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ひごばしニュース

●緊急事態宣言解除後の当館の

サービスについて

館長 竹下 亘

新型コロナウイルスの感染拡大

と予防策の実施に伴い、利用者の

皆さまには感染の不安とともに、

感染予防や外出・買物の困難、運動

不足や仕事の減少、家計の困窮な

ど、さぞご苦労の多い毎日をお送

りのこととお見舞い申し上げます。

また、この間、当館のサービス

を縮小・休止し、ご不便をおかけ

していることをお詫び申し上げま

す。本誌がお手許に届く６月初め

の状況は見通せませんが、緊急

事態宣言解除後の当館のサービス

提供の方針をお伝えします。

当館では、５月中旬の時点で、

以下の通りサービスの縮小・休止

をさせていただいています。

①図書貸出の電話受付日時の短縮

（毎週火・木・土の１０時～１５時）

②５階サービスフロア（用具・機

器の展示・販売）の来館応接休止と

電話受付時間の短縮（用具・機器は

１０時～１５時、パソコンＱ＆Ａ、

サピエサポートは１０時～１６時）
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③対面リーディングサービス、

プライベート製作サービス、４階

会議室貸出の休止

以上については、大阪府の緊急

事態宣言と自粛要請が解除された

後、「３つの密」（換気の悪い密閉

空間、多数が集まる密集場所、

間近で会話や発声をする密接場面）

の回避を前提に、少しづつサービ

スを再開していく予定です。

サービス再開後、当館では職員

の手洗いとマスク着用、館内各所の

消毒に努めますが、利用者の皆さま

も来館される際は、ぜひ以下を守っ

て下さるようにお願いいたします。

①来館前に体温を測り、平熱よ

りも高い時や体調に不安のある時

は来館を控える。

②入室前に、館内の洗面所で石

鹸で手洗いをする。

③マスクを着用する（入手出来

ない場合は、当館で提供します）。

なお、当館の貸出図書も郵送中

にウイルスが付着する可能性があ

ります。ご利用の際は手を清潔に

保ち、顔に触れないようにするよ

うに、引き続きお心がけ下さい。

また、４階会議室の貸出は、６

月以降も当分の間、休止させてい

ただきます。当館では、２月末以

来、点訳・音訳をはじめすべての

ボランティア講習会や勉強会を中

止しており、館内活動再開後は、

ボランティア養成事業を立て直す

ために、４階会議室はボランティ

ア関係の利用を最優先に使わせて

いただきます。ご了承下さい。

サービスの再開については、当

館ホームページ（h t tp : / /www.
lighthouse.or.jp/iccb/）をご覧
いただくか、お電話でご確認下さい。

なお、６月１１日（第２木曜）

は、書庫・在庫整理日のため、図

書貸出と５階サービスフロアは休

室させていただきます。

●厚労省「生活を支えるための支援

のご案内」の概要紹介

厚生労働省から全国の点字図書

館に通知のあったリーフレット「生

活を支えるための支援のご案内」

の概要（制度別の主な内容と問合

せ先）を掲載します。５月１日時

点の情報ですが、インターネット

上で随時更新されるとのことです。

１．お金（生活費や事業資金）

に困っているとき

①特別定額給付金＝一人当たり

１０万円。０３－５６３８－５８

５５（平日９時～１８時３０分）。

②子育て世帯への臨時特別給付

金＝児童１人につき１万円。原則

申請不要。市町村の同給付金窓口。

③緊急小口資金・総合支援資金＝

休業や失業等に対する生活費貸付。

０１２０－４６－１９９９（連日

９時～２１時）

④持続化給付金＝中堅・中小法

人、個人事業者に給付。法人２００

万円、個人事業者１００万円。

０１２０－１１５－５７０（連日

８時３０分～１９時）。

⑤実質無利子・無担保融資＝

個人事業主等に対する事業資金融

資。０５７０－７８３１８３（連日
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９時～１７時）。

⑥社会保険料等の猶予＝厚生

年金、国民健康保険、国民年金、

後期高齢者医療制度、介護保険の

保険料減免。国税・地方税の納付

猶予。電気・ガス料金の支払い猶予。

※上下水道、ＮＨＫ、電話料等

の支払い猶予も政府から要請中。

⑦住居確保給付金＝家賃支給。

市町村の自立相談支援機関。

⑧生活困窮者自立相談支援事業

＝市町村や自立相談支援事業機関。

⑨生活保護＝福祉事務所。

２．ウイルスへの感染等により

仕事を休むとき＝傷病手当金、休

業手当、雇用調整助成金の３項目。

３．小学校等の臨時休業等に伴

い子どもの世話が必要なとき＝小

