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第４４巻第１１号 ２０１６年１１月１日

目の見えない方・見えにくい方の情報誌

読書 ２０１６年１１月号

(社福)日本ライトハウス情報文化センター

●電話
図書貸出 ０６－６４４１－０１３９
サービス全般 ０６－６４４１－００３９
その他(総務) ０６－６４４１－００１５
（火～土曜日の１０時～１７時）

●休館日 日・月・祝日、年末年始・夏期

＜ もくじ ＞

◆ひごばしニュース １頁

◆便利グッズ紹介 ３頁

◆お役立ち本棚 ４頁

◆情報カフェ ５頁

◆点字新着図書 ７頁

◆録音新着図書 １２頁

◆図書特集 １９頁

●１１月の休館について

◆１１月３日（木）＝祝日のため、

全館休館します。

◆１１月２３日（水）＝祝日のた

め、全館休館します。

ひごばしニュース

●一人歩きの視覚障害の方への

「声かけ」を広めるために

館長 竹下 亘

８月１５日、東京メトロ青山

一丁目駅で、盲導犬を連れた視覚

障害者の男性がホームから線路に

転落し、亡くなった事故にショッ

クを受けた方は多いと思います。

事故後、視覚障害者団体により、

現場をはじめ全国で駅の点検・調

査が行われ、国土交通省や鉄道会

社にホームドアの普及や駅員の対

応の改善などが要望されました。

その結果、国のホームドアの整

備費が増額されたり、駅員の接遇
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の改善や危険な駅への警備員の

