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第４２巻第１１号 ２０１４年１２月１日

目の見えない方・見えにくい方の情報誌

読書 ２０１４年１２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

●年末年始の休館について

年末年始の予定は下記のとおり

です。ご了承下さい。

１２月２４日（水）＝年内サー

ビス最終日。図書貸出、用具・機

器の相談・販売、対面リーディン

グなど、すべてのサービスが年内

最終日となります。当館の仕事納

めは２６日（金）です。

１月６日（火）＝サービス再開。

仕事始めは５日（月）です。

ひごばしニュース

●利用者アンケートのご報告

館長 竹下 亘

本年９月、「利用者アンケート」

をお願いしたところ、５０１人の

方からご回答をいただきました。

まことにありがとうございます。

回答結果は、「貸出サービスに

満足している」か「まあまあ満足

している」方が合計８７％に達す

るなど、全般的に良い評価をいた
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だきました。

しかし、その一方で「プライベ

ート製作に少し不満がある」か「満

足していない」方が合計２１％を

占めたほか、自由筆記の項目で２

７０件に上るご意見やご要望も頂

きました。

今回のアンケートでは、回答の

割合で済ますのでなく、皆さんの

ご意見に対して、当館のサービス

の点検や改善、説明に努めること

が重要だと考えています。

そこで、アンケート結果のご報

告は十分な検討を行った上、来年

２月号に同封することにし、本号

では当館のサービスの満足度に関

する結果のみご紹介します。

以下、項目の人数は回答者数。

◆図書貸出（３８１人）＝満足

６６％、まあまあ満足２１％、

普通１０％、少し不満２.２％、

不満足０.８％

◆対面リーディング（５０人）

＝満足４０％、まあまあ満足１２

％、普通１６％、少し不満２２％、

不満足１０％

◆プライベート製作（８６人）

＝満足４５％、まあまあ満足１８

％、普通１６％、少し不満１４％、

不満足７％

◆「読書」（４２８人）＝満足

４８％、まあまあ満足３３％、

普通１７％、少し不満１.４％、

不満足０.２％

◆電話や来館時の対応（４５７

人）＝満足６８％、まあまあ満足

１５％、普通１５％、少し不満

１.３％、不満足０.２％

●日常生活用具の地域格差改善を

目指して各地で研修会

サービス部長 岡田 弥（あまね）

市町村が実施している日常生活

用具給付事業の給付品目や耐用年

数、給付限度額は、地域によって

かなりの違いがあります。例えば

大東市や松原市などで認められて

いるワンセグラジオが他の市町村

では対象でなかったり、情報・通

信支援用具（ＰＣソフト）の限度

額が、多くの自治体では１０万円

なのに芦屋市では５万円だったり

します。こうした不公平を改善す

るため、日本盲人会連合が１０月

から厚生労働省の専門官を講師に

全国６ヶ所で「補装具・日常生活

用具に関する研修会」の開催を始

め、近畿では奈良県で行われまし

た。また、これ以外に全国１１ヶ

所で日盲連の事業部長を講師にし

た研修会が開催され、近畿では兵

庫県で行われます。

この研修会は、市町村職員や当

事者、関係者に、補装具・日常生

活用具の制度に関する理解を深め

てもらうことが目的です。研修会

は来年の２月まで続きます。年度

の変わり目に制度が変更になるこ

とも多いので、皆さんも、「自分

の地域ではこれはダメ」とあきら

めずに、役所の福祉課に問い合わ

せたり、要望を出して下さい。
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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 >>

