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第４３巻第１号 ２０１５年１月１日

目の見えない方・見えにくい方の情報誌

読書 ２０１５年１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
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その他(総務) ０６－６４４１－００１５
（火～土曜日の１０時～１７時）
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●１月の休館について

１月６日（火）＝サービス再開。

１月１０日（土）＝５階サービ

スフロア、４階会議室、３階総務

係は開館しますが、図書貸出と製

作部門は休業します（１２日ハッ

ピーマンデーの振替）。

ひごばしニュース

●新年のご挨拶～岩井和彦さんの

“夢”を受け継いで

館長 竹下 亘

前号でお伝えしたとおり、当館

元館長の岩井和彦さんが昨年１０

月２９日、６５歳で逝去されまし

た。岩井さんは奈良県視覚障害者

福祉センター、当館、そして堺市

立点字図書館の３館などで活躍

し、４０年近く、視覚障害者の情

報事業に身を捧げました。

岩井さんにとって「情報」は単

なる仕事ではなく、視覚障害者で

ある自分自身にとっての「命」で

あり、使命でした。学生時代には
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視覚障害学生の学習環境の改善を

目指す「関西ＳＬ」というグルー

プを組織し、初代会長として点字

・録音教材の共同利用を推進。点

字図書館では、絵本と点字図書の

セット製作や音声地図の作成、ス

ポーツ大会の「状況放送」、パソ

コン点訳ネットワーク「てんやく

広場」へのいち早い参加と、点字

ディスプレイで読める点字版国語

大辞典の製作。１０年前のがん発

症後も、闘病しながらテレビ・映

画の音声解説の普及、「読み書き

（代読・代筆）」支援、がん医療

情報の点字・録音化事業などに

心血を注ぎました。

その根底には、少年の時に味わ

った「情報飢餓体験」があり、思

春期に実社会との接触で痛感した

差別への怒りがあり、目が見える

人と同等に教科書を手にし、本、

雑誌を読み、テレビや映画を楽し

める「情報バリアフリー」を実現

したいという“夢”がありました。

私は岩井さんと２８年前に出会

い、岩井館長に１２年間仕え、そ

の生き様に触れてきました。私も

他の職員も、岩井さんの情熱には

到底及びませんが、岩井さんが生

涯をかけて追い求めた情報バリア

フリーの夢、目が見えない人も見

える人と等しく情報を共有できる

社会の実現を目指して、残りの人

生を歩んでいきたいと思います。

（岩井さんの自伝「Let it be
～夢は情報バリアフリー」（点字、

録音等）をぜひお読み下さい。）

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 >>

●ボードゲーム「アラビアの壺

（つぼ）」新発売

３種類の音の鳴る壺を３個ずつ

使い、記憶と音を頼りに遊ぶボー

ドゲーム。壺をふるとカラカラ、

コロコロ、シャラシャラとそれ

ぞれ違った音がなります。

３×３マスのボードの上に９個

の壺を置き、１個を選んで振って

音を鳴らすか、たてよこ隣り合っ

た壺を入れ換えるかを順番に行

い、たて・よこ・ななめのいずれ

かの一列に同じ音の壺を並べると

勝ち。壺の一つを付属の音のしな

い壺と交換するとさらに複雑にな

り、記憶力と推理力がより試され

るゲームになります。参加人数は

２人から６人。音声ガイドＣＤ付。

価格６,８００円（税込）。

サービスフロアにサンプルを展

示していますので、ぜひ遊んでみ

て下さい。

また、１月２４日（土）には「ア

ラビアの壺で遊ぶ会」も開催しま

すので、ぜひご参加下さい。
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●フラッシュライト「ネクセラ」