配置なども行われましたが、最も

必要なホームドアの普及にはまだ

まだ相当な時間がかかりそう

です。

しかし、ハード面、ソフト面の

整備の他に、私たちが今すぐ出来

ること、すべきことは、一般市民

が、特に駅や交差点など危険な場

所で、白杖を突いたり、盲導犬を

連れて一人歩きをしている視覚障

害の方を見かけたら、｢何かお手

伝いしましょうか？」と一声かけ

ることです。そして、電車の乗り

降りや交差点の横断、安全な場所

までの移動などにちょっと手を貸

すことです。これだけで、視覚障

害者の外出の安全・安心はずっと

高まるだけでなく、人と人との交

流も深まり、信頼の輪が広がって

いくと思います。

そこで、当館では改めて、職員

をはじめ、ボランティアや来館

される市民に向けて、視覚障害の

方への「声かけ」を広め、安全・

安心な手の貸し方を手ほどきする

取り組みを始めることにしまし

た。もちろん、視覚障害の方に

迷惑をかけないように、押しつけ

がましい声かけや、いきなり体や

杖をつかんだりしないような指導

も行います。

なお、利用者の皆さんが当館に

来られる場合、お一人で不安を覚

えながら、電車に乗ったり、歩い

て来られる方も多いと思います。

その場合、離れた場所への送迎は

できませんが、肥後橋駅への送迎

や肥後橋交差点の横断などはお手

伝いしますので、遠慮なくお申し

付け下さい。

また最近、地下道の工事のため

阪急梅田駅と地下鉄西梅田駅間の

経路が変わったり、京阪渡辺橋駅

と当館を結ぶ地下道も通れなくな

っています。当館への経路に不安

のある方には、安全な経路をご案

内しますので、ご相談下さい。

●わろう座「手で観る仏像展」の

ご案内

寺院を拝観しても、直接触れる

ことの難しい仏像。そんな仏像

１３体を集めて、手で触って観て

いただける展覧会を開催します。

仏像は彫刻家の方が一体一体丁寧

に木彫りされた、高さ３０ｃｍ程

の小型の作品。如来（にょらい）、

菩薩（ぼさつ）、明王（みょうお

う）など、さまざまな仏像を解説

付きで、触って鑑賞していただけ

ます。定員がありますので、急い

でお申し込み下さい。

日時 １１月２５日（金）、

２６日（土）。両日とも、１回目

＝１０時３０分から、２回目＝

１３時から、３回目＝１４時３０

分からの３回

場所 当館４階会議室

定員 各回５人（定員になり

次第締切）
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お申し込みは、電話で、１１月

４日（金）９時１５分から、当館

総務係（電話０６－６４４１－

００１５）まで。氏名、電話番号、

希望日時、付き添いの有無をお知

らせ下さい。

●「見えない、見えにくい人の

図書展」へご来場下さい

大阪市視覚障害者福祉協会

主催、当館協力の「見えない、

見えにくい人の図書展～見て、

聞いて、触って」が１１月１２日

（土）１０時から１６時、大阪市

天王寺区のホテルアウィーナ大阪

３階で開かれます。当館の出展に

よる「点字図書館Ａ ｔｏ Ｚ」

（点字図書館の図書とサービスの

紹介）、「どんどん広がる電子

書籍の世界」（サピエ、電子書籍、

プレクストーク、点字ディスプレ

イ等の紹介）、「珍本（ちんぽん）

・希本・貴重本コーナー」（珍し

い点字書やオープンテープ図書の

紹介）。点訳絵本ふれあい文庫に

よる「絵本をみんなで楽しもう」

（点訳絵本と点字つきさわる絵本

の紹介）、京都の視覚障害者支援

サークル点友会による「目の見え

にくい方に拡大図書・地図・教科

書を」など。視覚障害者の手作り

作品展も行われます。入場無料。

もより駅は、近鉄大阪上本町駅か

地下鉄谷町九丁目駅。会場の電話

番号は０６－６７７２－１４４

５。ぜひご来場下さい。

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 >>

●７連スライドケーン･ナビメイト

伸縮式・金属製のシンボルケー

ン「ナビメイト」。これまでの

１１３ｃｍに加えて、１２３ｃｍ

と１３３ｃｍが入荷しました(発

売元＝アメディア)。１２３ｃｍ

は、１１３ｃｍと同じ赤色のグリ

ップです。１３３ｃｍのグリップ

の色はライトグレイ。韓国視覚障

害者福祉館製で、１３３ｃｍのみ

グリップにハングル文字がプリン

トされています。価格は３種類と

も６,８００円（税込）。

●「ものしりトーク」販売終了

ものしりトークが２０１６年

１１月末で販売終了となります。

これに伴い、専用のバッテリーの

販売も終了します。本体修理は

６年間対応しますが、２０１６年

１１月末を過ぎると、バッテリー

の交換はできなくなりますので、

ご了承下さい。専用バッテリーの

価格は５,７２４円（税込）です。
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<<２．講習会情報 >>