学校休業等対応支援金等、３項目。

この他、厚生労働省では、同行

援護事業等について、ヘルパーが

単独で買い物の代行や薬の受け取

りの代行等を行うことを認める、

との通知を出しています。買物等

でお困りの方は、市町村の窓口か

同行援護の事業所にご相談下さい。

● YouTube（ユーチューブ）に
「ニポラチャンネル」を開設

総務部長 林田 茂

皆さんは、YouTube（ユーチュ
ーブ）をご存知ですか？ YouTube
は、ユーザーが撮影した動画をイ

ンターネット上にアップロード（投

稿）し、他のユーザーと共有する

ことができるサービスです。

当館では、４月から YouTube
に「見えない方、見えにくい方の

ためのニポラチャンネル」を開設

しました。このニポラチャンネル

では、視覚障害者の方々が日常

生活で活用されている情報機器の

操作方法や設定などを中心にご

紹介しています。

５月１０日現在、８本余りの

動画をアップしています。この内、

①から④と⑦で i P h o n e の基本
設定と基本操作、文字入力の仕方、

⑤、⑥、⑧ではアプリ「SeeingAI
（シーイングエーアイ）」「ＯＣＲ」

「ボイスオブデイジー」「らじるら

じる」を紹介しています。映像で

は実際に iPhone を使いながら、
ボイスオーバーも聞こえてきます

ので、i P h one に不慣れな方はも
ちろん、まだ使ったことのない方

でも、わかりやすく聴いてもらえ

ると思います。

インターネットからの見つけ方は

ヤフーやグーグルで「ユーチュー

ブ」を検索してページを開きます。

ここで「ニポラチャンネル」と検

索すると、一覧が表示されます。

チャンネルを登録しておくと探し

やすく、更新のお知らせ機能もあ

りますので、関心のある方はぜひ

ご登録下さい。登録料などの料金

はかかりません。また、当館のホー

ムページからもリンクで「ニポラ

チャンネル」へ進むことが出来ます。

コロナウイルスの影響で、当館

のサービスも縮小・中止が続き、



4

特にパソコンなどの個人指導がで

きない状況が続いています。今回

の「ニポラチャンネル」の開設は、

こんな時期だからこそ、利用者の

方から特に問い合わせが多い事柄

をテーマに、自宅でも聴けて、

何度でも確認できるようなカタチ

を作りたいという思いを込めまし

た。これからもスマートフォンの

使い方やアプリ情報、点字ディス

プレイ、拡大読書機などの関連

機器、グッズの使い方、さらには

白杖の使い方などもお伝えして

いければと思っています。

さらに、当館では、YouTube と
あわせて、ツイッターとインスタ

グラムも同時に開始しています。

ツイッターは、１回につき１４０

文字までのメッセージを投稿出来

るほか、写真や動画もアップする

ことが出来ます。インスタグラム

では、主に画像や動画を中心とし

た情報をお届けしています。この

２つを閲覧するには個人登録が

必要です。当館のＩＤはどちらも

「ＩＣＣＢ２０２０」です。

当館では、今後、インターネット

による情報発信、ＳＮＳ（ソーシャ

ル・ネットワーク・サービス）に

力を入れていきたいと考えていま

す。以上３種類のＳＮＳを活用して

目の見えない方・見えにくい方、

ご家族や関係者をはじめ、多くの

方々へ、視覚障害者向けの機器

情報や最新グッズ、イベント紹介、

バリアフリー情報を発信していき

ますので、ぜひご覧下さい。ご意見

やご感想もお待ちしています。

便利グッズ紹介

お申し込み・お問い合わせは、

サービス部（電話０６－６４４１

－００３９）まで。

<<１．商品情報 >>

●ＬＥＤライト「閃（せん）」

２種類を発売

ジェントス株式会社のＬＥＤ

ライト２種類を発売します。

◆「閃ＦＬＰ－１８０７」＝

電池式のＬＥＤライトです。明るさ

約２５０ルーメン、重さ約１１０

ｇ、長さ約１０.７ｃｍ。連続点灯

は約７時間です。単４形アルカリ

電池３本使用（エネループ使用可

能）です。価格４,０００円（税込）。
◆「閃ＦＬＰ－１８０８」＝

充電式のＬＥＤライトです。明る

さ約３７０ルーメン（High モー
ド時）、重さ約１３５ｇ、長さ約

１３.５ｃｍ。連続点灯は約５時間

（High モード時）で、充電時間は
約２.５時間です。マイクロＵＳＢ

ケーブル、専用充電池付き。価格

６,０００円（税込）。

●書籍「数学・情報処理点字表記

解説 ２０１９年版」

数学や情報処理に関する点字表

記の解説書です。当館では墨字版

のみの販売です。価格１,１００円
（税込）。発行＝日本点字委員会。
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●レジ袋有料化のお知らせ

