の皆様、誠におめでとうございます。
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（４）利用者アンケートへのご協力について

当センターの管理・運営の参考にさせていただくため、指定管理者であ

る青森県視覚障害者福祉会からの依頼で、利用者アンケートを実施しま

す。

つきましては、アンケート調査を同封いたしますので、ご協力のほどよ

ろしくお願い申し上げます。昨年度の回答率は、23％でした。多くの皆

様からのご意見をいただきたいので、ご協力お願いいたします。

なお、アンケートの媒体は以下のとおりです。

設問の媒体は、点字、墨字、メール、テープ、デイジー

回答の媒体は、点字、墨字、メール、電話

設問の媒体は、「青い森通信」の送付媒体と同じです。別の媒体を希望

される方は、センターへご連絡ください。

（５）視覚障害者情報機器操作講習会について

10 月 26 日（水）、三沢市総合社会福祉センターにおいて、株式会

社イリエにご協力いただき、講習会を開催しました。当日は、上十三地

区の利用者７名の方が参加されました。

当日の主な内容は、

・プレクストーク PTR３を使って、デイジー図書のレベル移動・ペ

ージ移動をして聞きたい箇所を聞く方法

・プレクストーク PTN３のデイジー図書（CD）の出し入れの方法・

SD カードや USB メモリーを使って図書を聞く方法

・サピエ図書館で図書を検索する方法

でした。

この他、音声体重計、音声血圧計、ラウンドタイプの爪やすりなどの

日常生活用具の体験をされていました。

普段お電話で説明していることを、実際に機械を触ってもらいながら、

その場で説明することで、理解が深まっていたように感じました。
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（６）高知システム開発のソフトウェア My Book Ⅲについて

  サピエ事務局より My Book Ⅲについてのお知らせです。

「My Book Ⅲのメーカーサポートは既に終了し、現在 My Book

Neo が発売されています。ダウンロードはできなくても、ストリー

ミング再生のみで使用を続けているユーザーがありましたが、８月

末の改修でその機能も使えなくなりました。My Book のバージョ

ンアップ、または別のソフトウェア・ハードウェアの使用をお勧め

します」

  問い合わせ先

サピエ東京サポートセンター

（株式会社ラビット内）

サポートセンター専用電話：050-5804-0367

受付時間：火～土曜日 10 時～17 時（祝祭日を除く）

（７）「青い森通信 2022 年 11 月号」お詫びと訂正

・「お知らせ」で、福祉展で展示した商品を「コインコーム」と記載

しましたが、正しくは「コインホーム」でした。

・「新刊録音図書の紹介」で図書番号を「16」と記載しましたが、

正しくは「13」でした。

お詫びして訂正します。
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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 最高の死に方をするための最高の生き方