●１２月のＩＣＴサロン～

ブレイルメモスマート体験講習

視覚障害者用点字ディスプレイ

「ブレイルメモスマート」の体験

講習会を開催します。購入を検討

している方、購入したけれど全く

使いこなせていない方のための初

心者向け体験講習会です。

当日は、ケージーエス株式会社

の社員が講師を担当します。

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

無料です。

日時 １２月１７日（土）午前

の部＝１０時～１２時３０分、

午後の部＝１４時～１６時３０分

場所 当館４階会議室

定員 各コース４人（先着順）

お役立ち本棚

以下の内容に関するお問い合わ

せ・お申し込みは、貸出窓口（電

話０６－６４４１－０１３９）ま

でご連絡下さい。

●お役立ち目録「大宅壮一ノン

フィクション賞（その２）」

各年の優れたノンフィクション

作品を表彰する文学賞の受賞作品

をご紹介します。今回は２回目で

す。

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

「ＭＢＳラジオ点字番組表２０

１６年１０月～２０１７年３月」

（点字全１冊）
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情報カフェ

●臨時福祉給付金と、障害・遺族

年金受給者向け給付金を支給

厚生労働省では現在、２種類の

臨時福祉給付金の申請を呼びかけ

ています。一つは「平成２８年度

臨時福祉給付金」で、平成２８年

度分の住民税が課税されない方を

対象に、一人につき３千円を支給。

もう一つは「障害・遺族年金受給

者向け給付金」で、上記臨時福祉

給付金支給対象者の内、障害基礎

年金などを受給している方で、

一人につき３万円を支給。支給は

どちらか１回ですが、対象者は

両方の給付金を受給できます。

受給には今年１月１日時点で住民

票がある市町村への申請が必要。

問合わせは、厚生労働省給付金専

用ダイヤル(０５７０－０３７－

１９２、ＩＰ電話の場合は０６－

７７３１－２３７０。１２月１８

日までは土・日・祝日も含め毎日

９時～１８時）まで。

●大阪フィルハーモニー交響楽団

の演奏会にご招待

１２月８日（木）１９時から

北区のフェスティバルホールで

行われる定期演奏会に当館の利用

者５組１０人をご招待します。ヤ

クブ・フルシャの指揮、河村尚子

（かわむら・ひさこ）のピアノ独

奏で、ベートーヴェンの「ピアノ

協奏曲第４番ト長調作品５８」、

ショスタコーヴィチの「交響曲

第１０番ホ短調作品９３」などを

演奏。招待ご希望の方は、必ず

郵便で、住所、氏名、電話番号、

点字プログラム希望の有無を明記

し、１１月１５日（火）までに

当館大フィル係（〒５５０－００

０２大阪市西区江戸堀１－１３－

２）までご応募下さい。結果発表

は招待券の発送（１１月２２日）

をもって代えさせていただきま

す。

●点字付き札を使った「かるた

取り」「坊主めくり」体験会

点字付き札を使ったかるた取

り、坊主めくりなど（入門者向け）

を行います。

かるた取りは、２０枚の札をマ

ス目に並べ、歌が読み上げられて

から取ります。一人一人が札を１

セットずつ並べるので、同じ札を

取り合いになることはありませ

ん。

坊主めくりは、京都ライトハウ

ス製作の「お坊さんめくり」を使

い、分かりやすい点字マークを触

りながらゲームを進めます。

日時 １１月２６日（土）１３

時からと１５時からの２回（２時

間ずつ）

場所 当館４階会議室
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定員 ８人

参加費 無料

お申し込みは、畑中さん（電話

０９０－５１９７－３８６４）ま

で。お申込みの際にご希望の時間

帯をお知らせ下さい。

●関西電力からのお知らせ

いつもご愛顧いただきありがと

うございます。

さて、昨今、関西電力・関係会

社社員の名をかたった詐欺・窃盗

事件やお客さまの個人情報を聞き

出そうとする不審な訪問や電話が

発生しています。

少しでも不審に思われたら、

すぐにお近くの関西電力営業所ま

でご確認ください。
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今月の点字図書 ４０タイトル １１４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】

１１－１ コンテンツの秘密～ぼく

がジブリで考えたこと

川上量生 著 ３冊
かわかみのぶ お

ＮＨＫ出版 ２０１５

プロデューサー見習いの著者が

トップクリエイターたちの発想法に

鋭く迫る、画期的なコンテンツ論。

【教訓】

１１－２ 焦らなくなる本～生きる

のがラクになる

和田秀樹 著 ２冊
わ だ ひで き

新講社 ２０１５

１１－３ マンガでよくわかる

怒らない技術

嶋津良智 著 ２冊
しま つ よしとも

フォレスト出版 ２０１６

日 本 中 の イ ラ イ ラ を 解 消 し た

ベストセラーがついにマンガに！

【歴史】

１１－４ 脳に効く！昭和時代ドリ

ル～面白い！楽しい！懐かしい！

熱血時代がイキイキ甦る！！

パワフル７０９問題

昭和倶楽部 編 ６冊
しよう わ く ら ぶ

成美堂出版 ２０１４
せい び どう

当時の出来事、流行など、「戦後の

昭和」を懐かしく楽しむ１冊。昭和

２０年～６４年のニッポンから

出題。

１１－５ われわれの戦争責任に

ついて

カール・ヤスパース 著

橋本文夫 訳 ３冊
はしもと ふみ お

筑摩書房 ２０１５

哲学者ヤスパースが、ドイツ国民に

向け、語りかけた哲学的戦争責任論。

あらゆる戦争責任論のベースとなる

書。

１１－６ 声に出して読みづらい

ロシア人～コーヒーと一冊

松 樟太郎 著 ２冊
まつ くす た ろう

ミシマ社京都オフィス

２０１５

ロシア人名の中でもとくに「名前の

響きが怪しい」人を選んで紹介。

発音のコツも学べます！

１１－７ 皇室一五〇年史

浅見雅男ほか 著 ３冊
あさ み まさ お

筑摩書房 ２０１５
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１１－８ Ｇｏｏｄ・洛 第５９号
ぐ つ ど らく

