
 原本：春秋社   2017年   

たった一度きりの人生。どのように〈生かされて〉いきますか？　悩みや苦し

みの尽きない人生を、幸せに過ごすには。随一の女性僧侶が最高の「生き

尽くし方」を語ります。

＝＝＝＝＝  点字図書  ＝＝＝＝＝

「生かされて生かして生きる　新版 」
青山俊董著  （全3巻）

哲学・宗教

１

名古屋市鶴舞中央図書館点字文庫

・電　話：０５２－７４１－３１３２（点字文庫直通）

・ＦＡＸ：０５２－７３２－９８７１（点字文庫直通）

・開館時間：午前９時３０分～午後５時

・休 館 日；　１２月　７、１４、１８、２１、２８～３１

　　　　　　　　１月　１～４、１２、１５、１８、２５

・ホームページアドレス：http://www.library.city.nagoya.jp/

活字版・点字文庫だより

２０２０年 １２月 発行　第４４号

つるちゃんだより

1



 原本：飛鳥新社   2017年   

 原本：講談社   2020年   

 原本：毎日新聞出版   2020年   

 原本：ビジネス社   2019年   

「桜を見る会」で何が起きたのか。ＳＮＳを通じて届く人々の声を背に、問題

発覚から２０１９年最後の野党による政府ヒアリングまでの４９日間を分かり

やすく伝える。『毎日新聞』ニュースサイト掲載記事に加筆し書籍化。

宮崎正弘著  （全4巻）
５

２

社会科学

「余命半年の中国・韓国経済 」　　制御不能の金融危機が始まる

「在日の涙 」　　間違いだらけの日韓関係

出世欲、プライド、正義感、情熱…。生々しい感情が渦巻く裁判官の世界。

１００人を超える裁判官への取材で、閉ざされた世界の住人の「素顔」に迫

り、裁判所の内幕を解明する。『週刊現代』連載を加筆修正。

「汚れた桜 」　　「桜を見る会」疑惑に迫った４９日

辺真一著  （全3巻）

韓国人より日本を、日本人より韓国をよく知るからこその苦悩と慟哭。悪化

するばかりの両国関係は、新政権でどうなるのか？　人気ジャーナリストが

自身の半生を振り返りながら、韓国人の間違いを正し、日本人の誤解を解

く。

「裁判官も人である 」　　良心と組織の狭間で
岩瀬達哉著  （全5巻）

３

毎日新聞「桜を見る会」取材班著  （全3巻）
４

中国と韓国経済の崩壊は秒読み。日本経済はＴＵＮＡＭＩを蒙ることになる

が、そのときの備えはできているか？　中国ウォッチャーとして知られる著

者が、いま世界で起きていること等について解説し、日本復活の条件を提

言する。
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産業

 原本：ゆいぽおと   2019年   

文学

 原本：河出書房新社   2018年   

 原本：新潮社   1998年   

 原本：経済界   2019年   

１９４２年８月、連合艦隊はソロモン諸島沖での空母決戦に勝利し、米艦隊

はハワイに遁走。日本軍はサモア・フィージー攻略作戦の準備に入った。山

本五十六ｖｓスプルーアンス…日米艦隊激突の勝者は！？

「ころんでも、まっすぐに！ 」

目の前の小さな生命を救いたい！　１０００頭以上の犬と向き合いながら、

殺処分寸前の犬たちの保護活動を精力的に行うドッグトレーナーの熱い想

いをまとめたノンフィクション。

前登志夫著  （全3巻）

大泉康雄著  （全5巻）

「帝国海軍よろず艦隊　２　激突、南太平洋！ 」

吉野の樹下山人に徹し、「自然の中に再び人間を樹てる」ことを目指した著

者が残した、豊穣なことば。晩年の静かな山住みの日々に、生と死のコスモ

ロジーを観想して綴った散文集。『朝日新聞』『短歌現代』連載等を書籍化。

８
「氷の城 」　　連合赤軍事件・吉野雅邦ノート

羅門祐人著  （全4巻）
９

　犬に救われたドッグトレーナーが見つけた〈生命〉をつなぐ道
高橋忍，　田中聖斗著  （全4巻）

６

「いのちなりけり吉野晩祷 」
７
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 原本：経済界   2020年   