「ドミネーター」

ジェントスのＬＥＤフラッシュ

ライトのニューモデル「ネクセラ」

４種類、「ドミネーター」１種類

を販売します。

ネクセラは小型の物でも非常に

明るく、全て防滴仕様。電池は乾

電池交換式とバッテリー内蔵充電

式の２種類。充電式はパソコンで

も充電が可能。価格は２,６００

円から８,８００円（税込）。

ドミネーターはライトの光が

正方形と特徴的で、光の輪郭が

はっきりと映ります。防滴仕様。

電池は乾電池交換式です。価格

４,６００円（税込）。

●白黒反転カレンダー

見開きＡ２サイズの壁掛け式の

白黒反転カレンダーです。文字や

数字が大きくデザインされ、予定

が書きこめる白いシールが６０枚

付属。カレンダーの上部に動物

の墨絵が描かれています。価格

１,３００円（税込）。

●イヤホン付き音声電卓

２０ｃｍ四方の大きさの１０ケ

タ表示の音声電卓です。加減乗除

とパーセント計算ができます。電

卓機能のほか、時計、アラームの

機能があります。付属の音量調整

付きイヤホンを使って、計算結果

や時刻を確認することができま

す。価格５,０００円(税込）。

●エコタック名刺サイズ

名刺やＣＤケースに貼ったり、

外のカバーに貼ってクレジット

カードやポイントカードの仕分け

をしたりと、さまざまな用途にご

利用いただけます。１０枚入り。

価格５０円（税込）。

●音声体重計「インナースキャン

ボイス」の取扱い説明ＣＤの

不備に関して

この度「インナースキャンボイ

ス」の取扱い説明ＣＤに不備な点

が見つかりました。ご利用の方に

は御迷惑をおかけし、誠に申し訳

ございません。ご希望の方には新

しいＣＤを送らせて頂きます。

<<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。

●「アラビアの壺（つぼ）で

遊ぶ会」を開催

ボードゲーム「アラビアの壺」

で遊んでみませんか。遊戯時間は

３分から１０分で、ちょっとした

レクリエーションや頭の体操にな

ります（詳細は「商品情報」をご

覧下さい）。１対１で真剣勝負、

６人で勝ち抜き戦など楽しみ方は

様々。気軽に遊びに来て下さい。

日時 １月２４日（土）１３時

～１７時
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場所 当館４階会議室

入場自由。予約は不要です。

●ブレイルセンス体験会

有限会社エクストラが販売して

いる音声点字ディスプレイ「ブレ

イルセンスオンハンドＵ２ミニ」

の体験会を行います。

担当は、サービス部の江島英夫

（えじま・ひでお）です。

日時 １月２３日（金）１３時

・１４時・１５時・１６時

定員 各回１人。各回５０分で

個別にご説明します。

なお、当館でブレイルセンス

オンハンドＵ２ミニをご購入いた

だいた方は、２時間の講習を１回

無料でご受講いただけます。

●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「プレクストークリンクポケッ

ト」とは、パソコンを使わずに

インターネット上の図書館「サピ

エ」からデイジー図書の検索や再

生、ダウンロードができる携帯型

録音再生機です。

この体験会では、実際にサピエ

に接続し、図書の検索、再生操作

などを行います。

日時 １月１７日(土)、２月１

９日（木)１０時３０分～１２時

１５分

定員 各回４人

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、音声ファイルなど

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

のサンプル機器をもとに講義形式

で行いますのでご注意下さい。

日時 １月１７日（土）、２月

１９日(木)１３時３０分～１５時

３０分

定員 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下さい。
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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「高倉健作品」

昨年１１月に亡くなった高倉健

さんをしのび、主演のシネマ・デ

イジーや書籍をご紹介します。

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。

●音声解説ＣＤ付ＤＶＤ、新タイ

トルのご紹介

新たに次の３タイトルを貸し出

します。

「００７カジノロワイヤル」

「釣りバカ日誌７」

「釣りバカ日誌８」

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

２月２０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。クリス

チャン・ヤルヴィの指揮、三浦

文彰（ふみあき）のヴァイオリン

演奏で、ラフマニノフの交響的舞

曲作品４５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、１月１５日

（木）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（１

月２８日）をもって代えさせてい

ただきます。

●映画「バンクーバーの朝日」の

ご案内

１９１４年から１９４１年まで

カナダで活躍し、２００３年に

カナダで野球殿堂入りを果たした

日系移民の野球チーム「バンクー

バー朝日」の実話を元に映画化し

た作品の音声ガイド・日本語字幕

付き上映が行われます。出演は、

妻夫木聡（つまぶき・さとし）、

亀梨和也（かめなし・かずや）他。

日時 １月２５日（日）

※上映時間未定（上映時間が分

かりましたら、当館のホームペー

ジでもお知らせします。）

場所 ＴＯＨＯ（トーホー）シ

ネマズ梅田（ヘップナビオの８階。

阪急・阪神・地下鉄梅田駅、ＪＲ

大阪駅から徒歩５分）

料金 障害者手帳をお持ちの方

１,０００円（同伴者は１人まで

１,０００円）、一般１,８００円
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お問い合わせは、ＴＯＨＯシネマ

ズ梅田（電話０５０－６８６８－

５０２２）まで。

なお、音声ガイドを受信するに

は、イヤホン付きのＦＭラジオが

必要です。ご自身でご用意いただ

くか、無料貸出を行いますので、

早めに受付までお越し下さい。

●近畿点字研究会設立４０周年

記念講演会

１月２４日（土）１３時から

１６時２０分、玉水記念館３階中

ホールで開催。講演「日本点字委

員会誕生の背景と近畿点字研究会

の発足」「３次元を触ることと２

次元を触ること―立体教材及び触

図活用の意義と配慮」。会員外は

資料代３００円。参加希望の方は

１月１５日までに氏名、所属、電

話番号、メールアドレス、資料の

種類（墨字か点字）を下記までご

連絡下さい。

近畿点字研究会事務局（日本ラ

イトハウス内、窪田・福井）

E-mai l k intenkennews
@l ighthouse.or . jp
電話０６－６７８４－４４１４

●関西電力から節電のお願い

日ごろ節電にご協力いただき、

誠にありがとうございます。引き

続き、無理のない範囲でご協力を

お願いいたします。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。なにとぞご理解とご

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）へお問い合わせ下さいま

せ。
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新着図書 点字 ４０タイトル １２８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。