～２０１６年秋

京都ライトハウス情報製作

センター １冊 ２０１６

特集１ 対話＆体感で秋のミュージ

アムを楽しむ！京都国立博物館

京都鉄道博物館他。

特集２ 旅先だから味わえる「昼呑

み」の醍醐味他。

【社会科学】

１１－９ 多数決を疑う～社会的

選択理論とは何か

坂井豊貴 著 ３冊
さか い とよたか

岩波書店 ２０１５

選挙制度の欠陥が露呈する日本。

人々の意思を集約できる選び方の

ルールを探る。

１１－１０ 高校生からわかる

政治のしくみと議員のしごと

山田健太ほか 編集・執筆
やま だ けん た

３冊

トランスビュー ２０１３

１１－１１ 誰も知らない領事の

仕事～異国の空の下、邦人を守る

大日方 和雄ほか 著 ４冊
お び なた かず お

創土社 ２０１５
そう ど しや

元領事の、今だから語れる、信じら

れないような苦労話をまとめる。

１１－１２ ナチスと精神分析官

ジャック・エル＝ハイ 著

高里 ひろ ほか 訳 ５冊
たかさと

KADOKAWA ２０１５

米軍医が見た「悪の正体」とは？

埋もれていた記録を基にした歴史

ノンフィクション。

１１－１３ あ な た は こ う し て

だまされる～詐欺・悪徳商法

１００の手口

多田文明 著 ３冊
た だ ふみあき

産経新聞出版 ２０１５

７つの心の隙間ポイントを中心に、

騙しの手口を紹介。

１１－１４ い の ち を つ な ぐ 犬

夢之丞物語
ゆめ の すけものがたり

佐藤真澄 著 １冊
さ とう ま すみ

静山社 ２０１６

ガス室の前で震えていた元捨て犬

が、悲しい過去を乗り越え、災害

救助犬として活躍するようになるま

での真実の物語。

【自然科学】

１１－１５ いのちと重金属～人と

地球の長い物語

渡邉 泉 著 ３冊
わたなべ いずみ

筑摩書房 ２０１３

多くても少なすぎても困る存在であ

る重金属とは何か？科学技術と人と

の関わりを考える。

点字図書
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点字図書

【医学】

１１－１６ 人生最後のご馳走～

淀川キリスト教病院ホスピス・こ
よどがわ

どもホスピス病院のリクエスト食

青山ゆみこ 著 ２冊
あおやま

幻冬舎 ２０１５

最後の時を過ごす患者の心のケアと

して始めた「リクエスト食」。

週一回患者が食べたいと希望する

ものを何でもかなえるこの取り組み

について紹介。

１１－１７ 「キモさ」の解剖室

春日武彦 著 ３冊
かす が たけひこ

イースト・プレス ２０１４

精神科医の著者が、多くのエピソー

ドから「キモさ」の感覚を検討する。

１１－１８ 医療通訳士という仕事

～ことばと文化の壁をこえて

中村安秀ほか 編 ４冊
なかむら やすひで

大阪大学出版会 ２０１３

医療通訳の日常の実践現場と、外国

人の保健医療や多文化共生という理

論をつなぐものとして「医療通訳士」

の役割と実際を紹介。

１１－１９ 薬いらずのはちみつ

生活～保湿・殺菌・疲労回復・

整腸…

清水美智子 著 ２冊
し みず み ち こ

青春出版社 ２０１６

はちみつで美人になる、健康になる、

癒されるなど様々な使い方を紹介。

１１－２０ 長く健康でいたけれ

ば、「背伸び」をしなさい。

仲野孝明 著 ２冊
なか の たかあき

サンマーク出版 ２０１５

あらゆる場面で正しい姿勢をとるこ

とができる、最強の健康法「背伸び」

を紹介。

１１－２１ 認知症をよせつけない

６０歳からの脳革命～今日から

できる“脳力”アップ法

加藤俊徳 著 ２冊
か とう としのり

大和書房 ２０１６
だい わ

生活習慣で脳を活性化！脳を意識的

に使い、１００歳まで脳を成長させ

る方法を教えます。

１１－２２ 王 様 の く す り 図 鑑

木村美紀 著
き むら み き

Ｈａｍａ‐Ｈｏｕｓｅ 作画

１冊 じほう ２０１６

種類が多く違いがわかりにくい薬の

世界を、キャラクターで楽しく説明

した図鑑。

【技術】

１１－２３ バリアバリュー～障害

を価値に変える

垣内俊哉 著 ２冊
かきうち とし や

新潮社 ２０１６

ユニバーサルデザインを牽引する

起業家の著者が、劇的な半生と、

斬新な「反転戦略」を明かす。
ざんしん
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１１－２４ 電力自由化で何が変わ