●携帯型拡大読書器「キャンディ

４ＨＤ」

１.３インチワイド液晶の携帯

型拡大読書器（発売元＝タイムズ

コーポレーション）。２０倍まで

無段階に大きさの調節ができ、

オートフォーカスＨＤカメラを

搭載。対象物から少し距離を離し

てもピントを合わせることができ

ます。専用のスタンドもありま

す。画面モードはカラー、白黒、

白黒反転を含む５種類。価格

８０,４６０円（税込）。

※デモ機を１２月中旬頃に展示

予定です。詳細についてはお問い

合わせ下さい。

● M y N e w s(マイニュース)Ⅱ
インターネットで公開されてい

る膨大な情報の中から、最新のニ

ュースをピックアップして閲覧で

きる音声ソフトです（発売元＝

高知システム開発）。オリジナル

のニュースマガジンを作ったり、

興味のある記事から自動的にキー

ワード解析し、検索できたり、

ますます使いやすくなりました。

タブレットＰＣでも快適にお使い

いただけます。価格２１,６００

円（税込）。M y N e w s V e r . 1
ユーザー価格８,６４０円（税込）。

●ＬＥＤライト付きキーホルダー

小型ライト付きのキーホルダー

です。直径１.５ｃｍ､長さ７ｃｍ

と小型で、夜間歩行時に白杖につ

けておいたり、ちょっと手元を照

らしたりするのに使えます。本体

の色はブラック、グレー、レッド、

パープル、ブルーの５色。いずれ

もサイドに「日本ライトハウス

情報文化センター」の白い刻印が

入っています。ボタン電池ＬＲ

４４を４個使用しています。価格

３００円(税込）。

●ユニバーサル・デザイン・カレ

ンダーを差し上げます

毎年恒例の白黒反転ユニバーサ

ル・デザイン・カレンダーを差し

上げます（提供＝住友生命）。数

に限りがあるため、ご来館の方限

定、お一人様１部限りとさせてい

ただきます。電話でのお申込み、

郵送はご遠慮願います。ご了承下

さい。
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<<２．講習会情報 >>

各講習会に参加ご希望の方は、

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。

●プレクストークリンクポケット

初心者体験会

シナノケンシから発売されてい

る、リンクポケットの体験会を行

います。リンクポケットとは、パ

ソコンを使わずにインターネット

上の「サピエ図書館」から、デイ

ジー図書の検索や再生、ダウン

ロードができる手のひらサイズの

録音再生機です。まだサピエを経

験したことがない皆様、この機会

にご参加下さい。

日時 １２月２０日（土）１月

１７日（土）１０時３０分～１２

時１５分

定員 各回４人

リンクポケットをご準備いただ

ける方はご自身の端末で体験会を

受けていただくことも可能です。

●プレクストークリンクポケット

ウェブラジオ／ポッドキャスト

操作説明会

リンクポケットで聞くことが

できるウェブラジオやポッドキャ

スト機能の使い方の説明会を行い

ます。

ウェブラジオとは、インター

ネットで音声ファイルなどをスト

リーミング再生する機能。ポッド

キャストとは、登録しておいた

インターネットの番組をダウン

ロードして再生できる機能のこと

です。

なお、この説明会は講師が１台

のサンプル機器を元に講義形式で

行いますので、ご了承下さい。

日時 １２月２０日(土)、１月

１７日（土）１３時３０分～１５

時３０分

定員 各回１０人

当日は、何も保存されていない

２ＧＢ以上のＳＤカードとリンク

ポケット本体をご持参ください。

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「鉄道を楽しむ」

１０月に東海道新幹線開業５０

周年を迎えたことにちなみ、「鉄

道」に関する本をご紹介します。

車両や駅、駅弁など、テーマ満

載な目録になっていますので、旅

気分で気になる１冊を探してみて

ください。

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。
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●差し上げます

「ＭＢＳラジオ点字番組表２０

１４年１０月～２０１５年３月」

（点字１冊）

「点字カレンダー」＝数種類

ご寄贈いただいておりますので、

詳しくはお問い合せ下さい。なお、

数に限りがありますので、お早め

にどうぞ。

情報カフェ

●大阪フィルハーモニー交響楽団

の演奏会にご招待

２０１５年１月３０日（金）

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。秋山和慶（かずよし）の

指揮、ダン・タイ・ソンのピアノ

独奏で、ショパンの「ピアノ協奏

曲第２番ヘ短調作品２１」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、１２月１６日(火)までに当館

大フィル係（〒５５０－０００２

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（１２月２４日）を

もって代えさせていただきます。

●点譜連（てんぷれん）の集いで、

時田直也さんのお話と弾き語り

点譜連（点字楽譜利用連絡会）

では、恒例の秋の集いを大阪で開

催。全盲のバリトン歌手、時田直

也（ときた・なおや）さんのお話

と弾き語り、楽譜点訳ボランティ

ア大山口博子（おおやまぐち・ひ

ろこ）さんのお話しが行われます。

日時 １２月７日（日）１３時

３０分～１６時３０分

会場 玉水記念館３階中ホール

(地下鉄四つ橋線・肥後端駅南

改札・８番出口から西へ８０ｍ)