 原本：ヴィレッジブックス   2018年   

 原本：経済界   2014年   

「波間の果ての約束 」
ジュリー・ガーウッド著　鈴木美朋訳  （全7巻）

「帝国海軍よろず艦隊　３　史上最大の海戦！ 」

２０世紀、日本とハワイの関係は深まり、軍事・経済同盟を結ぶ。真珠湾に

は「日本・ハワイ艦隊」の司令部が置かれた。１９４０年９月、米海軍航空隊

がオアフ島の北方から侵入し、真珠湾とホノルルの街に奇襲攻撃を敢行し

た！

陰湿な上司のハラスメントが原因で会社を辞め、故郷へ戻ってきたペイト

ン。だが、その証拠となる録音データの存在を知られ追われることになった

彼女は、久々に再会した幼馴染のＦＢＩ捜査官フィンに相談をもちかけて…。

「日布艦隊健在なり 」　　米軍、真珠湾奇襲！
１２

羅門祐人，　中岡潤一郎著  （全5巻）

１１

羅門祐人著  （全4巻）
１０

ミッドウェイ海戦の大敗北で帝国海軍は正規空母を多数失う。一方、連合軍

は中部太平洋における商船破壊作戦を全方面で激化。ソロモン諸島沖で

勝利した連合艦隊は、サモア・フィジー攻略作戦の準備に入る。対する米軍

は…。
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総記

 原本：岩波書店   1990年   

 原本：講談社   2001年   

 原本：ＮＨＫ出版   2019年   

 原本：すばる舎   2019年   

藤田一照著  （2時間24分）

ブッダと私たちをつなぐ「愉快な生き方」とは？　頑張らない、手放す、受け

入れる…。スターバックス、フェイスブックなど、アメリカ大手企業に坐禅を指

導した禅僧が、人生を豊かにする「仏教的学び方」を伝える。

４
リチャード・ホロウェイ著　上杉隼人，　片桐恵里訳  （14時間41分）

「若い読者のための宗教史 」

＝＝＝＝＝  音声デイジー  ＝＝＝＝＝

１
「漢の武帝 」

吉川幸次郎著  （7時間19分）

２

「恋人にいいところを見せようと彼女の前でロシアンルーレットをした男」「ガ

ラスの強度を証明しようとして２４階の窓ガラスに体当たりし、突き破った

男」など、世界中から集められた１６９の傑作エピソードを収録。

哲学・宗教

「ブッダが教える愉快な生き方 」
３

「ダーウィン賞！ 」　　究極におろかな人たちが人類を進化させる
ウェンディー・ノースカット著　橋本恵訳  （7時間）

世界の名だたる宗教は、どのように生まれ、広がったのか。５大宗教の紆余

曲折をはじめ、古代の宗教、ジャイナ教やゾロアスター教、中国の儒教や道

教、日本の神道、そして現代の新しい宗教まで、論理的に解説する。
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 原本：河出書房新社   2019年   

 原本：草思社   1998年   

 原本：草思社   1998年   

 原本：徳間書店   1996年   

 原本：集英社   1994年   

 原本：早川書房   1992年   

８

ト－マス・サンクトン，　スコット・マクラウド著　東江一紀訳
「ダイアナ妃謀殺　下 」

（8時間22分）

菊池良生著  （7時間1分）
「ウィーン包囲 」　　オスマン・トルコと神聖ローマ帝国の激闘

「地の果てからの生還 」

歴史・地理

５

世界征服を企て、迫り来るオスマン帝国。その最強の軍隊を迎え撃つハプ

スブルク家ら諸侯たちは、それぞれの思惑を胸に危機に立ち向かう。東西

対立の原点ともなった、世界史の鍵を握る激闘・ウィーン包囲の経過を記述

する。

「ダイアナ妃謀殺　上 」
６

７

ト－マス・サンクトン，　スコット・マクラウド著　東江一紀訳
（8時間15分）

　女囚メアリ－・ブライアントの波乱の生涯
ジュディス・クック著　仲村明子訳  （11時間2分）

９

「ＪＦＫ謀殺・医師たちの沈黙 」
チャールズ・Ａ．クレンショー〔ほか〕著　岩瀬孝雄訳  （6時間19分）

１０

「デイヴ・バリ－の日本を笑う 」
デイヴ・バリ－著　東江一紀訳  （6時間17分）
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 原本：小学館   2019年   