プラスチックの使用を抑制する

ため、７月１日から全国でレジ袋

の有料化が義務づけられます。

サービスフロアでも、１枚５円と

なりますので、ご了承下さい。

●価格変更のお知らせ

◆音声・拡大読書器「快速よむ

べえ一体型」＝１９８,０００円（非
課税）

◆ＩＣタグレコーダー「タッチ

ボイス・プラス」＝５９,８００円
（非課税）

◆点字立体イメージプリンター

「EasyTactix（イージータクティ
クス）」＝一般ユーザー向け価格

４９２,８００円（税込）。手帳を
お持ちの方、及び特別支援学校向

け価格２５０,８００円（税込）。
インクジェットカラー印刷対応

立体シート２６,４００円（税込）。
標準仕様立体シート１３,２００円
（税込）。立体シートは、いずれも

１パック２００枚です。

●音声読書器「スマートリーダー

ＨＤ」販売再開のお知らせ

前号で販売の一時停止をご案内し

た音声読書器「スマートリーダー

ＨＤ」（発売元＝日本テレソフト）

の販売を再開しました。また、こ

れまでは税込価格でしたが、非課

税商品となりました。価格は変更

なく、１９８,０００円です。

●音声付き電子体温計、入荷待ち

のお知らせ

測定結果を音声でお知らせする

電子体温計ＭＣ－１７４Ｖ「けん

おんくん」（発売元＝オムロン）は、

只今、在庫切れとなっています。

次回入荷は未定です。

また、その他の取扱商品に関し

ても、今後、入荷待ちが発生する

可能性があります。ご迷惑をおか

けしますが、ご了承下さい。

●販売終了のお知らせ

点字ディスプレイ「ブレイルメ

モスマート１６」、電池式のＬＥＤ

ライト「閃（せん）ＳＧ－３３５」、

書籍「点字技能検定試験の対策

過去問題の正答と解説」の「第１５

回」と「第１７回」は販売終了と

なりました。また、販売を継続し

ていた「テレビが聞けるラジオ」

も当館の在庫が切れたため販売終

了となりました。ご了承下さい。

●一部製品の貸出サービスについて

当館では、一部製品の貸出サー

ビスを開始しました。ご来館が難

しい方、ご自宅の環境でじっくり

確認したい方にお勧めです。製品

によって、貸出の費用、期間、送

料等が異なります。また、貸出数

には限りがありますので、ご予約

順での貸出となります。詳細に

つきましては、サービス部（電話

０６－６４４１－００３９）まで

お問合せ下さい。
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<<２．講習会・体験会情報 >>

参加ご希望の方は、事前にご予

約をお願いします。参加費は記載

がない限り無料です。

●６月のＩＣＴサロン中止について

６月に開催を予定していたＩＣＴ

サロンは、新型コロナウイルス感

染予防のため、中止とさせていた

だきます。ご了承下さい。中止し

た５月、６月のＩＣＴサロンは

後日、同じ内容での開催を検討し

ています。決定しましたら、再度

ご案内いたします。

●パソコンや電子機器の操作方法

の個人講習について

新型コロナウイルス感染予防の

ため、引き続きパソコンや電子

機器の個人講習は休止させていた

だきます。利用者の皆様にはご迷

惑をおかけして、申し訳ございま

せん。再開につきましては、講習

のやり方を含めて、検討中です。

再開が決まりましたら、ご希望の

方には当館より連絡をさせていた

だきます。再開の連絡をご希望の

方は、サービス部までお電話を

お願いいたします。

お役立ち本棚

お問い合わせ・お申し込みは、

貸出窓口（電話０６－６４４１－

０１３９）までご連絡下さい。

●新型コロナウイルス関連図書

新型コロナウイルスに関する点

字・録音・テキストデイジー図書

が各地で製作され、サピエにも登

録されています。ほとんどが図書

データの登録のみのため、ご自身

でダウンロードできる方に限られ

ますが、タイトルに「新型コロナ」

と検索すればご利用が可能です。

その内、次の録音図書３タイトル

はＣＤでの貸出が可能ですので、

図書貸出係までお問合せ下さい。

「新型コロナウイルス完全防御

ガイド（文春ムック）」

「世界一わかりやすい新型コロ

ナウイルス完全対策ＢＯＯＫ」

「新型コロナウイルス緊急対策

マニュアル～これでわが家の感染

対策はバッチリ！」

●お役立ち目録「クスッと笑って

元気の出る本」

今月号では、暗いニュースが多

い今だからこそ、笑って免疫力が

上がるような小説や川柳などを、

色々集めてみました。目録は点字

版、デイジー版、墨字版がありま

す。ご希望の方には無料でお送り

します。

●差し上げます

「ＡＢＣラジオ点字プログラム

２０２０年春号」（点字、全１冊）

「ＭＢＳラジオ点字番組表２０

２０年４月～９月」（点字、全１冊）

[２０頁に続く]
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今月の点字図書 ４０タイトル １３０冊

＊タイトルの前に付けた番号だけでも申し込めます。

この番号は、発表後１年間だけ有効です。

【総記】

６－１ 未解明の不思議

神岡真司 著 ３冊
かみおかしん じ

ワニブックス ２０１９

賢い人ほど意外と知らない。だれも

が気になる「未解明の最先端」。

【哲学】

６－２ 僕がロボットをつくる理由

～未来の生き方を日常からデザイン

する教養

石黒 浩 著 ２冊
いしぐろ ひろし

世界思想社 ２０１８

ロボットやＡＩで、私たちの生活は

どう変わるか？ロボット研究の

第一人者が語る「未来の生き方」の

ヒント。

６－３ がんばらない成長論～自分

らしく、楽しく生きてみよう

心屋 仁之助 著 ２冊
こころや じ ん の す け

学研プラス ２０１８

仕事も、お金も、人間関係も、楽して

サボって成長。心屋式・がんばら

ない成長論。

６－４ 空海に出会った精神科医～

その生き方・死に方に現代を問う

保坂 隆 著 ３冊
ほ さか たかし

大法輪閣 ２０１７

うつ・いじめ・自殺など現代の問題

に対して、空海の生き様が教えてく

れることとは。

【歴史・伝記】

６－５ 雑兵物語～現代語訳
ぞうひよう

かも よしひさ 訳・画 ２冊

筑摩書房 ２０１９

多くの武士が戦場心得の参考とした

「雑兵物語」。現在の最前線で働く

人々も切実に読める一冊。

６－６ 始皇帝中華統一の思想～
し こ う て い

『キングダム』で解く中国大陸の謎

渡邉義浩 著 ２冊
わたなべよしひろ

集英社 ２０１９

中国の皇帝はなぜ中華統一をなし得

たのか。漫画「キングダム」の名場

面を引用しながら「法家」の思想を
ほう か

解説する。

６－７ ある若き死刑囚の生涯

加賀乙彦 著 ３冊
か が おとひこ

筑摩書房 ２０１９

罪を見つめ、罪を引き受けるとは

どういうことか。横須賀線爆破事件

の犯人で死刑囚の、短くも懸命に

生きた姿を描く。
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６－８ 高坂正尭～戦後日本と現実
こうさかまさたか