並木 良和（なみき よしかず）著   5時間32分

2022年出版。死というのはこの世から見たときの概念。大きな視点で見

るとただの「移行」…。生をより充実させるために、死や死後の世界の真

実を伝える。

【社会科学】

2 他人に気をつかいすぎて疲れる人の心理学

加藤 諦三（かとう たいぞう）著   6時間36分

2021年出版。頑張っているのに認めてもらえない、良かれと思ってした

ことが喜んでもらえない…。こんな悩みの原因は、実は相手のためではな

く、自分の心を癒やすための努力だから。「気をつかいすぎて疲れる人」

の心理問題を解説する。

3 万国お菓子物語 ～世界をめぐる101話～

吉田 菊次郎（よしだ きくじろう）著  6時間4分

2021年出版。政略結婚によってフランスへ伝わったマカロン、名称をめ

ぐり裁判にまで発展したザッハートルテ、大航海時代にポルトガルから

日本へやってきたカステーラ…。名店「ブールミッシュ」の創業者が綴る、

お菓子101の誕生秘話。
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【技術．工学】

4 A 津軽伝承料理

～発酵、うまみ、プラントベースを駆使した食の知恵～

津軽あかつきの会 著   3時間55分

2021年出版。青森県弘前市で“伝承料理”活動を続ける農村の女性たち

が、津軽地方の食の知恵を調査しレシピ化。発酵、うまみ、プラントベー

スを駆使した88品を、季節ごとに分けて紹介する。

5 A 伝え継ぎたい津軽のおかず

北山 育子（きたやま いくこ）ほか 著  2時間38分

2021年出版。柴田学園大学短期大学部の公開講座「おいしい津軽のおか

ずをつくりましょう」のレシピをまとめたもの。「ニンジンの子和え」「け

の汁」「貝焼きみそ」などの68品を収録。

【芸術．美術】

6 寄せの手筋200

金子（かねこ）タカシ 著   8時間32分

2010年出版。将棋の終盤に頻出する必修の寄せ手筋を集め、代表的なパ

ターンに分類した上で、レベル別に配列した問題集。基本的なやさしい問

題から、応用力を必要とする難しい問題まで全200問収録。

【文学】

7 眠れないほど面白い『伊勢物語』

～歌人・在原業平の雅びで大胆な恋と人生～

岡本 梨奈（おかもと りな）著   7時間49分

2022年出版。泣いて、歌って、恋をして！平安のモテ男・在原業平が大

活躍！抱腹絶倒＆感動の「超訳・伊勢物語」。超現代語訳のほか、原文、

現代語訳、古文の学び直しや受験にも役立つワンポイントレッスンを掲

載。
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8 アイアム・ハッピー 上

木之川（きのかわ）はじめ 著   13時間38分

2021年出版。民間企業の社員から公立学校の教諭に転身し、教頭、校長

まで務め上げ、退職後は子どもや保護者の相談業務に携わる著者が、永年

の間に経験し、見聞し、携わってきた小学校・中学校の教育の現場で起き

たさまざまな〈事件〉を生徒、教師、教育委員会相談員など、さまざまな

視点でリアルに描き出した、大阪のあるエリアを舞台にした群像小説（前

編）。

9 掟上今日子の忍法帖 忘却探偵シリーズ 14

西尾 維新（にしお いしん）著   9時間30分

2022年出版。セントラルパークで殺人事件が発生。凶器は手裏剣。ニ

ューヨーク市警が容疑者としたのは、ニューヨークに支局を構えた忘却

探偵・掟上今日子。記憶が「一日」限りの彼女は、疑いを晴らせるの

か？

10 かりそめ夫婦の縁起めし ～小料理屋「春霞亭」～

江中（えなか）みのり 著   8時間39分

2021年出版。ブラック職場に疲れ果て、閑古鳥鳴く老舗小料理屋「春霞

亭」に辿り着いた花澄は、店主の敦志と利害の一致から契約結婚すること

に。味は絶品だけど問題が山積みの店を繁盛させるために協力する2人の

間に特別な想いが芽生え…。

11 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   11時間15分

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…。
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12 恋ごろも お江戸縁切り帖 3