【図書】

１－１ 本の逆襲

内沼晋太郎 著 ２冊
うちぬましんたろう

原本：朝日出版社 2013

｢本と人との出会い｣を作る型破りな

プロジェクトを次々と立ち上げる著

者が、新しい本の可能性を指し示す。

【宗教】

１－２ 一神教と国家 ～イスラー
いっしんきょう

ム、キリスト教、ユダヤ教～

内田樹 ほか 著 ４冊
うちだたつる

原本：集英社 2014

日本ではなじみが薄い一神教の基礎

知識を、イスラームを主軸に対談形

式で解説。

【歴史】

１－３ 裏切りの世界史

～背信こそ勝利への近道！～

祝田秀全 編著 ３冊
いわたしゅうぜん

原本：実業之日本社 2013

世界史上の重大事件に焦点をあて、

陰謀という視点から考察。

１－４ 百姓から見た戦国大名

黒田基樹 著 ４冊
く ろ だ も と き

原本：筑摩書房 2006

民衆は大名とどう向き合ったか。自

らの存立のためにめぐらせた、した

たかな知恵と選択とは？

１－５ 日本の禁断の土地 ～絶対

に足を踏み入れてはならない

いわくつきの場所 ４９～

歴史ミステリー研究会 編

３冊

原本：彩図社 2014

【社会科学】

１－６ ブータン

～「幸福な国」の不都合な真実～

根本かおる 著 ４冊
ね も と

原本：河出書房新社 2012

ブータンという国の複雑な事情と難

民問題の背景などについて綴る。

１－７ みんなちがってみんな一緒！

障害者権利条約

日本障害フォーラム「みんな

ちがってみんな一緒！障害者

権利条約」編集委員会 編集

１冊

原本:日本障害フォーラム 2008
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点字図書

１－８ 「警察ドラマ」のトリビア

～ドラマを１００倍楽しむために～

倉科孝靖 ほか 著 ３冊
くらしなたかやす

原本：竹書房 2013

１－９ 誘蛾灯
ゆうがとう

～鳥取連続不審死事件～
とっとり

青木理 著 ６冊
あおきおさむ

原本：講談社 2013

なぜ彼らは寂れた繁華街のスナック

のホステスに惹かれたのか？地方社

会に巣食う矛盾と病理を明らかにす

る。

１－１０ 記憶を受け継ぐ

１冊

原本：中国新聞社 2014

平和学習新聞「学ぼうヒロシマ」に

掲載された、被爆証言記事。

【自然科学】

１－１１ 日本いきもの小百科

～名前で読み解く～

平田剛士 著 ３冊
ひ ら た つ よ し

原本：平凡社 2012

モモンガの語源は､江戸時代の妖怪

だった！いきものの名前に秘められ

た歴史･文化をひもとき､知られざる

生態を紹介。

【医学】

１－１２ ｢疲れない体｣は指一本で

手に入る

坂戸孝志 著 ２冊
さ か と た か し

原本:ＳＢクリエイティブ 2013

１－１３ エボラ出血熱に関する

Ｑ＆Ａ ～第３版 ２０１４年

１０月２１日作成～

１冊

厚生労働省ホームページに掲載され

ているＱ＆Ａ。

１－１４ お客に言えない食べ物の

カラクリ

㊙情報取材班 編 ２冊
まるひ

原本：青春出版社 2014

産地、流通の謎から人気食品のカラ

クリまで、食をめぐる裏事情を大追

跡する。

１－１５ 誰も知らない｢無添加｣の

カラクリ

西島基弘 著 ２冊
にしじまもとひろ

原本：青春出版社 2013

保存料無添加、厚労省認可…｡｢食の

安全｣を守る立場から、正しい知識

と情報を紹介。

１－１６ 腰痛は巻きタオルでよく

なる！ ～いまの座り姿勢では

悪くなるばかり～

高平尚伸 著 ２冊
たかひらなおのぶ

原本：河出書房新社 2013

【技術】

１－１７ 追跡！私の「ごみ」

～捨てられたモノはどこへ行く

のか？ 地球の未来を考える～

エリザベス・ロイト 著

酒井泰介 訳 ６冊
さかいたいすけ
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原本：日本放送出版協会 2009