主義

服部竜二 著 ７冊
はつとりりゆうじ

中央公論新社 ２０１８

歴代首相のブレーンとして活躍した、

国際政治学最大の巨人、高坂正尭。

彼が追求し続けた、日本生存の最善策

とは。

【社会】

６－９ 高校チュータイ外交官の

イチからわかる！国際情勢

島根玲子 著 ４冊
しま ね れい こ

扶桑社 ２０１８

貧困、難民、核兵器。やりすごして

いる重大問題を、元コギャル外交官

が明解解説。

６－１０ 政治家も官僚も国民に

伝えようとしない増税の真実

高橋洋一 著 ２冊
たかはしよういち

ＳＢクリエイティブ ２０１９

６－１１ 空気を読まずに０．１秒

で好かれる方法。

柳沼 佐千子 著 ２冊
やぎぬま さ ち こ

朝日新聞出版 ２０１８

嫌われる原因の多くは、なんとなく

感じが悪いということ。誰にもでき

て、誰にでも効く、人を惹きつける

方法を伝授。

６－１２ 伴走愛～野球少年が世界
ばんそうあい

を走るガイドランナーになるまで

堀内規生 著
ほりうちのりたか

株式会社カムラック 監修 ２冊

good.book ２０１９

「ブラインドマラソンの伴走とは、

教科書を忘れてきた隣の席の友達に

教科書を見せてあげること」。著者

の障害者スポーツへの想い。

【動物】

６－１３ 生きものたちの秘められた

性生活

ジュールズ・ハワード 著

中山 宥 訳 ６冊
なかやま ゆう

KADOKAWA ２０１５

「パンダは子作り下手」という噂に

憤慨した動物大好き英国人が、生物
いきもの

たちのセックスライフを徹底調査。

【医学】

６－１４ 「感情の老化」を防ぐ本

和田秀樹 著 ２冊
わ だ ひで き

朝日新聞出版 ２０１９

心も身体も見た目も一気に老け込ませ

る「感情の老化」。脳の萎縮に対処

し、若返るための生活習慣教えます。

６－１５ いつでもどこでも耳が

よくなる小さな習慣

今野清志 著 ２冊
こ ん の せ い し

大和書房 ２０１９

「難聴」は血流不良と酸素不足が

問題。すぐできる血流と自律神経を

整える新しい習慣を紹介。

点字図書
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６－１６ 医者が教える「ヤブ医者」

の見分け方～病院選びに失敗しない

１６の法則・３１の助言

金子俊之 著 ２冊
かね こ としゆき

ゴマブックス ２０１９

病院の口コミは金で買える。だから

こそ知っておくべき、ほんとうに頼れ

る医者の見つけ方。

６－１７ もむだけで血管は若返る

～切れない・詰まらない血管

マッサージ健康法

井上正康 著 ２冊
いのうえまさやす

ＰＨＰ研究所 ２０１６

生活習慣病に負けないための、動脈

を柔らかく保つ「血管マッサージ」

を解説。

【ゴミ・環境】

６－１８ ごみ収集という仕事～

清掃車に乗って考えた地方自治

藤井 誠一郎 著 ５冊
ふじ い せいいちろう

コモンズ ２０１８

新宿のごみ問題、清掃という仕事の

奥深さ、地方自治のあり方まで。若手

研究者が、実際に体験して見えてきた

こととは。

【料理】

６－１９･２０ 電子レンジで簡単料理

すこやか食生活協会 編

上巻 １冊・下巻 １冊

２０２０

温めるだけでなく、火を使わず調理

も簡単にできる便利な電子レンジ。

その調理のポイントや１８のレシピ

を紹介。

【犬】

６－２１ 犬ニモマケズ

村井理子 著 ２冊
むら い り こ

亜紀書房 ２０１９

食べ過ぎて近江牛みたいに太った

黒ラブラドールのハリーとの日常を

綴る、爆笑と涙を誘うエッセイ集。

【鉄道】

６－２２ ニッポン終着駅の旅

谷川一巳 著 ３冊
たにがわ ひ と み

平凡社 ２０１８

終着駅は始発駅にもなる。日本各地

の終着駅へと続く「鉄道の旅」４４

カ所を紹介。

【映画・演芸】

６－２３ 男はつらいよ寅さんの

人生語録改

山田洋次 ほか作
やま だ よう じ

寅さん倶楽部 編 ３冊

ＰＨＰ研究所 ２０１９

「男が女に惚れるのに、歳なんかある

かい」。日本人の心と生き方を教え

てくれる、寅さんの名言･名セリフ

を一挙公開。

６－２４ 人生後半戦、これでいいの

萩本欽一 著 ２冊
はぎもときんいち

ポプラ社 ２０１９

何かを終えたからこそ、次の道が拓

ける。次の一歩を踏み出すヒント。

点字図書
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【スポーツ】

６－２５ オリンピックの輝き～

ここにしかない物語

佐藤次郎 著 ４冊
さ とう じ ろう

東京書籍 ２０１９

フジヤマのトビウオ、裸足のマラソン。

オリンピック、パラリンピック、

二つの大河を流れる数十万の物語。

６－２６ イチローの功と罪
こう ざい

野村克也 著 ３冊
の むらかつ や

宝島社 ２０１９

私はイチローの成功を認めない。

チームプレーか個人プレーかを巡る

究極の野球論。

【茶道】

６－２７ 戦国茶の湯倶楽部～利休
り きゆう

からたどる茶の湯の人々