るか

小沢祥司 著 ２冊
お ざわしよう じ

岩波書店 ２０１６

【産業】

１１－２５ 琉 球塩手帖
りゆうきゆう

青山志穂 著 ２冊
あおやま し ほ

ボーダーインク ２０１３

基礎的な知識から、塩作り職人の

思いまで沖縄の塩文化を広く知る。

１１－２６ 介護ビジネスの罠

長岡美代 著 ４冊
ながおか み よ

講談社 ２０１５

家族の弱みにつけ込む悪質な手口を

徹底解剖。介護でだまされない、

損しないための必読書！

【芸術】

１１－２７ クラシック音楽の

トリセツ

飯尾洋一 著 ２冊
いい お よういち

ＳＢクリエイティブ ２０１５

クラシックへの誤解を解き、魅力を

解説。有名曲のコラムも収録。

【スポーツ】

１１－２８ 日本人投手がメジャー

で故障する理由

小宮山 悟 著 ３冊
こ み やま さとる

双葉社 ２０１５

海を渡った日本人投手を襲うケガの

正体とは？日米でプロのマウンドに

上がった著者が、その理由を明かす。

【茶道】

１１－２９ 日本人の心、伝えます

千 玄室 著 ２冊
せん げんしつ

幻冬舎 ２０１６

５００年続く日本の美を、９２年の

精進をかけて守る気骨とは？茶道裏

千家第十五代家元のエッセイ。

【言語】

１１－３０ 伝える極意

長井鞠子 著 ２冊
なが い まり こ

集英社 ２０１４

通訳の第一人者である著者が、国内

外の著名人との貴重なエピソードを

まじえ「心を伝える」極意を語る。

【文学】

１１－３１ 短歌の友人

穂村 弘 著 ３冊
ほ むら ひろし

河出書房新社 ２００７

短歌の面白さを通じて世界の面白さ

に突き当たる。著者初の歌論集。

【小説】

１１－３２ 隠密同心
おんみつどうしん

小杉健治 著 ４冊
こ すぎけん じ

KADOKAWA ２０１６

武 家 や 寺 社 を 極 秘 に 探 索 す る

「隠密同心」。奉行から密命を受け

た主人公は、大名家のお家騒動を

未然に防ごうと捜査を始める。
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１１－３３ 季節風 秋

重松 清 著 ４冊
しげまつ きよし

文芸春秋 ２０１１

離婚する両親との最後の外食を描い

た「少しだけ欠けた月」他、人恋し

い季節にそっと寄り添う様な物語。

１１－３４ 珈琲店タレーランの

事件簿 ２

岡崎琢磨 著 ５冊
おかざきたく ま

宝島社 ２０１３

女性バリスタの姉とタレーランに

やってきたその妹。姉妹の幼い頃の

秘密が大事件を引き起こす！

１１－３５ 殺生伝～疾風の少年
せつしよう でん

神永 学 著 ４冊
かみなが まなぶ

幻冬舎 ２０１３

動乱の世、運命に抗い生きる意志を

貫く人々を描く戦国ファンタジー。

１１－３６ 人妻は夜に咲く

葉月奏太 著 ３冊
は づきそう た

イースト・プレス ２０１５

官能小説。

１１－３７ ボクの妻と結婚して

ください。

樋口卓治 著 ３冊
ひ ぐちたく じ

講談社 ２０１２

半年の余命宣告をされた放送作家

は、人生最後の企画を決めた。妻に、

最高の結婚相手を遺そう。

１１－３８ リバース

相場英雄 著 ３冊
あい ば ひで お

双葉社 ２０１５

知能犯と対峙する警視庁捜査二課。

緊迫感溢れる捜査を展開する捜査員

の心理を描いた警察小説。

１１－３９ ワンダフル・ワールド

村山由佳 著 ３冊
むらやま ゆ か

新潮社 ２０１６

かけがえのない存在との出会いと別

れを、特別な香りとともに描く恋愛

小説。

【外国文学】

１１－４０ １０の奇妙な話

ミック・ジャクソン 著

田内 志文 訳 ３冊
た うち し もん

東京創元社 ２０１６

敷地内に洞窟がある気まぐれな金持

ち夫婦に雇われ、隠者となった男の

物語「隠者求む」他、奇妙な話を収

録。
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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】

１１－１ ネットの危険を正しく知

るファミリー・セキュリティ読本

一田和樹 著（６：０９）
いち だ かず き

原書房 ２０１５ 他館
はら

ネットセキュリティの達人が、

ネットの危険性と防衛策を教える。

【哲学】

１１－２ 神に仕える皇女たち
こうじよ

～斎王への誘い
いざな

原 槙子 著（８：１０）
はら まき こ

新典社 ２０１５
しんてんしや

斎王とは、どのような人をいい、

どんな生き方をしたのか？

【歴史】

１１－３ 重要事件で振り返る戦後

日本史～日本を揺るがしたあの

事件の真相

佐々淳行 著（６：４２）
さ つ さ あつゆき

ＳＢクリエイティブ ２０１６

危機管理の達人が語るもう一つの

戦後。

１１－４ Ｇｏｏｄ・洛 第５９号
ぐ つ ど らく

～２０１６年秋

京都ライトハウス情報製作セン

ター （１：４６）２０１６

特集１ 対話＆体感で秋のミュージ

アムを楽しむ！京都国立博物館

京都鉄道博物館他。

特集２ 旅先だから味わえる「昼呑

み」の醍醐味他。

【社会科学】

１１－５ 見えない私の生活術

新納季温子 著（５：４５）
にい ろ き お こ

クリエイツかもがわ ２０１６

見えない私からあなたへ。率直な

質問にありのままを答える対話が

「見えない世界」をちょっと身近に

する。

１１－６ み ん な 輝 け る 子 に ～

子どもが１０歳になるまでに、

周りの大人が大切にしたいこと

明橋大二 著（４：３１）
あけはし だい じ

１万年堂出版 ２０１５
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１１－７ ちょっと昭和な関西の味

さいとう しのぶ 著

（２：２１）

リーブル ２０１６

絵 本 作 家 が 、 思 い 出 の 関 西 の

“うまいもん”を語る。

【自然科学】

１１－８ 光と重力 ニュートンと

アインシュタインが考えたこと～

一般相対性理論とは何か

小山慶太 著（１０：５０）
こ やまけい た

講談社 ２０１５

孤独を愛し、研究に没頭する事を好

んだ二人の天才をとらえたテーマ、

光と重力を通して彼らの思考に迫

る。

１１－９ ガリレオ裁判～４００年

後の真実

田中一郎 著（７：２１）
た なかいちろう

岩波書店 ２０１５

地動説を唱え、宗教裁判で有罪宣告

されたガリレオ。彼は、科学者とし

て宗教と闘った英雄だったのか？

【医学】

１１－１０ エボラ出血熱と

エマージングウイルス

山内一也 著（４：４０）
やまのうちかず や

岩波書店 ２０１５

ウイルス専門家の立場からエボラ

出血熱の現在を紹介する。

１１－１１ 化学物質過敏症を工夫

で乗りきる１(住まい対策実践編)