くずかごに投げ入れられたときか

ら、ごみの冒険の旅は始まる。著者

が目撃した真実とは？

１－１８ 青い光に魅せられて

～青色ＬＥＤ開発物語～

赤崎勇 著 ３冊
あかさきいさむ

原本:日本経済新聞出版社 2013

あきらめなければ道は開ける―。幾

多の困難にもくじけなかった“不屈

の研究者”が語る。

【料理】

１－１９ 使える！楽しい！ノンフ

ライヤー１２３レシピ ～ヘルシー

揚げ物だけじゃない！～

祐成二葉 ほか 料理 ２冊
すけなりふたば

原本：主婦の友社 2014

フィリップス製ノンフライヤーのレ

シピ集。カロリー表示付。

１－２０ みんなでミートクッキング

すこやか食生活協会［編］

１冊

点字・大活字併記。音声コード付き。

【産業】

１－２１ なぜ、カノジョは原価

１００円の化粧品を１万円で買って

しまうのか？ ～こっそり知って

おきたいブラック心理マーケティ

ング～

神樹兵輔 著 ３冊
かみきへいすけ

原本：フォレスト出版 2013

１－２２ もういちどつくりたい

～テレビドキュメンタリスト・

木村栄文～
きむらえいぶん

渡辺考 著 ４冊
わたなべこう

原本：講談社 2013

「ドキュメンタリーは創作である！」

パーキンソン病と闘いながら撮った

最後の１本とは？

【芸術】

１－２３ 演劇ほど面白いものは

ない ～非日常の世界へ

１００年インタビュー～

蜷川幸雄 著 １冊
にながわゆきお

原本：ＰＨＰ研究所 2012

生意気な「貴族俳優」が劇団を立ち

上げ、演出家となって一世を風靡す

るまでを語る。

１－２４ 『アルプスの少女ハイジ』

に学べ！元気を取り戻す１１の

方法とは？

岩田明子 著 ３冊
い わ た あ き こ

原本：飛鳥新社 2013

つらい環境でも、自分らしく前向き

に生きようとするハイジの生き方を

ヒントに、元気を取り戻す方法を解

説。

【言語】

１－２５ 日本語の「書き」方

森山卓郎 著 ３冊
もりやまたくろう

原本：岩波書店 2013
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文章がうまく書けない人は、言葉に