中村修也 著 川口澄子 画
なか むらしゆう や かわ ぐち すみ こ

３冊 大修館書店 ２０１３

利休とその仲間たちが繰り広げる、

茶の湯ネットワークのおもしろ人物誌。

【日本文学】

６－２８ 三島由紀夫ふたつの謎
み しま ゆ き お

大沢真幸 著 ５冊
おおさわ ま さち

集英社 ２０１８

なぜ切腹したのか？「豊穣の海」の
ほうじよう うみ

ラストはあれでいいのか？社会学者

が文学史上最大の謎に挑む。

【小説】

６－２９ 相も変わらず～きりきり

舞い ２

諸田玲子 著 ４冊
もろ た れい こ

光文社 ２０１４

泣いて笑って怒っての大騒動、十返舎
じつぺんしや

一九の娘、舞は今日も大騒動できり
い つ く

きり舞い！

６－３０ 朝が来る

辻村深月 著 ５冊
つじむら み づき

文藝春秋 ２０１８

「子どもを、返してほしいんです」

栗原家に、かかってきた一本の電話。

出産を巡る女性の実状を描く社会派

ミステリー。

６－３１ くらまし屋稼業 １

今村翔吾 著 ３冊
いまむらしよう ご

角川春樹事務所 ２０１８

やくざ稼業から足抜けをすべく、

万次と喜八は、高輪の大親分の元
まん じ き はち たかな わ

に逃げ込む。

６－３２ 刑事に向かない女 ２～

違反捜査

山邑 圭 著 ４冊
やまむら けい

KADOKAWA ２０１９

刑事の才能がついに開花か。不可解

な単独行動を繰り返す新人とコンビ

を組まされた真帆は、絞殺事件の真

相に迫る。

点字図書
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６－３３ 激昂～鹿取警部補 ３
げきこう か と り

浜田文人 著 ４冊
はま だ ふみひと

角川春樹事務所 ２０１９

議員秘書の殺人事件。製薬会社研究所

職員、産業スパイ、被害者の三名の

接点を探るため、鹿取は大阪へと

向かう。

６－３４ 南極メルトダウン

北沢 栄 著 ４冊
きたざわ さかえ

産学社 ２０１８

南極の氷河が世界規模の大津波を

引き起こした。気象予報官の白井は、

止まぬ天災地変の真因を追求するの
てんさい ち へん

だが。迫真の環境小説。

６－３５ 熱源

川越宗一 著 ７冊
かわごえそういち

文藝春秋 ２０１９

明治維新後、樺太のアイヌに何が起
からふと

こっていたのか。国家や思想を超え、

人と人とが共に生きる姿を描く、

直木賞受賞作。

６－３６ 百花
ひやつ か

川村元気 著 ４冊
かわむらげん き

文藝春秋 ２０１９

徐々に息子を忘れていく母と、母との

思い出を蘇らせていく息子。ふたり

には忘れることのできない“事件”

があった。

６－３７ ふしだらハウス

北条拓人 著 ３冊
ほうじようたく と

竹書房 ２０１９

官能小説。

６－３８ 僕は僕の書いた小説を

知らない

喜友名 トト 著 ４冊
き ゆ な

双葉社 ２０１８

事故で記憶が毎日リセットされてし

まうアキラは、絶望や不安と闘いな

がらも“明日”を諦めまいと小説を
あ す

書き進める。

【エッセイ・手記】

６－３９ みらいめがね～それでは

息がつまるので

荻上チキ・ヨシタケ シンスケ 著
おぎうえ

３冊 暮しの手帖社 ２０１９

みらいめがねは世界の見方を広げる

ツール。日常と、世の中から生き

づらさの呪いを解いていく、新感覚

エッセイ。

６－４０ 中国銀河鉄道の旅

沢野 ひとし 著 ５冊
さわ の

本の雑誌社 ２０１９

最先端の電脳都市から広大な農村

地帯へ。還暦を過ぎてから中国語を

学んだ著者が綴る、中国大陸列車旅。

点字図書
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デイジー図書 ５０タイトル
今月の録音図書

シネマ・デイジー ５タイトル

＊ 著者名・映画名の後の数字は時間です。

＊「他館」とあるのは、他館製作の貸出です。

＊タイトルの前に付けた番号だけでも申し込めます。

この番号は、発表後１年間だけ有効です。

【総記】

６－１ 給与も賞与も、社員みんなで

決めてます～働きがいＮｏ．１企業

になった小さな会社の物語

新免玲子 著（４：２７）
しんめんれい こ

あさ出版 ２０１９ 他館

６－２ 雑学王ＳＴＲＯＮＧ

博学こだわり倶楽部 編

（１０：３８）

河出書房新社 ２０１８ 他館

パトカーと救急車が交差点で出合った

ら、優先はどっち？古今東西の雑学

から、傑作トリビアを紹介。

６－３ 新聞という病

門田隆 将 著（７：１５）
かど た りゆうしよう

産経新聞出版 ２０１９ 他館

こうして新聞は大衆に負けた。変貌

するジャーナリズムの姿や本質を

見失いつつある世の中を指摘する。

【哲学】

６－４ 「感情のごみ箱」にする人され

る人～はらってもはらっても消えない

モヤモヤを一緒に消していきます

更紗らさ 著（４：３８）
さら さ

三楽舎プロダクション ２０１８

自分を、誰かを「感情のごみ箱」に

してしまう負の連鎖、その対処法を

伝える。

６－５ スルースキル～“あえて鈍感”