参加費無料。申込は不要。直接

会場へお越し下さい。当日の問い

合わせは、電話０９０－３４６４

－１０９０の加藤俊和さんへ。

●ジョイフル･コンサートの

ご案内

大阪府立視覚支援学校では、今

年創立１００周年を迎えたのを記

念してジョイフル・コンサートを

開催します。

日時は１２月２３日（火、祝）

１３時３０分（１３時開場）、会

場は住吉区民センター大ホール。

出演者は在校生、卒業生、並び

に教職員による合唱団の他、卒業

生でピアニストの松村英臣（ひで

おみ）さん。

入場無料。お問い合わせは、大

阪府立視覚支援学校の松本先生

（電話０６－６６９３－３４７１）

まで。
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●関西電力から節電のお願いに

ついて

この冬の電力供給は、平成２２

年度並みの厳しい寒さを想定した

場合でも、電力の供給に最低限必

要とされている予備率を３％確保

できる見通しです。

しかしながら、発電所のトラブ

ルなど不測の事態により、電力需

給がひっ迫することも考えられま

すので、ご無理の無い範囲で、引

き続き節電・省エネにご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

ご不便とご迷惑をおかけしまし

て誠に申し訳ございません。何卒、

ご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

節電に対するお問い合わせにつ

きましては、節電お問い合わせ専

用ダイヤル（０８００－１２３－

０１７１、受付時間＝平日９時～

１７時）

※土日祝および１２月２９日

（月）～１月２日（金）は、受付

を行っておりませんので、ご注意

下さい。

【訃報】岩井和彦さんが逝去

堺市立健康福祉プラザ視覚・聴覚

障害者センター館長で、当館元館長

の岩井和彦さんが１０月２９日、堺

市の病院で逝去されました。６５歳

でした。岩井さんは９年８ヶ月前に

大腸がんを発症後、闘病を続けなが

ら、最後まで視覚障害者の情報バリ

アフリーの実現に命を燃やされまし

た。心からご冥福をお祈りするとと

もに、皆さまの生前のご厚誼に感謝

いたします。

｢岩井和彦さんの夢を受け継ぐ会｣

は１２月１６日（火）１３時３０分

から１５時３０分、堺市立健康福祉

プラザで開かれます。参加申し込み

は１２月１０日までに電話０７２－

２７５－５０２４の同プラザまで。
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新着図書 点字 ４０タイトル １２６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。

【情報科学】

１２－１ 今すぐ使えるかんたん

Ｗｉｎｄｏｗｓ ８.１
ウ ィ ン ド ウ ズ

オンサイト ほか 著 ６冊

原本：技術評論社 2013

Ｗｉｎｄｏｗｓ８.１／Ｐｒｏ／Ｅ

ｎｔｅｒｐｒｉｓｅ対応。

【心理学】

１２－２ オンナの〈建前⇔本音〉

翻訳大辞典 決定版

日本女性言語学会 編 ３冊

原本：扶桑社 2013

｢キャラが立ってるね｣は｢ヘンなヤ

ツ！｣の意味で使用｡では｢もう眠

い？｣の真意とは？学生､OL、人妻な

ど延べ1600人にアンケートを実施｡

１２－３ オトコとオンナの説明書

～違いがわかると面白い！～

米山公啓 著 ２冊
よねやまきみひろ

原本：成美堂出版 2014

脳科学的な視点で男女の行動の違い

を解説する。

【宗教】

１２－４ 野崎観音の謎
のざきかんのん

～隠れキリシタンの寺か！？～

神田宏大 著 ２冊
か ん だ ひ ろ お

原本：文芸社 2008

【歴史】

１２－５ 日本人として知って

おきたい近代史 明治篇

中西輝政 著 ３冊
なかにしてるまさ

原本：ＰＨＰ研究所 2010

吉田松陰から乃木希典まで、明治を

築き上げた７人の人物を中心に取り

上げる。

１２－６ 伊能忠敬
いのうただたか

～日本を測量した男～

童門冬二 著 ４冊
どうもんふゆじ

原本：河出書房新社 2014

初めて日本の正確な地図を作成した

晩熟の男の生涯。

【紀行】

１２－７ 富士さんぽ
ふ じ

３冊

原本:学研パブリッシング 2013

富士山ふもとのパワースポットや

おしゃれカフェ、ご当地グルメなど

を紹介。ドットテイラー布製触地図

｢富士山周辺図｣付き｡2013年７月現

在のデータ。
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点字図書

１２－８ イタリア２４の都市の物語

池上英洋 著 ３冊
いけがみひでひろ

原本：光文社 2010

レオナルド･ダ･ヴィンチ研究でも知

られる著者が､さまざまな歴史のエ

ピソードから「イタリアを歩く楽し

み｣を伝える｡

【社会科学】

１２－９ 世界はフラットにもの

悲しくて ～特派員ノート

１９９２－２０１４～

藤原章生 著 ３冊
ふじわらあきお

原本：テン・ブックス 2014

内戦中のリビアに密入国した毎日新

聞特派員が、アフリカ、ラテンアメ

リカでの体験を中心に綴る。

１２－１０ 浮世絵で読む、

江戸の四季とならわし

赤坂治績 著 ３冊
あかさかちせき

原本：ＮＨＫ出版 2014

北斎の名画から無名の美人画まで、

四季の行事や庶民の暮らしを絵の中

から読み解く。

【自然科学】

１２－１１ 花みちくさ

～身近な植物をめぐる２１０話～

西岡直樹 著 ３冊
にしおかなおき

原本：平凡社 2012

【医学】

１２－１２・１３ 検査を知ろう

丈夫がいいね 上・下

北国新聞社編集局 編 各２冊

原本：北国新聞社 2013

血圧、難聴、アレルギーなど、医学

の進歩に伴い、精度も飛躍的に高ま

っている最新の検査方法を紹介。

１２－１４ ストレス、気疲れ、

心配が多くても自律神経失調症が

グングン楽になる５５の方法

主婦の友社 編 ２冊

原本：主婦の友社 2014

【食品工業】

１２－１５ 明日へのしょうゆ

～すべてをなくした蔵元の、奇跡

の再生物語～

塩沢槙 著 ２冊
しおざわまき

原本：マガジンハウス 2014

東日本大震災で蔵も社屋も流された

ヤマニ醤油が、残された一冊の配合

表を元にした起死回生の秘策とは？

【生活科学】

１２－１６ 正しいエイジングケア

事典 ～一生ものの美肌をつくる
び は だ

｢しくみ｣から丁寧にわかる、基礎

知識完全バイブル～

吉木伸子 著 ３冊
よ し き の ぶ こ

原本：高橋書店 2012
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１２－１７ 思い出の先にはいつも