注目してみよう。日本語学者がわか

りやすく語る、まったく新しい文章

レッスン。

【文学】

１－２６ 花鳥諷詠、そして未来
かちょうふうえい

～ＮＨＫ俳句～

稲畑汀子 著 ３冊
いなはたていこ

原本：ＮＨＫ出版 2014

「花鳥諷詠」に込めた想いを虚子の

俳論、そして『ホトトギス』の俳人

たちの作品から、いま俳句が大切に

すべきこと、未来へ継承すべきもの

を提言。

【小説】

１－２７ 甘い毒

～遊撃警視 ２～

南英男 著 ４冊
みなみひでお

原本：光文社 2014

警視総監直属の捜査官に､女性弁護

士絞殺事件捜査の密命が下った｡弁

護士は裕福な老人の変死事件を洗い

直していた事が判明し…｡

１－２８ 音楽室の女教師
おんな

～放課後の甘く危険な旋律～

天崎僚介 著 ４冊
あまさきりょうすけ

原本：フランス書院 2014

官能小説。

１－２９ 硝子の探偵と銀の密室

小島正樹 著 ４冊
こ じ ま ま さ き

原本：講談社 2014

ほぼ同時に発生した２つの不可能犯

罪。警視庁の理事官は同一犯とにら

むが事件は迷宮入り。一方、刑事は、

「ガラスの探偵」に事件の解明を依

頼するが…。

１－３０ 源内櫛を挿す女
げんないくし

秋山圭 著 ３冊
あきやまけい

原本：本の泉社 2014

平賀源内がじつの父に違いないと知

人から示唆された津留は、愛憎の念

交錯するなか、いつしか源内の悪評

を雪ぐため奔走する。

１－３１ 小袖の陰

～御広敷用人大奥記録 ３～
おひろしきようにんおおおくきろく

上田秀人 著 ４冊
う え だ ひ で と

原本：光文社 2013

将軍吉宗の命で竹姫付きとなった水

城。竹姫には、大奥の火種となる新

たなお付きの女中が…。

１－３２ 杉下右京の密室
すぎしたうきょう

碇卯人 著 ４冊
いかりうひと

原本：朝日新聞出版 2013

右京の元に届いた一通の手紙。それ

は、推理ゲームへの招待状のはずだ

った。しかし、ゲームはいつしか殺

人事件へと変わり…。「相棒」オリ

ジナル小説全２話。

１－３３ そげもの芸者

～奥方様は仕事人 ３～

六道慧 著 ５冊
りくどうけい

原本：光文社 2012

点字図書
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野村留以は、姑と小姑との折り合い

に日々悩む２１歳。同時に、夜盗へ

の復讐に燃える仕事人でもある。あ

る日、宿敵の手掛かりを得るため、

留以は辰巳芸者に扮するが…。

１－３４ そして､星の輝く夜がくる

真山仁 著 ４冊
まやまじん

原本：講談社 2014

神戸から､東日本大震災の被災地に

ある小学校に赴任した応援教師｡彼

は児童達との交流の中で､被災地が

抱える問題と向き合っていく…｡

【エッセイ】

１－３５ 一升桝の度量
いっしょうます どりょう

池波正太郎 著 ３冊
いけなみしょうたろう

原本：幻戯書房 2011

江戸の男の粋がよみがえる！これま

で単行本に未収録だったエッセイを

再発掘。

１－３６ スットコランド日記

宮田珠己 ［著］ ５冊
み や た た ま き

原本：幻冬舎 2013

マンションの窓からの景色がまるで

スコットランド。という理由から「ス

ットコランド」と命名。作家の不思

議な日常を綴る。

【ルポルタージュ】

１－３７ 子ども落語家りんりん亭

りん吉
きち

藤田富美恵 作 ２冊
ふ じ た ふ み え

原本：文研出版 2012

小２のときに落語にはまり、「りん

りん亭りん吉」として活躍する凛夏

の落語を演じる姿を描く。

【外国文学】

１－３８ 籠ノナカ
かご

ロッティ・モガー 著

山北めぐみ 訳 ６冊
やまきた

原本:ヴィレッジブックス 2013

自殺志願者の死後、本人のふりをし

てネット上で家族や友人とやりとり

をする｢なりすまし｣のバイトを引き

受けたレイラ。

１－３９ ムーンズエンド荘の殺人

エリック・キース 著

森沢くみ子 訳 ４冊
もりさわ こ

原本：東京創元社 2013

探偵学校の卒業生のもとに、同窓会

の案内状が届いた。吊橋でのみ外界

とつながる会場にたどり着いた彼ら

が発見したのは…。

１－４０ ラスベガス★７１
ななじゅういち

ハンター・Ｓ・トンプソン 著

山形浩生 訳 ４冊
やまがたひろお

原本：ロッキング・オン 1999

辛辣でユーモラスなロード･ノンフ

ィクション｡映画｢ラスベガスをやっ

つけろ！」の原作を新しい訳で。
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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。