になって人生をラクにする方法

大嶋信頼 著（４：０３）
おおしまのぶより

ワニブックス ２０１８

嫌なことをスルー（回避）できない

仕組みを解説し、面倒くさい人を上手

にかわす方法を伝授。

６－６ 大丈夫。人間だからいろいろ

あって

香山リカ 著（３：２８）
か やま

新日本出版社 ２０１８

落ち込むことがあっても、また元の

あなたに戻れます。読めばふっと

肩の荷がおりる、精神科医からの

メッセージ。
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６－７ 「正しい生き方」と「仕事の

進め方」のヒント～経営者や管理者

にもぜひ読んでいただきたい

霜月金木 著（３：３４）
しもづききんもく

幻冬舎メディアコンサルティング

２０１８

どん底から浮上した現役サラリーマン

による、形だけの働きかた改革への

提言。

【歴史・伝記】

６－８ ユダヤ人を命がけで救った

人びと～ホロコーストの恐怖に

負けなかった勇気

キャロル・リトナー ほか編

食野雅子 訳（７：２３）
めし の まさ こ

河出書房新社 ２０１９ 他館

見つかれば殺されることを承知で

ユダヤ人を助け、人としての心を

守り抜いた一般市民たちの記録。

６－９ １０代に語る平成史

後藤謙次 著（８：５１）
ご とうけん じ

岩波書店 ２０１８ 他館

消費税導入、自然災害。激動の平成

３０年間を、政治ジャーナリストが

わかりやすく解説。

６－１０ 昭和の怪物七つの謎 続

保阪正康 著（７：１３）
ほ さかまさやす

講談社 ２０１９ 他館

７人の“怪物”は「戦争」「昭和」

をどう生きたか。三島由紀夫・田中

角栄らを取り上げた続編。

６－１１ 天皇陵古墳を歩く
りよう

今尾文昭 著（１１：４０）
いま お ふみあき

朝日新聞出版 ２０１８ 他館

陵墓への限定公開に第一回から参加
りようぼ

してきた著者が、調査の模様や、

古墳一つ一つの年代観を示す。

【社会】

６－１２ 大阪の注目２０社 第２弾

米田 真理子 著（９：０１）
こめ だ ま り こ

ダイヤモンド社 ２０１６

まだまだあるおもろい企業。どんな

ときも「さぁ、これからや」と前を

向く、頼もしき企業の物語を紹介。

６－１３ 地銀衰退の真実～未来に

選ばれし金融機関

浪川 攻 著（６：１６）
なみかわ おさむ

ＰＨＰ研究所 ２０１９

過剰ノルマなど、課題が山積みの

地方銀行。地域金融再生のヒントを

探る。

６－１４ 日本の３６５日を愛おしむ

～毎日が輝く生活暦
ごよみ

本間 美加子 著（１６：３９）
ほん ま み か こ

東邦出版 ２０１９ 他館

かけがえのない「今日」に彩りを。

１日１ページ、３６５日分収録。究極

の日めくりこよみ本。
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【自然科学】

６－１５ 桜の科学～日本の「サクラ」

は１０種だけ？新しい事実、知られ

ざる由来とは

勝木俊雄 著（６：３０）
かつ き とし お

ＳＢクリエイティブ ２０１８

東京から桜が消える？生き物としての

桜、その知られざる面や由来を紹介。

６－１６ ゴリラに学ぶ男らしさ～

男は進化したのか？

山極寿一 著（８：０４）
やまぎわじゆいち

筑摩書房 ２０１９ 他館

尊大な自尊心をもてあます男たち。

進化学の観点から、男の身体や心に
か ら だ

刻印されるオスの特徴を読み解く。

【医学】

６－１７ からだの無意識の治癒力

～身体は不調を治す力を知っている
か ら だ

山口 創 著（６：０９）
やまぐち はじめ

さくら舎 ２０１９ 他館

第２の脳といわれる腸と皮膚、意志

や感情を生み出す筋肉と脳の関係を

解説、鍛え方を紹介する。

６－１８ 寿命の９割は「尿」で

決まる

堀江重郎 著（４：０６）
ほり え しげ お

ＳＢクリエイティブ ２０１８

他館

尿からわかる体と心の状態や寿命

など、奥深いおしっこのメカニズム

を解き明かす１冊。

６－１９ 自律神経を整える「わが

まま」健康法

小林弘幸 著（４：５１）
こ ばやしひろゆき

KADOKAWA ２０１８

自分だけの時間をしっかりと楽しみ、

心身を整えながら健康になれるテク

ニックを紹介。

６－２０ 調理保存食べ方で栄養を

捨てない食材のトリセツ～こうす

れば『体にいい』コツ、集めました

落合 敏 監修 主婦の友社 編
おちあい とし

（５：３８）

主婦の友社 ２０１８

【技術・工学】

６－２１ 残念な鉄道車両たち～

もしかしたら名車だったかも？な

不遇の車両たちの足跡
そくせき

池口英司 著（９：０９）
いけぐちえい じ

イカロス出版 ２０１７

知恵を絞り、技術の粋が尽くされて

きたはずが、それでも消えてしまった

車両たちの顛末を追う。
てんまつ

６－２２ 日本酒、米づくりから

始める～酒蔵最前線
さかぐら

世古一穂 ほか著（７：０６）
せ こ かず ほ

七つ森書館 ２０１８

酒蔵が自ら米を作る時代。先駆的な

取組を紹介し、酒蔵の未来を指し示す。

録音図書
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【ファッション】

６－２３ 定年ダンディの作り方～

渋い男になるための普段着の着こ

なし術

馬場啓一 著（３：４７）
ば ば けいいち

鹿砦社 ２０１８