家庭料理 ～花桃四季の一品料理
は な も も し き

＆エッセイ～

寛仁親王妃信子 料理＆エッセイ
ともひとしんのうひのぶこ

２冊

原本：マガジンハウス 2013

福島県伊達市の食材を使った、新鮮

で美味しい季節の一品料理をエッセ

イとともに紹介。

１２－１８ ビギナーのための法律

英語

日向清人 著 ６冊
ひ な た き よ と

原本:慶応義塾大学出版会 2012

【産業】

１２－１９ 全国飲食チェーン

本店巡礼 ～ルーツをめぐる旅～

ＢＵＢＢＬＥ‐Ｂ 著 ２冊
バ ブ ル ビ ー

原本：大和書房 2013

全国48店舗を“自腹”で訪問。見慣

れたファストフード店から決して“

ファスト”ではない物語が浮かび上

がるグルメ論。

１２－２０ 鉄道旅行

週末だけでこんなに行ける！

所沢秀樹 著 ３冊
しょざわひでき

原本：光文社 2013

時間がない人向けの鉄道旅行のコツ

や、週末だけで北海道や九州・四国

を旅する大技も紹介。

【芸術】

１２－２１ 東大生に最も向かない

職業 ～僕はなぜ落語家になった

のか～

春風亭昇吉 著 ２冊
しゅんぷうていしょうきち

原本：祥伝社 2013

１２－２２ 身体を通して時代を
か ら だ

読む ～武術的立場～

甲野善紀 ほか 著 ４冊
こうのよしのり

原本：文芸春秋 2010

二人の武術家が、日本が抱える課題

の解決策を解き明かす。

【言語】

１２－２３ たのしい回文
かいぶん

～くるくる回るアタマをつくろう～

せとちとせ 著 １冊

原本：創元社 2013

「たぶんブタ」「うどん問答」など、

上から読んでも下から読んでも同じ

音、なおかつ意味のある言葉のあつ

まり「回文」を紹介。

【文学】

１２－２４ 吉田兼好とは誰だった
よしだけんこう

のか ～徒然草の謎～
つれづれぐさ

大野芳 著 ５冊
おおのかおる

原本：幻冬舎 2013

【小説】

１２－２５ 季節風 冬

重松清 著 ３冊
しげまつきよし

原本：文芸春秋 2010
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出産のために離れて暮らす母親のこ

とを想う５歳の女の子の素敵なクリ

スマスを描いた作品などを収録。

１２－２６ 球体の蛇

道尾秀介 著 ４冊
みちおしゅうすけ

原本：角川書店 2009

サヨに憧れていた友彦。しかしサヨ

は７年前のキャンプ場の火事で亡く

なり、友彦はその死の本当の理由を

誰にも言えずにいた。ある日、友彦

はサヨによく似た女性に出会い…。

１２－２７ 燦 ４ 炎の刃
さん やいば

あさのあつこ 著 ３冊

原本：文芸春秋 2013

父の死で表に立つことを余儀なくさ

れた田鶴藩の後嗣･圭寿｡伊月は藩の

代替わりの準備に追われるが…。

１２－２８ 失楽園殺人事件
しつらくえん

昭和ミステリ秘宝

小栗虫太郎 著 ７冊
おぐりむしたろう

原本：扶桑社 2000

『黒死館殺人事件』に登場する名探

偵・法水麟太郎の作品集成。

１２－２９ 小説大津皇子
お お つ の み こ

～二上山を弟と～
ふたかみやま いろせ

上島秀友 著 ４冊
うえじまひでとも

原本：青垣出版 2013

雪に包まれた二上山のふもとの古

寺、美しき尼僧が1300年の時を超え

て語るのは、石川郎女との儚き恋、

伊勢斎宮・大伯皇女との姉弟愛…。

１２－３０ 善人長屋

西條奈加 著 ５冊
さいじょうなか

原本：新潮社 2010

世を忍ぶ悪党の巣「善人長屋」は、

お人好しの加助が持ち込む厄介ごと

でいつも大騒動。裏の手管と人情が、

堅気を泣かす悪を討つ！

１２－３１ チョーコーイレブン

～大阪朝鮮高校サッカー部の奇跡～

本田久朔 著 ４冊
ほんだきゅうさく

原本：文芸社 2012

戦後半世紀、すべての公式戦参加を

認められなかった朝鮮高校サッカー

部の、実話を元にした青春小説。

１２－３２ 月夜に蕩けて
とろ

睦月影郎 著 ３冊
むつきかげろう

原本：宝島社 2014

官能小説。

１２－３３・３４ 猫侍 上・下
ねこざむらい

黒木久勝 原案
くろきひさかつ

大月小夜（上）、
お お つ き さ よ

亜夷舞モコ（下） 著 各２冊
あ い ま い

原本：ＡＭＧ出版 2013

貧乏浪人の斑目久太郎は、かつて「ま

だら鬼」として恐れられた剣客だっ

た。ある日、久太郎は、呉服問屋の

番頭・佐吉から主人を虜にする白猫

の暗殺を依頼される。

１２－３５ 晦日の月
み そ か

～六尺文治捕物控～
ろくしゃくぶんじとりものひかえ

中島要 著 ３冊
なかじまかなめ
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原本：光文社 2012