【知識】

１－１ おとなの教養

～私たちは どこから来て､

どこへ行くのか？～

池上彰 著（４:５５）
いけがみあきら

原本：ＮＨＫ出版 2014

【宗教】

１－２ 気合の入ったキリスト教

入門 １ 根本問題をつかめ！

来住英俊 著（６:１７）
き し ひ で と し

原本：ドン・ボスコ社 2013

１は、｢天地の創造｣など、全７講を

収録。

【歴史】

１－３ 僕たちは戦後史を知らない

～日本の「敗戦」は４回繰り返さ

れた～

佐藤健志 著（９:５９）
さ と う け ん じ

原本：祥伝社 2013

政権交代、国営企業民営化など、戦

後、なぜ同じ事が繰り返されるの

か？

１－４ 女のきっぷ

～逆境をしなやかに～

森まゆみ 著（６:１１）
もり

原本：岩波書店 2014

明治から平成まで、しなやかに自ら

を貫き生きた１７人の女たち。

１－５ 墓地散歩 ～ぼちぼち歩こう

坂本竜馬から忌野清志郎まで

１９７人 墓マイラー必携本～

石井秀一 著（１４:３９）
いしいひでかず

原本:日刊スポーツ出版社 2010

【社会科学】

１－６ 秘密保護法は何をねらうか

～何が秘密？それは秘密です～

清水雅彦 ほか 著（５:５３）
しみずまさひこ

原本：高文研 2013

１－７ 世界を操る巨大組織 ～資

源メジャー、多国籍企業、巨大財団

から秘密結社まで～

巨大組織研究会 著（６:１２）

原本：宝島社 2013
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１－８ 記憶を受け継ぐ

（１:１８）

原本：中国新聞社 2014

平和学習新聞「学ぼうヒロシマ」に

掲載された、被爆証言記事。

１－９ 子どもはなぜ勉強しなくちゃ

いけないの？

おおたとしまさ 編著（４:１５）

原本：日経ＢＰ社 2013

養老孟司、茂木健一郎、瀬戸内寂聴

などの識者が、勉強の本当の意味に

ついて語る。

【医学】

１－１０ ｢治る｣ことをあきらめる

｢死に方上手｣のすすめ

中村仁一 ［著］（５:２８）
なかむらじんいち

原本：講談社 2013

老人医療最前線の名医が綴る。

１－１１ ｢うつ｣と平常の境目

～｢新型うつ｣の９割は医者が

つくっている？～

吉竹弘行 著（５:１１）
よしたけひろゆき

原本：青春出版社 2013

「元・引きこもり精神科医」だから

こそ見えてきた、日本人のこころや

日本社会とは。

１－１２ 肺と呼吸に不安があると

きに読む本 早わかり健康ガイド

寺本信嗣 監修（５:５０）
てらもとしんじ

原本：小学館 2008

【料理】

１－１３ 高座舌鼓

林家正蔵 著（５:４１）
はやしやしょうぞう

原本：中央公論新社 2014

全国各地の寄席に出演する大忙しの

落語家が、おいしいお店と食の楽し

みを綴る。

【産業】

１－１４ ホテルに騙されるな！

～プロが教える絶対失敗しない

選び方～

滝沢信秋 著（５:０５）
たきざわのぶあき

原本：光文社 2014

食材偽装問題も含めた｢ホテルのサ

ービスに関する問題｣を中心に､優れ

たホテルとその利用術などを紹介｡

【芸術】

１－１５ 負の世界遺産 ～記憶と

歴史が物語る 人類が知っておか

なければならない、もう一つの

世界遺産！～

（４:４６）

原本：洋泉社 2013

アウシュヴィッツ、原爆ドームとい

った、負の側面の世界遺産を紹介。

１－１６ 希望の力

～くじけない、あきらめない心～

フジコ・ヘミング 著（１:０９）

原本：ＰＨＰ研究所 2010

天才といわれながら、数奇な運命に

翻弄されたピアニスト、フジコ・ヘ

ミングが贈る勇気と希望のことば。
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【スポーツ】

１－１７ バンクーバー朝日軍

～伝説の日系人野球チームその

栄光の歴史～

テッド・Ｙ．フルモト 著

（５:１３）

原本：文芸社 2008

1900年代前半を駆け抜けた、日系人

野球チームの足跡。

【娯楽】

１－１８ いちばん勝てる将棋の本

～楽しくおぼえてすぐに強く

なる！～

里見香奈 監修（５:１５）
さ と み か な

原本：日東書院本社 2010

【小説】

１－１９ 青山骨董通りのダイヤモ
あおやま

ンド ～青子の宝石事件簿 ２～
お う こ

和田はつ子 著（６:１９）
わ だ こ

原本：角川春樹事務所 2014

｢ファンシーカラーダイヤを委託な

さってみませんか？｣相田宝飾店が

呼びかけると､若い女性がリングを

持ち込んだ｡青子は本物だと大喜び

するが…｡

１－２０ 戌亥の追風
い ぬ い お い て

山本一力 著（８:４８）
やまもといちりき

原本：集英社 2014

木更津の問屋の娘・おきょうは江戸

への途上、不運にも船番所に留め置

かれる事に。彼女を暗い思惑から救

うべく、江戸の男達の奮闘が始まる。

１－２１ うろつき同心勘久郎 １

鬼刀始末
き と う

関根聖 ［著］（５:４２）
せきねせい

原本：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013

大川の畔で一刀両断された渡り中間

の死体が発見された。下手人は“鬼

”だという噂が流れるなか、定町廻

り同心の空木勘九郎は“鬼”を名乗

る浪人と邂逅し…。

１－２２ おくり櫛
ぐし

本間之英 著（１１:３６）
ほんまゆきひで

原本：祥伝社 2013

長屋の井戸から近衛家と徳川家の家

紋入りの鏡箱が見つかった。発見し

た櫛職人・新次郎の周囲では不穏な