泉（いずみ）ゆたか 著   7時間31分

2022年出版。江戸で原因不明の疫病が大流行。糸の稼業である縁切り屋

も開店休業の状態のため、奈々とともに小石川養生所のお祓い所でお手

伝いをすることに。医師の銀太と顔を合わせることになった糸は、彼の誠

実な人柄に惹かれはじめて…。

13 しみしみがんもとお犬道中 まんぷく旅籠朝日屋 3

高田 在子（たかだ ありこ）著   8時間2分

2022年出版。旅籠「朝日屋」の店先に現れたのは、お伊勢参り中の…

犬！？居合わせた客に「親切にしてやらなきゃ、罰が当たる」と言われ、

おかげ犬の獅子丸の面倒を見ることになったが…。

14 七代目銭形平次の嫁なんです

神楽坂 淳（かぐらざか あつし）著   4時間42分

2022年出版。浪人の娘・菊菜に求婚した七代目銭形平次。真の平次にな

るには養ってくれる女房が必要だ。町中が成り行きを見守る中、大きな手

柄を立てることを結婚の条件にされた平次は、禁制品を扱う店の船を狙

った盗賊の臭いを嗅ぎつけ…。

15 A 伯爵と成金 ～帝都マユズミ探偵研究所～

堀川（ほりかわ）アサコ 著   8時間2分

2021年出版。昭和6年。顔を赤いペンキで塗られた強欲成金の死体が発

見された。冤罪をこうむった放蕩息子・心太郎は、伯爵家の次男坊で探偵

の望を頼る。一方、巷では同様の死体が次々見つかり、「黒影法師」なる

者の仕業と噂になり…。
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16 病は気から、死は薬から 薬剤師・毒島花織の名推理 4

塔山 郁（とうやま かおる）著   8時間16分

2022年出版。薬剤師の毒島さんに憧れる爽太の前に、彼女の恩人だとい

う男性・宇月が現れた。薬のプロ・毒島さんと漢方医学のプロ・宇月は、

その知識でトラブルを鮮やかに解決していく。爽太は二人の親密さに焦

り…。

17 廃墟都市の復活 下 移動都市クロニクル

フィリップ・リーヴ 著

安野 玲（あんの れい）訳   10時間28分

2018年出版。今更トムのもとに戻ることもできず、賞金稼ぎとして暮ら

すヘスター。だが〈グリーンストーム〉の内紛と陰謀に巻き込まれた青年

セオを偶然助けたことから、忘れたはずの過去がつきまといはじめ…。

〈移動都市〉４部作完結。

◇厚労省委託・寄贈録音図書◇

【社会科学】

18 ウイグル人に何が起きているのか ～民族迫害の起源と現在～

福島 香織（ふくしま かおり）著   8時間1分

2019年出版。収容者数100万人といわれるウイグル人の強制収容。中

国共産党による弾圧の魔手は、いまや在日ウイグル人にまで及んでいる

という。現地ルポとウイグル人へのインタビューから、21世紀最悪の監

獄社会の全貌を明らかにする。

【自然科学】

19 整体法の基礎 19版

野口 晴哉（のぐち はるちか）著   8時間15分

2018年出版。人間は誰もが元気に生きる力を持っている。自分の体の構

造を知り、その力を発揮できるようになるための啓発書。
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あんな本こんな本（官能小説）

20 時間の迷路

中村 真一郎（なかむら しんいちろう）著  10時間59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。

●令和 2 年度 食料・農業・農村白書   デイジー1 枚

●RAB 耳の新聞    一般 CD 1 枚

（2022 年 8 月 28 日～2022 年 9 月 18 日放送分収録）

・2022 年 8 月 28 日・・・・・・・・・・・担当：小田垣 康次

「今年もあるぜ、視覚障害者のパソコン講習会」

・2022 年 9 月 4 日・・・・・・・・・・・ 担当：棟方 庸子

「青森の若者の夢を応援 青森ゆめ奨学金」

・2022 年 9 月 11 日・・・・・・・・・・・担当：佐藤 英理子

「ハーネスで繋ぐ私と社会」

・2022 年 9 月 18 日・・・・・・・・・・・担当： 板橋 和幸

「今後のライブ情報」

●RAB 耳の新聞    一般 CD 1 枚

（2022 年 9 月 25 日～2022 年 10 月 16 日放送分週録）

・2022 年 9 月 25 日・・・・・・・・・・・担当：小田垣 妙子

「森の探検隊に参加して」

・2022 年 10 月 2 日・・・・・・・・・・・担当：南舘 邦士

「これからも現役 先輩と語る STT 談議」           

・2022 年 10 月 9 日・・・・・・・・・・・担当：角田 まき子

「調理をする前に知っておくと、失敗しないで料理の腕前もアップ」           

・2022 年 10 月 16 日・・・・・・・・・・担当：佐藤 英理子

「色を繋いで輪になって 障害者スポーツ交流会」           
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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 眠れぬ夜の聖書のことば ～ふっと心がラクになる～