足立和郎 著（８：１４）
あ だちかずろう

アットワークス ２０１４

発症者の体験事例をもとに、住まい

環境の改善策の数々を明らかにす

る。

１１－１２ 化学物質過敏症を工夫

で乗りきる２(暮らし対策実践編)

足立和郎 著（８：１９）
あ だち かずろう

アットワークス ２０１４

著者がひとりの患者として思う事を

綴る。

１１－１３ 腸の「吸収と排出」が

健 康 の １ ０ 割 ～ 消 化 器 専 門

ドクターが明かす 長生きできる

５２の快腸習慣

大竹真一郎 著（４：０７）
おおたけ しんいちろう

ワニブックス ２０１５

１１－１４ 予防接種のえらび方と

病気にならない育児法

黒部信一 著（９：１９）
くろ べ しんいち

現代書館 ２０１５

小児科臨床医の著者が、１３の

ワクチンをチェック。親が知って

おきたい、子供が病気にならない

ポイントも伝授する。

録音図書
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１１－１５ い つ も の 飲 み 物 に

ちょい足しするだけ！薬膳ドリン

ク～温めもデトックスも

小林香里 著 薬日本堂 監修
こばやし かお り くすり に ほ ん どう

（２：５０）

河出書房新社 ２０１５

簡単に作れる「薬膳ドリンク」を

紹介。

１１－１６ 病気の９割は歩くだけ

で治る！～歩行が人生を変える

２９の理由 簡単、無料で医者

いらず

長尾和宏 著（４：１２）
なが お かずひろ

山と渓谷社 ２０１５ 他館

１１－１７ 毒と薬の科学

佐竹元吉 編著（５：４４）
さ たけもとよし

日刊工業新聞社 ２０１５

使い方によっては毒にも薬にもなる

化学物質を化学、生物学の面から、

歴史的、文化的な面からも取り上げ

る。

【技術】

１１－１８ 無人暗殺機ドローンの

誕生

リチャード・ウィッテル 著

赤根洋子 訳（１９：１８）
あか ね よう こ

文芸春秋 ２０１５ 他館

知られざる開発史。

【家庭】

１１－１９ 性の体験告白～紅い花

サンケイスポーツ文化報道部

編（５：０９）

イースト・プレス ２０１５

他館

性ノンフィクション大賞歴代金賞

受賞作から１１篇収録。

【産業】

１１－２０ ディズニーに行く前に

知っておくと得する６６の知識

みっこ 著（５：１１）

文響社 ２０１５ 他館

年間パスポートでパークに通い続け

る著者が、パークの楽しみ方を紹介。

【芸術】

１１－２１ ３０日間、食べること

やめてみました～「不食」という

名の旅

榎木孝明 著 南淵明宏 監修
えの き たかあき な ぶち あきひろ

（３：０１）

マキノ出版 ２０１５ 他館

不食３０日間を、情景や体験ととも

に綴る。

１１－２２ 能苑逍遥 中
のうえんしようよう

（１６：１６）

天野文雄 著
あま の ふみ お

大阪大学出版会 ２００９
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【スポーツ】

１１－２３ すべての人が輝く、

みんなのスポーツを～オリンピッ

ク・パラリンピックの壁を越えて

芝田徳造ほか 編（４：４９）
しば た とくぞう

クリエイツかもがわ ２０１５

障がい者スポーツの課題と、新たな

スポーツ創造への理論的提案。

１１－２４ エディー・ジョーンズ

の日本ラグビー改造戦記～

ジャパン進化へのハードワーク

大友信彦 著（５：５７）
おおとも のぶひこ

東邦出版 ２０１５

世界も驚く大改革の真相と、その

軌跡。

【小説】

１１－２５ うめ婆行 状記
ばあぎようじよう き

宇江佐真理 著（６：５２）
う え ざ ま り

朝日新聞出版 ２０１６ 他館

夫を亡くしたうめは、気ままな独り

暮らしを楽しもうとしていた矢先、

甥っ子の隠し子騒動に巻き込まれ

…。

１１－２６ えんま寄席～江戸落語
よ せ え ど らく ご

外伝
がいでん

車 浮代 著（５：２８）
くるま うき よ

実業之日本社 ２０１６ 他館

落語の世界の住人が死後に来る

「えんま寄席」。閻魔を納得させれ
えん ま

ば天上界。怒りを引き出せば地獄
てん じよう かい

へ堕ちる。古典落語、その先の噺！
はなし

１１－２７ 屋上の小さな放送局

庄野 至 著（６：４９）
しよう の いたる