究極の着こなし術はただのサイズの

問題。ほんの些細なことで定年後を

楽しくできる。

【家事】

６－２４ タスカジさんが教える

最強の「家事ワザ」～予約のとれ

ないベテラン家政婦

タスカジ 監修（４：３６）

マガジンハウス ２０１８

家事を極めた３人のプロによる、家事

ストレスを解放する実践ワザが満載！

【産業】

６－２５ 観光亡国論

アレックス・カー ほか著

（５：５６）

中央公論新社 ２０１９

増加する訪日外国人観光客。全国で

拡大する「観光公害」を日本は克服

できるのか？

【漫画】

６－２６ 大家さんと僕 これから

矢部太郎 著（３：４５）
や べ た ろう

新潮社 ２０１９ 他館

別れが近づくなか、大家さんの想い

を確かに受け取る僕。日本中がほっ

こりした感動の物語、堂々完結。

【音楽・演劇】

６－２７ 平原綾香と開くクラシック
ひらはらあや か

の扉

平原綾香 著（５：０５）

東京新聞 ２０１７ 他館

数々のクラシックの名曲をカバー

する歌姫が、聴いて、観て、歌って、

感じたままをやさしく綴る。

６－２８ 身体的物語論

蜷川幸雄 著 木俣 冬 構成
にながわゆき お き ま た ふゆ

（４：４４）

徳間書店 ２０１８

世界のニナガワが生前に残した「身体」

「物語」への考察。日本人へのメッ

セージ。

【スポーツ】

６－２９ チアリーダーズライフ～

自分が元気になる！人を元気に

する！

植村綾子 著（４：２０）
うえむらあや こ

双葉社 ２０１８

試合を盛り上げ、選手を元気づける

チアスピリット！その魅力とキャリア

の活かし方に迫る。

【言語】

６－３０ 音の表現辞典

中村 明 著（１４：５５）
なかむら あきら

東京堂出版 ２０１７ 他館

「音」を描写する日本語表現について、

「音声」「口調」「音響」といった

テーマごとに文学作品中の例で解説

する。
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【小説】

６－３１ お江戸けもの医 毛玉堂
け だ ま ど う

泉 ゆたか 著（７：０１）
いずみ

講談社 ２０１９ 他館

動物専門の養生所「毛玉堂」。江戸

の世でも変わらない、ペットを思

う気持ちを描くほっこり時代小説。

６－３２ 機械式時計王子の休日～
と け い

千駄木お忍びライフ
せん だ ぎ

柊 サナカ 著（７：３６）
ひいらぎ

角川春樹事務所 ２０１９

千駄木にある四代続くトトキ時計

店。日常のさまざまな謎を、時計と

ともに解決する、下町ミステリー。

６－３３ 金四郎の妻ですが １

神楽坂 淳 著（５：１１）
かぐ ら ざか あつし

祥伝社 ２０１９ 他館

遊び人に嫁ぐことを命じられた旗本

の娘けい。覚悟して訪ねた先で目に

したのは、老若男女から頼りにされ

る金四郎の姿だった。

６－３４ ことことこーこ

阿川 佐和子 著（１０：４６）
あ がわ さ わ こ

KADOKAWA ２０１８ 他館

仕事と介護に翻弄されるアラフォー
ほんろう

長女の奮闘記。変わりゆく親子の関係

をユーモアと人情たっぷりに描く。

６－３５ 昨夜は殺れたかも

藤石波矢・辻堂ゆめ 著
ふじいしなみ や つじどう

（９：２４）

講談社 ２０１９ 他館

互いの殺害計画を練りはじめた夫と妻

の視点を競作する、愛と笑いとトリ

ックに満ちた「殺し愛」の物語。

６－３６ 殺愛～巡査長・倉田沙月
さつあい くら た さ つ き

六道 慧 著（９：２０）
りくどう けい

朝日新聞出版 ２０１９ 他館

自らも拉致され、未解決事件となって
ら ち

しまった５年前の事件。再び起こった

同じ手口の事件の真相に、倉田が挑む。

６－３７ 殺意・鬼哭
さつ い き こく

乃南アサ 著（１２：０３）
の なみ

双葉社 ２０１９ 他館

「殺意」は、加害者の独白。「鬼哭」

は、被害者の独白。双方の視点で殺人

事件を語る傑作。

６－３８ 詐話師平賀源内
さ わ し ひら が げんない

花輪如一 著（９：２９）
はな わ な お と

祥伝社 ２０１９ 他館

天才、源内と曲者揃いの仲間が、と
くせもの

てつもない巨悪に知恵と異才を武器

に立ち向かう。

６－３９ 賞金稼ぎスリーサム！

川瀬七緒 著（９：４７）
かわ せ なな お

小学館 ２０１９ 他館

元刑事のもとへ、ある放火殺人の調査

依頼が舞い込む。多額の報奨金を巡る

痛快ミステリー。

録音図書
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６－４０ 小説 ブラック・ジャック

瀬名秀明 著 手塚治虫 原作
せ な ひで あき て づか おさ む

（９：２２）

誠文堂新光社 ２０１９ 他館

「マンガの神様」手塚治虫氏の代表

作が、現代医療や近未来をテーマに

小説で蘇る。

６－４１ 駿河の海～名奉行筒井政憲
する が つつ い まさのり

異聞
い ぶん

北川哲史 著（７：２４）
きたがわてつ し

光文社 ２０１９ 他館

公平無私の名奉行は、今日も起こる
こうへい む し

厄介事に３人の個性的な仲間たちと
やつかいごと

全身全霊で対峙する！

６－４２ 清明～隠蔽捜査 ８
せいめい いんぺい

今野 敏 著（７：５２）
こん の びん

新潮社 ２０２０ 他館

神奈川県警刑事部長に着任した竜崎
りゆうざき

の前に、警視庁との軋轢、公安と
あつ れき

中国の巨大な壁が立ちはだかる。