MARO 著   2冊

2022年出版。仕事や人間関係のストレス、将来への不安で眠れない…。

そんな夜には「聖書のことば」が、私たちの悩みに寄り添ってくれる。寝

る前に読むと心が落ち着く、聖書のメッセージを紹介する。

【歴史】

2 ちゃんと知りたい歴史に輝く女性たち

榎本 秋（えのもと あき）編著   3冊

2019年出版。歴史上活躍した女性たち81人を、日本と海外にわけ、時

代順に紹介。

【社会科学】

3 池上彰の行動経済学入門

池上 彰（いけがみ あきら）監修   2冊

2022年出版。人はなぜ、それを買うのか？池上彰が、人間の行動心理を

読み解く行動経済学をわかりやすく解説する。

【技術．工学】

4 食材も手間も最小限レシピで今日も晩ごはん乗りきった。

「がんばらない」ごはん研究会 編   2冊

2020年出版。これなら作れるかも！ハンバーグ、肉じゃがといった定番

料理を最小限レシピで作る方法や、電子レンジで完結するメインおかず

など、毎日の晩ごはん作りを乗りきるための、やる気のいらないゆるレシ

ピ＆時短テクを紹介します。
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【芸術．美術】

5 がんばろうとしない生き方

～大腸がんになって見つけた笑顔でいる秘訣～

桑野 信義（くわの のぶよし）著   2冊

2022年出版。シャネルズ40周年記念ツアーを控えていたとき、大腸が

ん、リンパへの転移が判明。10か月の闘病を経て、桑マンが再びステー

ジに立つまでの手記。苦しさを乗り越えるヒントが満載。

【文学】

6 A 夢を見る ～性をめぐる3つの物語～

石原 燃（いしはら ねん）著   3冊

2022年出版。初の小説「赤い砂を蹴る」が第163回芥川賞候補になっ

た劇作家・石原燃による性をめぐる物語集。慰安婦問題を扱った表題作や

男性の性暴力被害者を描いた「蘇る魚たち」など全3作を収録。

7 カナコと加奈子のやり直し

額賀 澪（ぬかが みお）著   4冊

2021年出版。母校に赴任した教師・菅野は、校舎内でイシイカナコの幽

霊に遭遇。彼女は高3の冬に自殺した同級生だった。次の瞬間、菅野の意

識は高3の時間軸へ飛び…。菅野は自分とカナコの人生を変えることがで

きるのか。切ない青春物語。

8 A 幻想商店街

堀川（ほりかわ）アサコ 著   3冊

2021年出版。あの世からのお客様も訪れる、世界のへそ商店街。市から

の立ち退き要求に、納得できない一人の少女が立ち上がる！そんなとき

「交差点のアカリさん」という怪談が広がり始めて。
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9 A 小説 如月小春 前夜

伴 剛峰（ばん たけみね）著   4冊

2022年出版。1980年代の小劇場ブームを代表する如月小春。その学生

時代の劇団にスタッフとして参加した主人公の眼を通して、“世に出る”