名うての十手持ちだった父親は､大

悪党を追って行方しれず｡はねっか

えりの一人娘･お加代と､子分の大男

･文治が､町の平和を引き受ける…！

【外国文学】

１２－３６ きみ、ひとりじゃない

デボラ・エリス 作

もりうちすみこ 訳 ３冊

原本：さ・え・ら書房 2011

戦乱のバグダッドを去った15歳のア

ブドゥルは、フランス、カレーの移

民キャンプ「ジャングル」からイギ

リスへ向かおうとする。だが、高波

と国境の壁が立ちはだかり…。中学

・高校生向け。

１２－３７ シーグと拳銃と

黄金の謎

マーカス・セジウィック 著

小田原智美 訳 ３冊
お だ わ ら と も み

原本：作品社 2012

すべてはゴールドラッシュに沸くア

ラスカで始まった。酷寒の北極圏に

暮らすアンデション一家を襲う恐怖

と、それに立ち向かう少年の勇気を

迫真の文体で描く。

１２－３８ アンデスのリトゥーマ

マリオ･バルガス＝リョサ［著］

木村栄一 訳 ６冊
きむらえいいち

原本：岩波書店 2012

ペルー、アンデス山中に駐屯する伍

長リトゥーマ達の目の前で３人の男

が消えた。古来の迷信と残酷な現実

がまじり合いながら、戦慄の結末へ

と展開する物語。

１２－３９ ダックスフントと

女王さま

メラニア・Ｇ．マッツッコ 著

栗原俊秀 訳・解説 ２冊
くりはらとしひで

原本：未知谷 2013

たくさんの｢お話｣を知っている､言

葉と思索だけが財産のダックスフン

ト･プラトーネは､｢お話｣によって女

王さまの生を変え…｡

【絵本】

１２－４０ ティニー

～ふうせんいぬのものがたり～

かわむらげんき さく １冊

原本：マガジンハウス 2013

風船を体に巻いてもらったこいぬの

ティニーは、風が吹いて、空高く飛

んでいった。そこには「ふうせんど

うぶつ」の国があった…。
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新着図書 録音 デイジー図書 ５０タイトル