 原本：小学館   2019年   

 原本：大和書房   2019年   

 原本：徳間書店   1996年   

 原本：徳間書店   1996年   

丸山俊一著  （5時間9分）

社会科学

「韓国を蝕む儒教の怨念 」　　反日は永久に終わらない
呉善花著  （6時間57分）

１１

解決済みの慰安婦問題をひっくり返すなど、韓国は日本人からしたら理解

できないことばかり。それはなぜなのか。ヒントは、反日主義にしなければな

らない韓国の歴史にある。韓国出身の著者が、その謎を歴史に基づき解明

する。

「「国家の衰退」からいかに脱するか 」
大前研一著  （8時間16分）

１２

消費増税、働き方改革、異次元緩和…国と一緒に沈むのか、世界の富み

につながるか－。各国の国家アドバイザーを歴任した著者が、安倍政権「愚

策」研究から日本「再起動」戦略まで徹底解説し、刮目の２１世紀国家戦略

を説く。

「１４歳からの資本主義 」
　君たちが大人になるころの未来を変えるために１３

大きな曲がり角にある資本主義について、１４歳の少年少女を念頭におき

ながら、一緒に考え始めてほしいことを、語りかけるように解説する。ＮＨＫ

「欲望の資本主義」に登場した学者たちの言葉も収録する。

「テイクダウン　上 」　　若き天才日本人学者ｖｓ超大物ハッカ－
１４

「テイクダウン　下 」　　若き天才日本人学者ｖｓ超大物ハッカ－
１５

下村努，　ジョン・マ－コフ共著　近藤純夫訳  （8時間36分）

下村努，　ジョン・マ－コフ共著　近藤純夫訳  （8時間3分）
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 原本：技術評論社   2020年   

 原本：みすず書房   2019年   

 原本：ビジネス社   2019年   

 原本：アスコム   2019年   

１６

プログラミングを通して何を学び、どんな力をはぐくむのか。２０２０年度から

小学校で必修化となるプログラミング教育について、必修化の背景から実

際の事例を交えた授業への落とし込みまでをわかりやすく解説する。

「みんなにお金を配ったら 」
１７

「なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか 」
　はじまる「プログラミング教育」必修化　２０２０年４月から全小学校
で実施

平井聡一郎，　利根川裕太編著  （6時間58分）

　ベーシックインカムは世界でどう議論されているか？
アニー・ローリー著　上原裕美子訳  （10時間50分）

インド僻村の農民、シリコンバレーのテクノロジー投資家、ファストフードで

働くシングルマザー、賛否両論の政治家から経済学者まで。多様な人々を

取材し、ユニバーサル・ベーシックインカムの可能性と問題点を考察する。

「臨界点を超える世界経済 」　　通貨と金をめぐる４大危機に備えよ
吉田繁治著  （15時間9分）

１８

異次元緩和から、中央銀行の設立と米ドル基軸通貨体制の成立、金・ドル

交換停止、変動相場制、中国の新人民元創設までを、国民にとっての通貨

の価値（購買力）の視点から解説。預金や株式の金融資産を守る手段も紹

介する。

自然科学・医学

１９

１日１分、骨が強くなる「コツコツポイント」をたたくだけ！　骨の専門医が、

骨粗しょう症を防ぎ、若々しく健康なからだを保つカンタン骨トレ「骨たたき」

を紹介する。骨たたき効果をさらにアップする食事と生活なども掲載。

「医者が考案した骨粗しょう症を防ぐ１分間骨たたき 」
中村光伸著  （2時間20分）
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 原本：講談社   2019年   

