
 原本：中部経済新聞社   2020年   

 原本：中央公論新社   2020年   

＝＝＝＝＝  点字図書  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  点字図書  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  点字図書  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  点字図書  ＝＝＝＝＝

「”ココ一番”の真心を 」

宗次德二著  （全2巻）

歴史・地理歴史・地理歴史・地理歴史・地理

１１１１

社会科学社会科学社会科学社会科学

「平成重大事件の深層 」　　伝説の特捜検事が語る

２２２２

リクルート事件、共和汚職事件、カルロス・ゴーン日産自動車元会長をめぐ

る事件…。東京地検特捜部長として数々の事件捜査を指揮したキーパーソ

ンにインタビュー。政官財を巻き込んだ重大事件と激動の平成３０年史を検

証する。

熊崎勝彦著　鎌田靖聞き手  （全4巻）

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；　　２月　１、８、１５、１９、２２

　　　　　　　　３月　１、８、１５、１９、２２、２９

・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

２０２１年　２月 発行　第４５号

つるちゃんだよりつるちゃんだよりつるちゃんだよりつるちゃんだより
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文学文学文学文学

 原本：本の雑誌社   2019年   

 原本：アスキー・メディアワークス   2011年   

 原本：経済界   2015年   

 原本：ＫＡＤＯＫＡＷＡ   2019年   

３３３３

各界で活躍する書き手たちが、あさのあつこ、菊地秀行、沢木耕太郎、田辺

聖子など、それぞれ心から愛する作家を取り上げ、おすすめの１０冊を紹介

する。月刊誌『本の雑誌』連載「作家の１０冊」を書籍化。

みなかみしょう著  （全5巻）

「日布艦隊健在なり　２　アメリカの策略 」

「この作家この１０冊　２ 」

本の雑誌編集部編  （全8巻）

「小説家の作り方 」

山で狩人として育ったステルは、山を出て都会で冒険者になった。でも都会

での生活が快適すぎて、全然外へ冒険に行かなくて！？　山育ちの冒険者

の都会ライフ、スタート！　『小説家になろう』掲載に加筆し書籍化。

野崎まど著  （全3巻）

アメリカはハワイのパールハーバーに奇襲攻撃を敢行した。日本とハワイ

の連合艦隊である「日布艦隊」は、かろうじて米艦隊の撃退に成功するが大

きな損害を被る。そして今、米軍が再び日布艦隊に迫り来る！

４４４４

羅門祐人，　中岡潤一郎著  （全4巻）

５５５５

「山育ちの冒険者　１ 」　　この都会が快適なので旅には出ません

６６６６
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総記総記総記総記

 原本：ＮＨＫ出版   2020年   

 原本：河出書房新社   2020年   

 原本：早川書房   2020年   

哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教

「孤独を生き抜く哲学 」

＝＝＝＝＝  音声デイジー  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  音声デイジー  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  音声デイジー  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  音声デイジー  ＝＝＝＝＝

　本読みの極意は「守・破・離」にあり

勢古浩爾著  （8時間2分）

１１１１

読書の作法は人それぞれ。ただし、自分自身を相手に、自分なりの読書の

道筋として「守・破・離」を見つけられるとしたら、どうだろうか？　約１万冊を

読んできた、名うての市井読書家による渾身の読書論。

「それでも読書はやめられない 」

小川仁志著  （4時間29分）

２２２２

本当の幸福は孤独の中でしか得られない。元ひきこもりの哲学者が、孤独

の効用や世界の偉人たちの愛した孤独を紹介し、一人で過ごす時間を前向

きで有意義なものにするコツを、具体的に伝授する。

３３３３

夢のなかで目覚め、その内容をコントロールできる明晰夢を体験した著者

は、その不可思議な世界に魅せられ、夢の科学へと分け入り…。夢はどの

ように働くのか？　なぜ必要なのか？　科学と文化の両面から夢と睡眠の

秘密に迫る。

「夢の正体 」　　夜の旅を科学する

アリス・ロブ著　川添節子訳  （10時間13分）
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 原本：現代書館   2019年   

 原本：謙光社   1987年   

 原本：中央公論新社   2020年   

 原本：中央公論新社   2002年   

歴史・地理歴史・地理歴史・地理歴史・地理

「宇和島伊達家の女性たち 」

宇神幸男著  （7時間14分）

４４４４

名門井伊家から輿入れした亀姫、出戻りの姉さん女房・猶姫…。四国伊予

（愛媛県）の宇和島藩とその支藩（分家）である伊予吉田藩の歴史を彩った

女性たちを紹介する。巻末にテキストデータ請求券付き。

「南京事件の総括 」　　虐殺否定一五の論拠

田中正明著  （14時間18分）

５５５５

南京事件における「虐殺」は無かった。「まぼろし派」の第一人者である著者

が、虐殺否定の十五の論拠を挙げ、実証的かつ論理的に迫る。

社会科学社会科学社会科学社会科学

「〈嘘〉の政治史 」　　生真面目な社会の不真面目な政治

五百旗頭薫著  （10時間57分）

６６６６

世界中の政治に横行する〈嘘〉。日本にも独自の〈嘘〉がある。反対勢力が

あるから、それを迂回するために嘘が必要となり、反対する側も嘘を武器に

する。日本の政治文化の起源を辿り、現代地域社会の抱える問題まで論じ

抜く。

岡本太郎著  （7時間33分）

７７７７

「沖縄文化論　新版 」　　忘れられた日本

それは、一つの恋のようなものだった－。民俗の根源にひそむ悲しくも美し

い魂を天才と直感と直観とで見事に捉えた名著。著者撮影による口絵写真

８３点、外間守善「新版に寄せて」を収載。１９７２年刊の新版。
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 原本：日経ＢＰ社   2020年   