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。

＊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。

【人生訓】

１２－１ 心屋仁之助の｢奇跡の
こころやじんのすけ

言葉｣

心屋仁之助 著（２:１３）
こころやじんのすけ

原本：経済界 2013

個性を生かして性格を変える心理カ

ウンセラーが、あなたに贈るメッセ

ージ。

【歴史】

１２－２ 逆説の世界史 １

古代エジプトと中華帝国の興廃

井沢元彦 著（１１:５１）
いざわもとひこ

原本：小学館 2014

１２－３ 歴史が面白くなる東大の

ディープな日本史

相沢理 著（７:２５）
あいざわおさむ

原本：中経出版 2012

東大の日本史入試問題を通して、学

校で習ったこととは違う日本史の姿

を紹介する。

１２－４ コンニャク屋漂流記

星野博美 著（１４:１７）
ほ し の ひ ろ み

原本：文芸春秋 2011

先祖は江戸時代に紀州から房総半島

へ渡った漁師で､屋号は｢コンニャク

屋｣｡祖父の手記から一族のルーツを

探す｡

１２－５ 世界恐怖旅行

大井優子 著（５:１０）
お お い ゆ う こ

原本：彩図社 2011

約40ヶ国を股にかけ、「気になった

ら命懸け」の覚悟で、あらゆるボッ

タクリや怪しい誘いについていく

…。どこまでも危なく、果てしなく

愉快な旅行記。

【社会科学】

１２－６ 世界の奇跡ニッポン！

大川半左衛門 著（３:３０）
おおかわはんざえもん

原本：文芸社 2013

歴史から現代のモノづくりまで、

世界に誇れるニッポンの奇跡を一挙

紹介。
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１２－７ 政治と経済のしくみがわ

かるおとな事典

池上彰 監修（１０:１２）
いけがみあきら

原本：講談社 2012

１２－８ 相続税・贈与税しくみと

節税完全ガイド ～２０１５年

１月１日からの新税制がわかる！～

曽根恵子、ほか 監修
そ ね け い こ

（５:１０）

原本：成美堂出版 2013

１２－９ 「先生、できました！」

子どもの無限大の能力を伸ばし、

笑顔を作る方法

大橋宏明 著（３:４３）
おおはしひろあき

原本：卓球王国 2013

卓球部監督として全国中学校大会に

13回出場した実績を持つ若き校長

が､自身の指導理念や指導法を明かす｡

１２－１０ ていねいなのに伝わら

ない「話せばわかる」症候群

北川達夫 ほか 著（４:４８）
きたがわたつお

原本:日本経済新聞出版社 2013

演劇と教育のプロが「ニッポン人の

対話力」を語り合う。

１２－１１ ぼくたちはなぜ、学校

へ行くのか。 ～マララ・ユスフ

ザイさんの国連演説から考える～

マララ・ユスフザイ ［述］

石井光太 文（１:１１）
い し い こ う た

原本：ポプラ社 2013

ノーベル平和賞を受賞したマララさ

んの国連演説から､子供の学校教育

を見つめる｡

１２－１２ おくりものがたり

伊藤まさこ 著（２:５６）
い と う

原本：集英社 2014

おくりものの数だけ、物語がある－。

スタイリストである著者による、セ

ンスあふれるエピソード集。

１２－１３ 大人のマナー大全

～カッコいい大人と思われるため

のヒントが満載！～

（６:１７）

原本：エイ出版社 2011

【医学】

１２－１４ うつ病の針灸治療

西田皓一 著（３:４４）
にしだこういち

原本:ヒューマンワールド 2012

うつ病や、精神的不安に対する針灸

治療の効果メカニズムなどについて

説明。

１２－１５ 東日本大震災石巻災害
いしのまき

医療の全記録 ～｢最大被災地｣を

医療崩壊から救った医師の７カ月～

石井正 著（１０:０８）
いしいただし

原本：講談社 2012
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【技術】

１２－１６ ヤモリの指から

不思議なテープ

～自然に学んだすごい！技術～
ネイチャー

松田素子 、ほか 文
ま つ だ も と こ

石田秀輝 監修（５:４４）
い し だ ひ で き

原本：アリス館 2011

ヤモリはなぜ、壁や天井を歩き回れ

るのか？自然にひそむあたりまえを

不思議に思う力、驚く力が、すごい

技術につながった。

１２－１７ ニッポンの塔

～タワーの都市建築史～

橋爪紳也 著（５:３６）
はしづめしんや

原本：河出書房新社 2012

大阪城天守閣､東京タワー､通天閣

…｡近現代日本のタワーの変遷から､

その意味を問い直す｡

１２－１８ 琥珀色の夢を見る
こはくいろ

～竹鶴政孝とリタ
たけつるまさたか

ニッカウヰスキー物語～
ウ イ ス キ ー

松尾秀助 著（６:１８）
まつおひですけ

原本：朝日新聞出版 2014

NHK連続テレビ小説「マッサン」の

モデルとなった竹鶴政孝の人物記。

【産業】

１２－１９ 調香師が語る

香料植物の図鑑（１５:３３）

フレディ・ゴズラン ほか 著

前田久仁子 訳
ま え だ く に こ

原本:原書房 2013

フランスのトップクラス調香師38人

が、香料植物71種について、効用、

逸話、調香のコツ等について語る。

【言語】

１２－２０ 日本語スケッチ帳

田中章夫 著（６：５２）
た な か あ き お

原本:岩波書店 2014

外国では通用しない外来語、「自分

をほめてあげたい」のルーツなど、

多彩な日本語の世界。

１２－２１ 聖書をわかれば英語は

もっとわかる

西森マリー 著（６:４１）
にしもり

原本：講談社 2013

日常会話からニュース、映画やロッ

クまで、聖書に由来した人気の高い

表現約100フレーズを紹介。

【文学】

１２－２２ 新・日本文壇史

第９巻

川西政明 著（１５:２９）
かわにしまさあき

原本：岩波書店 2012

関東大震災後、マスメディアの発達

によって大量生産された大衆文学。

吉川英治ら巨匠たちを取りあげる。
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１２－２３ 新・日本文壇史

第１０巻

川西政明 著（１６:４３）
かわにしまさあき

原本:岩波書店 2013

丹羽文雄、遠藤周作、村上春樹など

の、戦後の日本文学に迫る。第1～

10巻の総目次・総索引付き。

【小説】

１２－２４ 青嵐吹く
あおあらし

～御算用日記～
ごさんよう

六道慧 著（８：１４）
りくどうけい

原本:光文社 2005

元加賀藩士の生田数之進は、風体は

冴えないが、勘定方として頭抜けた

才覚を持つ。姉たちがつくった多額

の借金のために、幕府御算用者とな

る羽目に…。

１２－２５ アップルソング

小手鞠るい 著（１２:４５）
こ で ま り

原本：ポプラ社 2014

終戦直前、焼け跡から助け出された

赤ん坊。長じて彼女はアメリカに渡

り、報道写真家として人間の愚行と

光を切り取っていく－。

１２－２６ 雨の狩人
かりゅうど

大沢在昌 著（１７:４１）
おおさわありまさ

原本：幻冬舎 2014

刑事を殺そうとした極道と、極道を

殺そうとした刑事。罪が深いのは、

そして生き残るのは、どちらだー。

１２－２７ 美しい家

新野剛志 著（１３:１１）
し ん の た け し

原本：講談社 2013

作家の中谷は、ある女の記憶する

スパイ学校の謎にひかれてゆき…。

１２－２８ 翔る合戦屋
かけ かっせんや

北沢秋 著（１１:１２）
きたざわしゅう

原本：双葉社 2012

1550年､夏｡武田の信濃への侵攻はま

すます激しさを増す｡豪将がせめぎ

合うなか､一徹は天下という夢に向

かって動きだす…｡シリーズ完結編｡

１２－２９ 過去を盗んだ男

翔田寛 ［著］（１０:３１）
しょうだかん

原本：幻冬舎 2013

浮浪者を収容するための人足寄場、

｢無宿島｣｡この孤島に､ふたりの男が

幕府の埋蔵金を狙って潜入した｡

１２－３０ 感染源

仙川環 著（８:４６）
せんかわたまき

原本：ＰＨＰ研究所 2013

マレーシアで新薬開発の仕事を始め

た直美。自分が見つけた医薬品の原

料が原因で、後輩が死んだという疑

いがあり、感染源を探ろうとする…。
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１２－３１ 銀行支店長、走る