 原本：宝島社   2019年   

産業

 原本：講談社   2013年   

 原本：筑摩書房   2019年   

「不自然な宇宙 」　　宇宙はひとつだけなのか？
須藤靖著  （6時間39分）

２０

なぜ地球はこの場所にあるのか？　我々の宇宙は唯一の存在なのか？

最新物理学の観測事実に基づいた「マルチバース」と「人間原理」を、宇宙

論研究者が徹底解説する。２０１７年に東京大学で行った講義をもとにした

書。

技術・生活科学

「クックパッド☆栄養士のれしぴ☆ＢＥＳＴ１００ 」
上地智子著  （5時間11分）

２１

『クックパッド』で、つくれぽ数・殿堂入りレシピ数Ｎｏ．１の著者のレシピ集。

つくれぽの数が多い順のランキングＢＥＳＴ１００を収録。おいしく作るための

ポイントやコツなどをプロセス写真で紹介する。

「野菜の本 」　　からだにやさしい旬の食材
講談社編  （21時間12分）

２２

春夏秋冬を彩る旬の野菜４７０種を収録。野菜の旬・産地情報、最新の栄

養・効能情報、料理情報を網羅した、野菜のすべてがわかる一冊。主な野

菜の出回り期カレンダー、野菜の基礎知識なども掲載。

芸術・スポーツ

「加藤武芝居語り 」　　因果と丈夫なこの身体
市川安紀著  （10時間3分）

２３

フランキー堺らとの友情、杉村春子の教え、太地喜和子の最期…。戦後の

演劇界・映画界を駆け抜けた役者・加藤武が江戸弁で豪快に語った芝居人

生の軌跡。生前最後のインタビューをまとめた一冊。『キネマ旬報』掲載を

加筆修正。
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 原本：ベースボール・マガジン社   2019年   

文学

 原本：講談社   2009年   

 原本：集英社   2005年   

 原本：岩波書店   2017年   

２４

筋トレは科学！　筋肉の基礎知識からトレーニングやボディメイクの方法、

ダイエットや栄養摂取、コンディショニングのコツ、誰も教えてくれない雑学

まで、“筋肉博士”が筋肉のあらゆる疑問２１１に答えます。

「うみねこのなく頃に　Ｅｐｉｓｏｄｅ１下　Ｌｅｇｅｎｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｇｏｌｄｅｎ
　ｗｉｔｃｈ　下 」

「東京大学教授石井直方の筋肉まるわかり大事典　２ 」
石井直方著  （13時間52分）

竜騎士０７著  （9時間53分）

２５

六軒島が不吉な暗雲に包まれた時、魔女「ベアトリーチェ」を名乗る者から

届いた一通の不審な手紙が、黄金の「伝説」を人々の記憶に蘇らせる。そし

てそれは、忌まわしき「六軒島大量殺人事件」の幕開けだった－。

２６

幼いわが子がガンを宣告されたら？　そしてあらゆる手を尽くしても死なね

ばならなかったとしたら？　気鋭の文芸評論家が、最愛の娘ポーリーヌを小

児ガンで亡くした経験をもとにつづる物語。

「江戸川乱歩作品集　１　人でなしの恋・孤島の鬼他 」

「永遠の子ども 」
フィリップ・フォレスト著　堀内ゆかり訳  （12時間44分）

江戸川乱歩著　浜田雄介編  （15時間59分）
２７

日本探偵小説の開拓者にして第一人者であった江戸川乱歩の作品をテー

マ別に精選。１は、〈愛のゆくえ〉をテーマに、「人でなしの恋」「孤島の鬼」を

はじめ、「日記帳」「接吻」など全５篇を収録する。
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 原本：ＫＡＤＯＫＡＷＡ   2019年   