空気が流れ始め、許嫁が何者かに拐

かされる。

１－２３ 鬼役 ８ 覚悟
おにやく

坂岡真 著（６:３６）
さかおかしん

原本：光文社 2013

ある日、蔵人介は隠密らしき者から

連判状を預かる。周囲で異変が続発

する蔵人介は「謀叛」に巻き込まれ

るのか。

１－２４ 小野寺の弟・小野寺の姉
お の で ら お の で ら

西田征史 著（４:４５）
にしだまさふみ

原本：泰文堂 2012

東京の片すみ、木造一軒家にふたり

で暮らす姉弟の、さえないけれど、

ささやかな幸せが香る日常を描いた

物語。
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１－２５ 風屋敷の告白

藤田宜永 著（１４:４０）
ふじたよしなが

原本：新潮社 2013

「生家だった洋館を買い戻したい」。

探偵稼業を始めた二人組が依頼され

た物件には、あろうことか白骨死体

が…。

１－２６ カラスのジョンソン

明川哲也 著（６:０４）
あきかわてつや

原本：講談社 2007

都会に紡がれる、拾われたカラスと

少年との物語。

１－２７ カレイドスコープの箱庭

海堂尊 著（７:０１）
かいどうたける

原本：宝島社 2014

肺癌患者が手術で亡くなったのは、

病理医の誤診のせいだとの疑惑が浮

上。田口医師は実態を把握せよとい

う病院長の依頼で、仕方なく聞き取

り調査を開始する。

１－２８ 政界汚染

～警視庁公安部・青山望 ２～
あおやまのぞみ

浜嘉之 著（１１:０１）
はまよしゆき

原本：文芸春秋 2012

次点から繰上当選した参議院議員の

周辺で次々と関係者が死に、青山は

「政界」の大きな闇に取りかかる。

１－２９ 銭の弾もて秀吉を撃て
ぜに たま ひでよし

～海商島井宗室～
かいしょうしまいそうしつ

指方恭一郎 著（１２:２６）
さしかたきょういちろう

原本：ダイヤモンド社 2011

商いの力で秀吉に抗った１人の商人

の数奇な運命を描く歴史経済小説。

１－３０ タルト・タタンの夢

近藤史恵 著（４:２７）
こんどうふみえ

原本：東京創元社 2007

甲子園をめざしていた高校野球部の

不祥事の真相とは？小さなフレンチ

・レストランのシェフが、不思議な

事件や出来事の謎を解く。

１－３１ 天地に愧じず
は

～御算用日記～
ごさんよう

六道慧 著（９:１２）
りくどうけい

原本：光文社 2005

幕府御算用者・生田数之進は、御家

騒動に揺れる播磨国高野藩への潜入

を命じられる。内情を探ろうとする

が、藩士が何者かに襲われ…。

１－３２ 慟哭の家
どうこく

江上剛 著（８:２７）
えがみごう

原本：ポプラ社 2013

難病の子どもと無理心中を図った父

親が生き残り逮捕された。父親は求

刑10年に納得できず、死刑を望んで

控訴する。

１－３３ ナンバー

相場英雄 著（５:０９）
あ い ば ひ で お

原本：双葉社 2012

横領や詐欺事件を扱う警視庁捜査二

課に転属した西澤。捜査方法に戸惑

いながらも、眼前の犯罪に立ち向か

う姿を描く。
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１－３４ 燃焼のための習作

堀江敏幸 著（７:１６）
ほりえとしゆき

原本：講談社 2012

雷雨で帰るに帰れなくなった探偵と

助手と依頼人。密室でのたくみな仕

掛けと愉悦に満ちた小説。

１－３５ 花見弁当

～料理人季蔵捕物控 ２３～

和田はつ子 著（５:４０）
わ だ こ

原本：角川春樹事務所 2014

一膳飯屋の主は、霊岸島へ今は亡き

友人を供養するため、弁当と酒を提

げて一人花見に出かけた。翌日、霊

岸島で行き倒れと思われる遺体が発

見され…。

１－３６ 春、戻る

瀬尾まいこ 著（４:４３）
せ お

原本：集英社 2014

結婚を控えたある日、私の前に兄と

名乗る青年が現れた。明らかに年下

の「お兄さん」は、結婚にあれこれ

口出しを始めて…。

１－３７ 曳舟の道 ～京の豪商、
ひきふね

角倉了以・素庵物語～
すみのくらりょうい そ あ ん

浜岡三太郎 著（１０:０２）
はまおかさんたろう

原本:幻冬舎ルネッサンス 2013

｢京都の水道の父｣として歴史に名を

残す、親子の生きざまを描く歴史長

篇。

１－３８ 防鴨河使異聞
ぼ う が し い ぶ ん

西野喬 著（１０:５２）
にしのたかし

原本：郁朋社 2013

平安時代､京の賀茂川は氾濫を繰り

返し､人々を苦しめ続けた｡それを防

ぐために作られた組織・防鴨河使｡

その知られざる姿を描く。

１－３９ 吠えろ！坂巻記者
さかまき

仙川環 著（６:２５）
せんかわたまき

原本：角川春樹事務所 2014

新聞社入社５年目の千穂は、生活情

報部へ異動になった。自分を曲げず、

上層部にも煙たがられる直属の上司

の坂巻に不満たらたらな千穂だが

…。

１－４０ 見習い同心

～百姓侍人情剣 ２～

笠岡治次 著（６:４６）
かさおかはるじ

原本：広済堂出版 2006

故郷から逃げ出し江戸に辿り着いた

百姓・茂平は、剣の天分を見せた。

ある日、純朴な茂平の心を痛める事

件が起きる。

１－４１ 六つの禁じられた悦楽

藍川京 ほか著（４:０４）
あいかわきょう

原本：宝島社 2014

官能小説。

１－４２ 紫匂う

葉室麟 著（８:４５）
はむろりん

原本：講談社 2014

心極流の達人ながら凡庸な勤めに留

まる蔵太と、その妻・澪。妻のかつ

ての思い人である側用人の笙平。藩

録音図書
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を揺るがす政争の嵐の中、３人の想