江上剛 著（９:４３）
えがみごう

原本：実業之日本社 2013

合併後のメガバンクにうごめく不正

融資と暗闘。窓際寸前支店長は、女

番長と異名を取る女子行員らと行内

改革に乗り出す！

１２－３２ 銀翼のイカロス

～半沢直樹シリーズ ４～
はんざわなおき

池井戸潤 著（１２:０３）
いけいどじゅん

原本：ダイヤモンド社 2014

経営再建中の帝国航空を任された半

沢は、500億円もの債権放棄を求め

る再生プロジェクトチームと激突す

る。半沢に勝ち目は？

１２－３３ 黒い羽

誉田哲也 著（８:２２）
ほ ん だ て つ や

原本：光文社 2014

右肩の瑕に､幼い頃から苦しんでき

た典子｡病院を転々としたあげく、

遺伝子治療を選択｡主治医らと､山奥

にある研究施設へと向かう…｡

１２－３４ 決断

小杉健治 著（７:１０）
こ す ぎ け ん じ

原本：双葉社 2014

名刑事といわれ事件を解決した父親

への反発から、息子は検事への道を

進んだ。現在手掛けている殺人事件

と、父親の未解決殺人事件との奇妙

な符合を見つけて…。

１２－３５ 見聞組
けんぶんぐみ

～評定所書役･柊左門裏仕置 ４～
ひょうじょうしょかきやく ひいらぎさもんうらしおき

藤井邦夫 著（５:１５）
ふ じ い く に お

原本：光文社 2011

古寺に巣くって乱暴狼藉を働く浪人

たちを取締まってほしいという訴状

に目を止めた柊左門。しかし、浪人

たちの背後には公儀の影が。

１２－３６ ＧＯＳＩＣＫ ８ 下
ゴ シ ッ ク

桜庭一樹 ［著］（６:３９）
さくらばかずき

原本：角川書店 2011

監獄に幽閉されていたヴィクトリカ

は､母コルデリアの身代わり計画に

より脱出｡ロスコーとともにソヴュ

ールを離れる｡一方､徴兵された一弥

は､敵襲で…｡完結編｡

１２－３７ コルバトントリ

山下澄人 著（１:５９）
やましたすみと

原本：文芸春秋 2014

「ぼく」はおばさんと暮らしている。

ある日父親の見舞いに出掛けた

｢ぼく｣は、時間と視点を往来し、や

がて子供の姿の父母に会う。

１２－３８ 西鶴のおもしろさ
さいかく

～名篇を読む～

江本裕 ほか 著（９:２２）
えもとひろし

原本：勉誠出版 2001
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多様な人物を造形し、その人間性を

うがつ優れたストーリーテラー・

西鶴｡種々の角度から面白さを解明

し､作品を楽しく読む手がかりを提

示する｡

１２－３９ スコールの夜

芦崎笙 著（８:２７）
あしざきしょう

原本:日本経済新聞出版社 2014

メガバンクの女性幹部候補が行な

う､総会屋･暴力団への利益供与や､

不祥事隠しの役割を担ってきた子会

社の解体と退職勧奨などの荒療治が

周囲の反発を招き…｡

１２－４０ 天の梯
そら かけはし

～みをつくし料理帖 １０～

高田郁 著（９:２１）
たかだかおる

原本：角川春樹事務所 2014

料理人として自らの行く末に決意を

固めた澪。どのような料理人を目指

し、どんな料理を作り続けることを

願うのか。シリーズ、堂々の完結。

１２－４１ 空飛ぶペンギン

上村佑 著（５:４９）
うえむらゆう

原本：宝島社 2013

村おこしのために発足した水族館建

設チームに所属することになった新

人公務員。予算も人手も不足なうえ、

別施設から預かったペンギンたちの

世話まですることになって…。

１２－４２ つばき

山本一力 著（９:３４）
やまもといちりき

原本：光文社 2014

浅草から深川に移ってきた一膳飯

屋。店主つばきの才覚とメシ炊きの

技は評判だが、深川には独自の商売

が息づいていた…。ひたむきな女あ

るじの繁盛記。

１２－４３ 取立て承り候
そうろう

～天神坂下よろず屋始末記 ２～
てんじんさかした や し ま つ き

沖田正午 著（６:５０）
おきだしょうご

原本：双葉社 2010

よろず屋家業をしている御曹子・承

ノ助に、世継ぎとして迎えようとす

る捜索の手が伸びていた。豪華な大

名駕篭を伴った一行が長屋の前に止

まり…？

１２－４４ なにごともなく、晴天。

吉田篤弘 著（４:４９）
よしだあつひろ

原本：毎日新聞社 2013

高架下の商店街の人々と、謎めいた

女探偵。銭湯とコーヒーの湯気の向

こうで、ささやかな秘密がからみ合

う－。

１２－４５ ふたり、幸村
ゆきむら

山田正紀 著（１１:２８）
や ま だ ま さ き

原本：徳間書店 2012

戦乱期､真田家で早飛脚をつとめる

少年は､数奇な運命に導かれ､真田幸
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村と名乗り、戦国の世に羽ばたく…。