編集工房ノア １９９８

阪急百貨店屋上に開局した民放

ラジオ局の番組づくり。大阪の戦後

よき時代の青春と友情。

１１－２８ 落ちぶれ同心と将軍

さま ５～影踏みの秘剣

藤村与一郎 著（７：３０）
ふじむら よ いちろう

コスミック出版 ２０１５

同心の半四郎は、ぐうたらで、奇怪

な友人・知人ばかり。なかでも特別

なのが、謎のご隠居。だが彼は正体

を隠した将軍で…。

１１－２９ 鬼役外伝

坂岡 真 著（６：１９）
さかおか しん

光文社 ２０１６ 他館

将軍の毒味役、蔵人介は、毒味御用
くらんどのすけ

の一方で、江戸の悪を成敗してきた。

そんな鬼役を支える家族たちの

「もうひとつの物語」を綴った短編。

１１－３０ 彼女と彼女の猫

新海 誠 原作
しんかい まこと

永川成基 著（４：０５）
ながかわ なる き

カンゼン ２０１３ 他館

感情を言葉にするのが苦手な彼女

と、彼女の不器用さを見守る猫。

猫たちを軸に描かれる連作短編。
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１１－３１ 硝子の太陽Ｎｏｉｒ
の わ ー る

誉田哲也 著（１１：５９）
ほん だ てつ や

中央公論新社 ２０１６ 他館

新宿署の警部補は左翼の親玉を取り

調べることに。直後に異様な覆面集

団による滅多刺し事件が起こり…。

１１－３２ 岸辺のヤービ

梨木香歩 著 小沢さかえ 画
なし き か ほ お ざわ

（４：３６）

福音館書店 ２０１５ 他館

児童文学のエッセンスと自然への想

いがたっぷりのファンタジー。

１１－３３ 吉祥の誘惑～採薬使
きつ しよう さいやく し

佐平次 ３
さ へい じ

平谷美樹 著（７：２５）
ひら や よし き

KADOKAWA ２０１３ 他館

色街で、豪商の死体が発見された。

死因は、中毒死。薬の出所を探って

いくと…。

１１－３４ 公方様のお通り抜け
く ぼうさま

西山ガラシャ 著（５：０１）
にしやま

日本経済新聞出版社 ２０１６
に ほん けいざい しんぶん

他館

将軍を喜ばせるため庭の仕掛けを

考えて欲しいと依頼された大百姓

は、ユニークな庭園をプロデュース。

とびきり楽しい時代小説。

１１－３５ 眩
くらら

朝井まかて 著（１１：５０）
あさ い

新潮社 ２０１６ 他館

北斎の娘で、その右腕となった
ほくさい

女絵師・応為。愛や金より理想の色
おう い

を追い続けた江戸のレンブラント、

画業一途の生涯。

１１－３６ さよならの手口

若竹七海 著（１２：０３）
わかたけ なな み

文芸春秋 ２０１４ 他館

有能だが不運の女探偵。休業中なの

に、元女優から娘の安否調査を依頼

され…。

１１－３７ 七人の手練～たそがれ
しちにん て だれ

横丁騒動記

鳥羽 亮 著（５：３１）
と ば りよう

KADOKAWA ２０１５ 他館

たそがれ横丁で、買収話がからんだ

殺人事件発生。七人の達人が横丁の

危機に立ち上がる！

１１－３８ 食堂のおばちゃん

山口恵以子 著（６：２７）
やまぐち え い こ

角川春樹事務所 ２０１５

他館

元・食堂のおばちゃんが描く、

涙あり、笑いありの心温まる物語。

１１－３９ 真贋
しんがん

今野 敏 著（７：０９）
こん の びん

双葉社 ２０１６ 他館

国宝が展示される陶磁器展が絡み、

二転三転する捜査。果たして真犯人

は？その手口は？
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１１－４０ 蜃気楼の犬
し ん き ろ う

呉 勝浩 著（７：１８）
ご かつひろ

講談社 ２０１６ 他館

難事件の捜査に取り組む中で、正義

を見失っていくベテラン刑事。

新世代の連作警察小説。

１１－４１ 水鏡推理 ２～
すいきようすい り

インパクト

松岡圭祐 著（８：５７）
まつおか けいすけ

講談社 ２０１６ 他館

官僚を押しのけ霞が関を揺るがす

ヒラ職員の下克上ミステリ。

１１－４２ 尖閣ゲーム
せんかく

青木 俊 著（８：４１）
あお き しゆん

幻冬舎 ２０１６ 他館

姉の死の真相を暴くため取材を続け

る新聞記者は、謎の古文書に辿り着

き…。米国の思惑と背後に見え隠れ

する中国。その時、日本政府は？

１１－４３ 立川談志遺言大全集

７(書いた落語傑作選)