いは交錯する。

１－４３ 山女日記
やまおんな

湊かなえ 著（９:１４）
みなと

原本：幻冬舎 2014

誰にも言えない「思い｣を抱え､一歩

ずつ山を登る女たち｡やがて小さな

光を見いだしていく｡

１－４４ 闇に香る嘘

下村敦史 著（１２:２４）
しもむらあつし

原本：講談社 2014

69歳全盲の男性は、腎不全の孫娘へ

の腎臓移植を頼まれるが、移植に適

さない腎臓だと分かり、兄に移植を

頼むも頑なに断られる。兄だと信じ

ていた男は偽物なのか。

１－４５ 利休の茶杓
りきゅう ちゃしゃく

～とびきり屋見立て帖 ４～

山本兼一 著（６:５１）
やまもとけんいち

原本：文芸春秋 2014

幕末の京都で、道具屋を営むある若

夫婦。物を見立てる不思議と喜びを

描く、連作短篇。

【エッセイ】

１－４６ ちいさな城下町

安西水丸 著（７:０６）
あんざいみずまる

原本：文芸春秋 2014

ぼくの城下町の好みは十万石以下。

そのくらいが一番それらしい雰囲気

を残している――電車で旅したくな

るエッセイ集。

１－４７ ノア

～動物千夜一夜物語～
せ ん や い ち や

藤原新也 著（６:４８）
ふじわらしんや

原本：新潮社 1988

中近東やインド各地を放浪した著者

が出会った、気高く荒々しき動物た

ちの遥かな楽園の旅物語。

【ルポルタージュ】

１－４８ 神様のなみだ

～心の奥が熱くなる感動実話集～

竹之内響介 著（８:３０）
たけのうちこうすけ

原本：泰文堂 2014

祖母に会うために局アナになった女

性、被災地に1500足の靴を送った人

々など…。感動７編を収録。

【外国文学】

１－４９・５０ 銃・病原菌・鉄

上・下

ジャレド・ダイアモンド 著

倉骨彰 訳
くらほねあきら

上（１１:４９）下（１４:１５）

原本：草思社 2000

人間はなぜ五大陸で異なる発展をと

げたのか？各大陸の住民の運命を決

めたものとは？人類史を動かした様

々な要因の分析と、検証。
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【シネマ･デイジー】

１－５１ 奇跡のリンゴ

中村義洋 監督 2013年製作
なかむらよしひろ

（２:１３）

不可能とされたリンゴの無農薬栽培

に挑んだ、農家の夫婦の涙あり笑い

ありの11年。

１－５２ 清須会議
き よ す

三谷幸喜 監督 2013年製作
み た に こ う き

（２:２１）

本能寺の変の後で、織田家後継者と

領地配分を決めるために、柴田勝家

や羽柴秀吉らが開いた清須会議を描

く群像喜劇。

１－５３ ００７カジノ･ロワイヤル
ダブルオーセブン

マーティン・キャンベル 監督

2006年製作（２:３２）

今回のボンドの任務は､世界中のテ

ロリストを資金面で支える男の資金

を絶つこと｡“カジノ･ロワイヤル”

へと向かう彼のもとに､監視役とし

て美女が送り込まれる…｡

１－５４ 釣りバカ日誌 １１
イレブン

本木克英 監督 1999年製作
もときかつひで

（１:５７）

沖縄にいる弟子から釣り三昧との便

りが届き、居ても立ってもいられな

いハマちゃん。スーさんの沖縄出張

のお供として、白羽の矢が立ち…。

１－５５ 二十四の瞳
にじゅうし

デジタルリマスター ２００７

木下惠介 監督 1954年製作
きのしたけいすけ

（２:４２）

昭和３年、小豆島の分校に赴任した

新任教師と生徒達の姿を通して、戦

争の悲壮さを描く作品。
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図書特集
＜お酒＞

今回は「お酒」に関する図書をご紹介します。

当館に所蔵していない図書は､取り寄せのため時間がかかる場合があります

（取り寄せは大阪府在住・在勤の方が対象です）。

書名 著編者 冊数 総時間

出版社（発行年）

ウイスキーの科学 ～知るほどに 古賀邦正 ３ －
こ が く に ま さ

飲みたくなる｢熟成｣の神秘～

講談社（2009年）

ウイスキーはアイリッシュ 武部好伸 － ５：３５
たけべよしのぶ

～ケルトの名酒を訪ねて～

淡交社（1997年）

吟醸酒の来た道 篠田次郎 ７ １０：４６
し の だ じ ろ う

～至高の味わいを生んだ究極の技～

実業之日本社（1995年）

嶋悌司酒を語る 嶋悌司 ５ １０：０４
しまていじ しまていじ

朝日酒造（2007年）

とりあえずビールやっぱりビール！ 中谷和夫 ３ ５：５１
なかたにかずお

～ビールの達人が語るおいしいビール

の話 古代ビールから最新発泡酒まで、

その旨さを科学する～

日本文芸社（2003年）

ビール大全 渡辺純 ４ ７：３６
わたなべじゅん

文芸春秋（2001年）

おうち飲みワイン１００本勝負 山本昭彦 ３ ６：０７
やまもとあきひこ

朝日新聞出版（2011年）
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書名 著編者 冊数 総時間

出版社（発行年）

フランスワイン３３のエピソード 須藤海芳子 ３ ６：２５
す ど う み ほ こ

白水社（2011年）

焼酎・泡盛ＢＯＯＫ ゆったり焼酎 ･ - ８：５１

～味わう 酔う 愉しむ～ スッキリ泡盛

の会 編

池田書店（2005年）

酒場を愉しむ作法 自由酒場 - ３：３７

倶楽部

ソフトバンククリエイティブ（2010年）
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