６－４３ 背中の蜘蛛
く も

誉田哲也 著（１４：３６）
ほん だ てつ や

双葉社 ２０１９ 他館

難航する捜査を急転させた「あるこ

と」とは？捜査一課管理官を中心に、

新時代の警察捜査を描く。

６－４４ 人気女優の秘密

睦月影郎 著（５：４３）
む つきかげろう

二見書房 ２０１９ 他館

官能小説。

６－４５ ハーメルンに哭く笛～
な

探偵・朱雀十五の事件簿 ２
す ざ く じゆうご

藤木 稟 著（１７：１８）
ふじ き りん

角川書店 ２０１２

昭和１０年、魔都で児童３０名が
ま と

忽然と姿を消した謎の事件に、美貌

の天才探偵が挑む。

６－４６ 初午祝言～新・居眠り磐音
はつうま い わ ね

１

佐伯泰英 著（７：００）
さ えきやすひで

文藝春秋 ２０２０ 他館

磐音の友、品川柳次郎とお有の祝言
りゆう じ ろう ゆう

を描く表題作他、磐音をめぐる人々

の運命の一日を描く。

６－４７ ファーストクラッシュ

山田詠美 著（５：３０）
やま だ えい み

文藝春秋 ２０１９ 他館

初恋、それは身も心も砕くもの。現代

最高の女性作家が紡ぎだす、芳醇な

恋愛小説。

６－４８ ゆら心霊相談所 ３

火の玉寺のファントム

九条菜月 著（５：４０）
く じよう な つき

中央公論新社 ２０１７

所長の首についた黒い手形。尊は、
みこと

その首に刻まれた秘密をつきとめ、

恩人を救うことができるのか？
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６－４９ よろず屋お市～深川事件帖

１

誉田龍一 著（６：２６）
ほん だ りゆういち

早川書房 ２０１９ 他館

不審死を遂げた養父・万七。哀しみの
まんしち

中、お市は生前の万七の極意を思い

返しながら、よろず請負い稼業を継ぐ。

６－５０ ライオンのおやつ

小川 糸 著（７：１６）
お がわ いと

ポプラ社 ２０１９ 他館

食べて、生きて、この世から旅立つ。

瀬戸内の島のホスピスを舞台にした、

今をもっと大切にしたくなる物語。

【シネマ･デイジー】

６－５１ グリーンブック

ピーター・ファレリー 監督

（２：１４）２０１８年製作

他館

黒人ピアニストとイタリア系白人

運転手の二人が、人種差別が残る

アメリカ南部を巡る、実話を元に

した人間ドラマ。

６－５２ 劇場版 名探偵コナン

１４番目の標的
ターゲツト

こだま 兼嗣 監督
けん じ

（１：４４）１９９８年製作

他館

毛利小五郎の周囲の人間が次々に襲

われ、事件のキーワードとしてトラ

ンプが残される。劇場版、第二弾。

６－５３ サマーウォーズ

細田 守 監督
ほ そ だ まもる

（１：５９）２００９年製作

他館

男子高校生がネット上の仮想空間で

起きた事件に巻き込まれ、世界の

危機に立ち向かう、長編アニメー

ション。

６－５４ 不知火檢校
し ら ぬ い けんぎよう

森 一生 監督
もり か ず お

（１：３５）１９６０年製作

他館

座頭市シリーズを生み出すきっかけ
ざ とういち

になった時代劇。盲目の男が悪事を

働き、のし上がっていく姿を描く。

６－５５ ドリーム

セオドア・メルフィ 監督

（２：１０）２０１７年製作

NASA の歴史的偉業を陰で支えた
な さ

黒人女性たちの奮闘を描いたヒュー

マンドラマ。

録音図書
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図書特集

＜ＮＨＫラジオ番組「古典講読」・「ラジオ文芸館」・「新日曜名作座」・

「ＦＭシアター」・「特集オーディオドラマ」・「青春アドベンチャー」・

「第５４回ＮＨＫ障害福祉賞 入選作品集」＞

デイジー９タイトルをご紹介します。

西行をよむ
さいぎよう

西澤美仁 解説
にし ざわ よし ひと

加賀美 幸子 朗読
か が み さち こ

（３９：４１）

一球譚
いつきゆうたん

赤瀬川 隼 著
あか せ がわ しゆん

小川浩司 朗読
お がわ こう じ

（０：４２）

最後の親孝行

谷口雅美 著
たに ぐち まさ み

北郷 三穂子 朗読
きた ごう み ほ こ

（０：４２）

たった一人のオリンピック

山際淳司 著
やま ぎわじゆん じ

高山大吾 朗読
たか やま だい ご

（０：４２）

吉川英治短編集
よし かわ えい じ

吉川英治 原作

山本雄史 脚色
やま もと たけ し

（３：０２）

最後の一人になるために

浅川徳義 原作
あさ かわ のり よし

小松 與志子 脚色
こ まつ よ し こ

（０：５２）

７３年前の紙風船

吉野 万理子 原作・脚本
よし の ま り こ

（１：０２）

日本のヤバい女の子

はらだ 有彩 原作
あ り さ

中澤香織 脚色
なか ざわ か おり

（１：１７）

ＮＨＫ障害福祉賞入選作品集

第５４回

（４：３０）
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情報カフェ

●関西電力からのご案内

いつもご愛顧いただきありがと

うございます。

さて、近頃、関西電力を装い、

コロナウイルス感染症を理由に、

個人情報を聞き出そうとする事象

等が発生しております。

十分にご注意いただきますよう

お願いいたします。
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