立川談志 著（７：４１）
たてかわだん し

講談社 ２００３

談志の手にかかれば浅い噺も絶品
はなし

に！書き下ろし未発表作品も紹介。

１１－４４ 旗本金融道 １～銭が

情けの新次郎
しん じ ろう

経塚丸雄 著（６：４４）
きようづかまる お

双葉社 ２０１６ 他館

新次郎は、裏稼業で金貸しをする母

の実家の家督を継ぐことに。果たし

て新次郎に金貸しの親分が務まるの

か！？

１１－４５ はだれ雪
ゆき

葉室 麟 著（７：３７）
は むろ りん

KADOKAWA ２０１５ 他館

浅野内匠頭の最期の言葉とは？新た
あさ の たくみの かみ

な視点から「忠臣蔵」の世界を描き、
ちゆうしんぐら

感動を呼び起こす歴史時代長編。

１１－４６ 吼えよ江戸象
ほ え ど ぞう

熊谷敬太郎 著（１５：００）
くまがい けい た ろう

ＮＨＫ出版 ２０１６ 他館

民に明るさをと、将軍吉宗は、象を
よしむね

長崎から江戸まで移送せよと命を下

す。

１１－４７ マラバ・テマルとの

十四日間

山田 明 著（６：１９）
やま だ あきら

泰文堂 ２０１５
たいぶんどう

東京五輪の招待選手として来日した

巨漢のポリネシアン、マラバ・テマ

ル。不完全燃焼な毎日を送る太一は、

マラバに翻弄され「やりたいこと」

があったことに気づき…。

１１－４８ 女神 探偵・竹花
め がみ たんてい たけはな

藤田宜永 著（１４：４６）
ふじ た よしなが

光文社 ２０１６ 他館

老いることのない探偵・竹花の

正統派ハードボイルドの神髄！
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１１－４９ もし高校野球の女子

マネージャーがドラッカーの

『イノベーションと企業家精神』

を読んだら

岩崎夏海 著（８：３４）
いわさきなつ み

ダイヤモンド社 ２０１５

他館

ドラッカーの教えをもとに甲子園を

目指す青春小説。「もし高校野球の

女子マネージャーがドラッカーの

『マネジメント』を読んだら」続編。

【外国文学】

１１－５０ ジャングル・ブック

キップリング 著

山田 蘭 訳（７：１７）
やま だ らん

KADOKAWA ２０１６ 他館

ジャングルで虎に追われ、狼の洞穴

に迷いこんだ少年は、狼の家族に

育てられ…。動物達の生活を通して

秩序と正義を描く。

【シネマ･デイジー】

１１－５１ ウッジョブ 神去なあ
かむさり

なあ日常
にちじよう

矢口史靖 監督
や ぐち し のぶ

（２：０２）２０１４年製作

山奥で林業に従事することになった

都会育ちの若者が、悪戦苦闘しなが

ら村人や自然と触れ合い成長してい

く姿を描く。

１１－５２ 大統領の執事の涙

リー・ダニエルズ 監督

（２：１７）２０１３年製作

実在したホワイトハウスの黒人執事

をモデルにしたドラマ。

１１－５３ チョコレートドーナツ

トラヴィス・ファイン 監督

（１：４２）２０１２年製作

アメリカの実話を基に、ショーダン

サー、ゲイであることを隠す弁護士、

母の愛情を受けずに育ったダウン症

の少年の３人が奇跡的に出会い、

深い愛情で結ばれた姿を描く。

１１－５４ 釣りバカ日誌 １４

お遍路大パニック！

朝原雄三 監督
あさはら ゆうぞう

（２：０１）２００３年製作

スーさんは休暇を取ってお遍路の旅

に。後を追ったハマちゃん達が知り

合ったトラックの運転手・みさき

は、めちゃめちゃ気の強い女性で…。

１１－５５ ルパン三世

カリオストロの城

宮崎 駿 監督
みやざき はやお

（２：０２） １９７９年製作

ヨーロッパの小国カリオストロ公

国。ニセ札の噂が絶えない国でルパ

ンは、悪漢に追われる少女を助ける。
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図書特集

＜デイジー図書 簡易編集デイジー＞

書名、著者名、総時間の順に１０タイトルご紹介します。

当館所蔵のテープ図書を簡易な編集でデイジー化した図書です。

障害者の中世

河野勝行 著（１３：０６）
こう の かつゆき

中東共存への道 ～パレスチナと

イスラエル

広河隆一 編（８：４９）
ひろかわりゆういち

薬物依存 ～ドラッグでつづる
やくぶつ い ぞん

文化風俗史

中村希明 著（７：１４）
なかむらまれあき

「寝たきり」をつくらない福祉

児島美都子 著(８：０６）
こ じま み つ こ

楽しい昆虫採集

奥本大三郎 著（１０：２０）
おくもと だいさぶろう

ロイヤルホテルの家庭料理

暮しの手帖編集部 編

（６：４８）

大阪文学地図

東 秀三 著（１１：２９）
あずま しゆうぞう

誰か故郷を想はざる 改版
たれ こ きよう おも

寺山修司 著（５：１９）
てらやましゆう じ

人間にとって

高橋和巳 著（２：５８）
たかはし かず み

虫明亜呂無の本 ３
むしあけ あ ろ む

虫明亜呂無 著
むしあけ あ ろ む

玉木正之 編（８：１１）
たま き まさゆき
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