前の如月の姿を描き、当時の演劇状況の動向や、世の動き、大学生の生態

もリアルに記述した小説。

10 A 奥羽怪談

黒木（くろき）あるじ ほか 著   3冊

2021年出版。東北6県ゆかりの怪談作家10人が、地元の怖い話を書き

下ろした実話怪談集。

11 眠れないほど面白い『枕草子』

～みやびな宮廷生活と驚くべき「闇」～

岡本 梨奈（おかもと りな）著   4冊

2021年出版。予備校講師・岡本梨奈が、まるで清少納言と「ガールズト

ーク」をしているかのように「枕草子」を超訳＆解説。

◇厚労省委託・寄贈点字図書◇

【文学】

12 こども詩集 わくわく

全国学校図書館協議会 編   1冊

2019年出版。わくわくするような谷川俊太郎の詩や、「春が来た」「しゃ

ぼん玉」といった歌の詩などを多数収録。詩のあん唱運動「ソラシド」か

ら生まれた詩集。

13 うりぼうウリタ もりのがっこう

おくやま ゆか 作   1冊

2020年出版。いのししの子、うりぼうのウリタはくいしんぼうで、あ

わてんぼ。春から通っている森の学校では、新しい友だちがたくさんで

きて…。ウリタの楽しい毎日を描いた全4話を収録。



15

14 ごいっしょさん

松本 聰美（まつもと さとみ）作   1冊

2020年出版。秘密の言葉を唱えると、勇気をくれる妖怪「ごいっしょ

さん」。だけど本当は、妖怪博士のぼくが友だちをはげまそうと…。不

思議な「ごいっしょさん」パワーが巻き起こすうれしい出来事と友だち

の輪、友情の物語。

15 手と手をぎゅっとにぎったら

横田 明子（よこた あきこ）作   1冊

2019年出版。特別支援学校って、いったいどんな学校で、どんな子た

ちが通っているんだろう。知的障害クラスの児童たちとの心の交流を描

いた物語。

16 やぎこ先生いちねんせい

ななもり さちこ 文   1冊

2019年出版。やぎやま小学校にやってきた、新人のやぎこ先生。着る

服に迷って遅刻したり、夏休みの宿題を出し忘れたり…。校長先生に怒

られてばかりのやぎこ先生が、生徒のこやぎたちと成長していく様子を

ユーモアたっぷりに描く。

17 西遊記 14 寂の巻

斉藤 洋（さいとう ひろし）文   2冊

2020年出版。天竺を目指すおなじみの玄奘三蔵一行の旅。朱紫（しゅ

し）国王の病魔退治を頼まれた悟空は、三年前に王妃をさらった妖怪・

賽太歳（さいたいさい）が原因だと突き止め、山の洞窟に向かう。孫悟

空の大奮闘が始まるシリーズ第14弾。
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18 パイパーさんのバス  エリナー・クライマー 作