 原本：荒地出版社   1995年   

 原本：角川書店   2001年   

 原本：筑摩書房   1968年   

 原本：ＷＡＶＥ出版   1999年   

 原本：筑摩書房   1997年   

 原本：東京創元社   1997年   

２８

貧乏神のクロ助を福の神にしてあげたいと願う那由多。ある日、東京都心

に怪しい暗雲が立ち込め、世界は闇に呑まれそうになる。那由多とクロ助は

密かにケガレを集めてきた虚路と対峙するのだが…。最終巻。

「失踪！ 」

「華舞鬼町おばけ写真館　［７］　祭りばやしと光の絆 」
蒼月海里著  （4時間11分）

ペ－タ－・Ｈ．ヤ－ミン著　中野京子訳  （5時間44分）
２９

「第五の山 」
パウロ・コエーリョ著　山川紘矢，　山川亜希子訳  （7時間26分）

３０

３１

「月の石 」
トールモー・ハウゲン著　細井直子訳  （13時間10分）

「地下生活者の手記 」
ドストエフスキ－著　小沼文彦訳  （8時間18分）

３２

生命の源である月の光が失われようとしていたころ、少年ニコライは月の神

殿につかえるエリアムの叫びを聞いた。そして、それはすべてのはじまり

だった…。「オトナ」になりきれないあなたに贈る冒険ファンタジー。

「トーベ・ヤンソン・コレクション　６　太陽の街 」
ト－ベ・ヤンソン著　富原真弓訳  （6時間53分）

３３

３４
「ナポレオンの死 」

シモン・レイス著　堀茂樹訳  （4時間39分）
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 原本：朝日ソノラマ   1995年   

 原本：河出書房新社   1997年   

 原本：講談社   1999年   

 原本：講談社   1999年   

 原本：早川書房   2002年   

 原本：晶文社   1999年   

 原本：福武書店   1991年   

「ニューヨ－ク暴力教室 」
　教師はなぜ拳銃で武装しようとしたのか？

デニス・ベイツ著　田原護立訳  （5時間46分）

３５

「母への遺書 」　　フィレンツェ連続殺人事件の真実
アルベルト・ベヴィラックァ著　大久保昭男訳  （12時間）

３６

３７

「白夜の森　下 」
マリアンネ・フレデリクセン著　亀井よし子訳  （6時間56分）

「白夜の森　上 」
マリアンネ・フレデリクセン著　亀井よし子訳  （8時間39分）

３８

「ブラジルの赤 」
ジャン＝クリストフ・リュファン著　野口雄司訳  （21時間27分）

３９

１６世紀中頃、騎士、修道士、５人の孤児等を乗せた３艘の船が新世界ブラ

ジルに着いた。次々と起きる驚異の出来事を冒険風に描く。フランスで大ベ

ストセラーとなった歴史小説。ゴンクール賞受賞作。

４０

「ユダヤの星を背負いて 」　　アウシュヴィッツを生きぬいた少女
コルデリア・エドヴァルドソン著　山下公子訳  （4時間39分）

「闇の中で 」
シェイマス・ディ－ン著　横山貞子訳  （10時間6分）

４１
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 原本：ＫＡＤＯＫＡＷＡ   2020年   

 原本：アーティストハウスパブリッシャーズ   2003年   

 原本：早川書房   1996年   

「幼女戦記　１２　Ｍｕｎｄｕｓ　ｖｕｌｔ　ｄｅｃｉｐｉ，ｅｒｇｏ　ｄｅｃｉｐｉａｔｕｒ 」

カルロ・ゼン著　篠月しのぶ画  （12時間54分）
４２

破滅へと一直線に向かう帝国。爛れ切った愛国心と残酷な現実の抱擁を経

て、ゼートゥーアは「世界の敵」たるべく舞台を作り上げていく。死に逃げるこ

とも出来ない参謀本部の責任者として、彼女は「最良の敗北」を求め…。

ロ－レン・スレイタ－著　高野裕美子訳  （7時間51分）
４４

４３

大学在学中１８歳の時、アリスは黒人の青年にレイプされるという悲劇にみ

まわれた。レイプそのものの恐怖はもちろん、裁判での中傷など社会の偏

見からくるストレスで、酒やドラッグに溺れていった彼女が見つけた希望とは

…。

「わたしの国にようこそ 」　　精神分裂病患者の心理世界

「ラッキー 」
アリス・シーボルド著　片山奈緒美訳  （12時間39分）
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