１２－４６ ホテルハレム ～彼女

の母と義母が獣になった夜～

辻堂楓 著（６:４７）
つじどうかえで

原本：フランス書院 2014

官能小説。

１２－４７ 満月の道

～流転の海 ７～

宮本輝 著（１２:５２）
みやもとてる

原本：新潮社 2014

戦後の時代相を背景に､親子を描く｡

１２－４８ 闇蝙蝠 １
やみこうもり

吉田親司 ［著］（６:０６）
よ し だ ち か し

原本：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014

七代将軍家継の世｡江戸詰めを命じ

られた若き藩士が耳にした､暗夜に

悪徳商人を誅する“闇蝙蝠”の噂と

は｡

１２－４９ 夜明け遠き街よ

高城高 著（９:３９）
こうじょうこう

原本：東京創元社 2012

空前の好景気に沸く1980年代。歓楽

街での男と女の群像劇と、バブルと

いう名の徒花の時代を描く。

【エッセイ】

１２－５０ 母のことば､母のこころ

林田スマ 著（６:４１）
はやしだ

原本：書肆侃侃房 2013

ラジオ番組で出会った母親像に自ら

の母への思いを重ねた、エッセイ集。

※先月号の録音新着図書でご紹介した「ジャパネットからなぜ買いたく

なるのか？」の時間数は、正しくは3:24でした。お詫びいたします。

【シネマ・デイジー】

１２－５１ アナと雪の女王

クリス・バック ほか［監督］

（１:４６）2014年製作

アンデルセンの童話「雪の女王」を

ヒントに、王家の姉妹が繰り広げる

真実の愛を描いたディズニーミュー

ジカル。

１２－５２ サイコ

アルフレッド･ヒッチコック 監督

（１:５２）1960年製作

会社の金を横領し、持ち出した女が

逃げ込んだのは、とあるモーテルで、

次々と血の惨劇がおこる。
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１２－５３ そして父になる

是枝裕和 ［監督］
これえだひろかず

（２:０５）2013年製作

６年間育てた息子が病院で取り違え

られた他人の子どもだったと知らさ

れた２組の夫婦。それぞれに葛藤を

繰り返しながら本当に大切なものを

学んでいく姿を描き出す。

１２－５４ それでもボクは

やってない

周防正行 監督
す お ま さ ゆ き

（２:２７）2007年製作

通勤電車で痴漢に間違われた青年

が、その後１年にわたって裁判で争

っていく姿を通じ、日本の刑事裁判

制度の問題点を明らかにする。

１２－５５ 耳をすませば

近藤喜文 監督
こんどうよしふみ

（１:５４）1995年製作

読書好きの主人公とヴァイオリン職

人を目指す少年。中学生の男女の淡

い恋愛模様を綴るアニメーション。

図書特集
＜デイジー図書 シリーズ人間の記録＞

書名 総時間

赤塚不二夫 ～これでいいのだ～ ５：０３
あ か つ か ふ じ お

浅香光代 ～斬って恋して五十年～ ４：５９
あ さ か み つ よ

石牟礼道子 ～椿の海の記～ ８：０９
い し む れ み ち こ

今井通子 ～私の北壁 マッターホルン～ ９：３７
い ま い み ち こ ほくへき

大 島 渚 ～大島渚１９６０～ １１：２８
おおしまなぎさ せんきゅうひゃくろくじゅう

小汀利得 ～ぼくは憎まれっ子～ ３：０５
お ば ま と し え

倉田百三 ～光り合ういのち～ ９：３２
くらたひゃくぞう
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坂本九 ～上を向いて歩こう～ ６：５０
さかもときゅう

ジャイアント馬場 ～王道十六文～ １１：１５
ば ば じゅうろくもん

杉村春子 ～舞台女優～ ４：２７
すぎむらはるこ

種田山頭火 ～人生遍路～ ５：５７
た ね だ さ ん と う か へ ん ろ

土本典昭 ～わが映画発見の旅不知火海水俣病元年の記録～ １２：０２
つちもとのりあき しらぬいかい みなまたびょう がんねん

浪越徳治郎 ～おやゆび一代～ ７：１７
なみこしとくじろう

羽仁五郎 ～私の大学～ ６：４０
は に ご ろ う

無着成恭 ～ぼくの青春時代～ １０：４０
むちゃくせいきょう

山高しげり ～母子福祉四十年～ ８：０６
やまたか

山田五十鈴 ～映画とともに～ ３：３２
や ま だ い す ず
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