小宮 由（こみや ゆう）訳  1冊

2018年出版。犬、猫、ひよこといっしょに暮らすことになった、バス

の運転手のパイパーさん。うちの中はにぎやかになりましたが、大家さ

んに動物たちを追いだすように言われてしまい…。

19 おめでたこぶた その１ 四ひきのこぶたとアナグマのお話

アリソン・アトリー 作

すがはら ひろくに 訳   2冊

2012年出版。木かげの小道のほとりで、四匹のこぶたのきょうだいが、

親代わりのアナグマと幸せに暮らしています。想像力が広がる全6話を収

録。

あんな本こんな本（官能小説）

20 伯母の布団

睦月 影郎（むつき かげろう）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

今月は、「福音館古典童話シリーズ」の作品をいくつかご紹介します。

書名は聞いたことがあるけれど読んだことがない、久しぶりに読んで

みたいという作品があるはずです。ぜひご利用ください。

なお、製作館名は省略します。

ガリヴァー旅行記  Ｊ・スウィフト 作

坂井 晴彦（さかい はるひこ）訳

8 冊 ／ 15 時間 42 分

1997年出版。人間の背丈が15センチほどの小人国。一方、20メートル

を越える巨人の国。ガリヴァーの数奇な運命が繰り広げる数々の冒険譚

です。

若草物語        Ｌ・Ｍ・オールコット 作

              矢川 澄子（やがわ すみこ）訳

                   7冊 ／ 12時間24分

1997年出版。1860年代、南北戦争中のアメリカ。従軍牧師として戦地

に赴いた父親不在の家庭を、四人姉妹が母親と隣人の善意に助けられな

がら、失敗を乗り越え支えていきます。個性豊かに描きわけられた少女た

ちの姿は、時の隔たりを越えて、今なお読者の心を魅了してやみません。

海底二万海里     ジュール・ベルヌ 作

             清水 正和（しみず まさかず）訳

                 11冊 ／ 22時間38分

1997年出版。潜水艦ノーチラス号と、謎の男ネモ艦長の名を知らない子

どもはいないでしょう。驚異と神秘に満ちた海底世界の旅へと、読者を

導きます。



18

レ・ミゼラブル   ヴィクトル・ユーゴー 作

          清水 正和（しみず まさかず）編・訳

               上巻  8冊 ／ 14時間23分

               下巻  8冊 ／ 14時間37分

1996年出版。たった1個のパンを盗んだために囚人となったジャン・

ヴァルジャンの数奇な運命を、19世紀前半の混乱したフランス社会を

背景に雄大に描いた大河ロマンです。

以上、当シリーズは他にも作品があります。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9月24日から2022年10月

23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】

眠れないほどおもしろい世界の三大宗教

  ～キリスト教、イスラム教、仏教 なぜ、こんなに劇的なのか～

並木 伸一郎（なみき しんいちろう）著  7時間31分

2021年出版。宗教がわかれば、世界が見えてくる…。なぜイエスは磔に

されたのか？「最後の預言者」「ラマダーン」とは？世界の三大宗教、キ

リスト教・イスラム教・仏教について、「これだけは知っておきたい謎と

不思議」を紹介する。

白い杖、空を行く

      田中 徹二（たなか てつじ）著  2時間48分

2022年出版。49か国、100以上の都市を訪れた全盲の著者が、日本点

字図書館で様々な国際協力事業を立ち上げるプロセスや、訪問先での交

流、旅のエピソード等を綴る。
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眼球達磨式   澤 大知（さわ だいち）著   2時間33分

2022年出版。地面を自在に疾走する移動式小型カメラの〈アイ〉は、コ

ントロールを失い、見知らぬ女性に捕獲される。翌日、なぜか自ら走行を

始めたアイは、思いもよらない景色を映し出し…。第58回文藝賞受賞作。

【点字図書】

あした死んでもいい片づけ

～基本！抜くだけ30分！すっきり幸せ簡単片づけ術～

                ごんおばちゃま 著   2冊

2020年出版。モノがないから幸せなんです。ごんおばちゃまの「30分

片付け」教科書。30分という時間をしっかり使って、モノとさよならし

ていきましょう。この本ですっきり生活。整理整頓はせず、いらないもの

を「抜くだけ」の幸せ簡単片づけ術。

雲上の巨人ジャイアント馬場

          門馬 忠雄（もんま ただお）著   3冊

2021年出版。日本プロレスを草創期から牽引したレジェンド、ジャイア

ント馬場。最古参プロレスジャーナリストが、昭和の「巨人」と伴走した

遥かなる日々を振り返った、35年にわたる涙と笑いの回想録。

前科者   香川（かがわ）まさひと 原作 ほか  3冊

2021年出版。罪を犯した者の更生に寄り添う保護司の阿川佳代。彼女が

担当する「前科者」の中のひとりである工藤誠は、順調に更生し、自立の

日も近かった。だが、誠は忽然と姿を消し…。2022年1月公開映画の脚

本をもとにノベライズ。

          

以上、貸出ご希望の方は、貸出係へお問い合わせください。
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６ １2 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。

・愛・Eye ライブラリー（つがる市）に職員３名参加・・・・３日（土）

・「サピエ図書館」音声デイジーデータ登録団体資格審査

プロジェクト会議（Zoom）に職員１名参加 ・・・・・・９日（金）

・図書選定委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1５日（木）

・図書整理日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 日（水）

・御用納め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 日（水）

（年末年始休館日 令和４年 12 月 29 日～令和５年 1 月３日）