 原本：日本経済新聞出版社   2019年   

 原本：筑摩書房   2019年   

 原本：筑摩書房   2019年   

「グローバル資本主義ＶＳアメリカ人 」

篠原匡著  （8時間31分）

８８８８

国境、銃規制、ドラッグ、教育、米軍、関税、宗教…。日本からは見えない知

られざる「アメリカのリアル」に迫るノンフィクション。ドキュメンタリー映像が

見られるＱＲコード付き。『日経ビジネス電子版』連載を加筆修正。

青樹明子著  （5時間32分）

「中国人が上司になる日 」

９９９９

夜中２時３時までサービス残業を厭わないエリートたち、携帯の機種で相手

の社会的地位を判断、クオリティよりスピード、政治を無視すると何もできな

い…。旧慣を残しつつ変遷する中国ビジネス習慣の最前線を分析する。

阿古真理著  （9時間30分）

「母と娘はなぜ対立するのか 」　　女性をとりまく家族と社会

１０１０１０１０

母と娘の対立はなぜ起こるのか。それは、女性が生きづらい社会のありか

たと関係するのではないか。体験をもとに戦後の高度経済成長期から＃Ｍ

ｅＴｏｏまでの流れを読み解く。

１１１１１１１１

中国共産党ナンバー２による毛沢東暗殺計画。発覚後、亡命を図るが搭乗

機は墜落する。いまだ謎を残す林彪事件を追跡し、習近平国家主席による

強権政治の背景を浮かび上がらせる。『朝日新聞』連載に最新の取材成果

を追加。

古谷浩一著  （7時間44分）

「林彪事件と習近平 」　　中国の権力闘争、その深層
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 原本：成美堂出版   2008年   

 原本：笠倉出版社   2020年   

 原本：ＫＡＤＯＫＡＷＡ   2020年   

 原本：光文社   1998年   

フライパン１つでできるおかず、野菜を手間なくたっぷり食べるおかず、仕込

んでおけるおかずなど、時間と手間をかけずにおいしく作れるおかずレシピ

を紹介します。いつものおかずをひと工夫したおもてなしレシピも収録。

「忙しい人のためのきほんの料理 」

技術・生活科学技術・生活科学技術・生活科学技術・生活科学

「１０万人を診た理学療法士が教える１００歳まで寝たきりにならない

「歩き方」 」

自然科学・医学自然科学・医学自然科学・医学自然科学・医学

邱淑惠監修  （6時間59分）

１２１２１２１２

肩コリ、頭痛、口内炎などの日常的な症状から、イライラする、眠れないと

いった心のトラブル、女性特有の悩みや美容に効果的なツボまで、症状別

に写真やイラストでわかりやすく紹介。身体の部位別のツボマップも掲載。

「自分のからだと上手につきあうツボのつぼ 」

　症状で引ける　痛み・コリ・不調をすっきり解消！

田中尚喜著  （2時間14分）

１３１３１３１３

中高年やシニアの人たちが健康に歳をとれるよう、医学的根拠に基づいた

「正しい体の使い方」、特に「正しい姿勢」と「正しい歩き方」をイラストを交え

て説明。筋肉を鍛えるトレーニングや、正しく歩くためのスクワットも紹介。

大庭英子著  （2時間48分）

１４１４１４１４

１５１５１５１５

「食べちゃおイタリア！ 」

パンツェッタ・ジロ－ラモ著　パンツェッタ貴久子訳  （5時間40分）
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 原本：祥伝社   2019年   

 原本：文化学園文化出版局   2019年   

 原本：筑摩書房   2000年   

 原本：中日新聞本社   1989年   

言語言語言語言語

 原本：明治大学出版会   2020年   

「レンチンホットサラダ 」　　電子レンジで１回加熱するだけ

郷良明著　中日新聞社編  （11時間49分）

１９１９１９１９

芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ

「恋の花詞集 」　　歌謡曲が輝いていた時

橋本治著  （14時間42分）

１８１８１８１８

「プロ魂高木守道 」　　名二塁手モリミチ物語

中村幸一著  （7時間37分）

２０２０２０２０

「言葉の森から出られない 」　　言語学のよろこび

「名古屋カフェ散歩 」　　喫茶ワンダーランド

川口葉子著  （6時間14分）

１６１６１６１６

名古屋で何をするか迷っているなら、ぜひ「喫茶観光」を！　名古屋の素敵

なカフェと喫茶店を紹介。おもなメニューや住所、電話番号、営業時間、定

休日のほか、エリア別マップも掲載。データ：２０１９年１０月現在。

小田真規子著  （1時間42分）

１７１７１７１７

食卓のメインとなるサラダ、主菜に添えるサラダ、軽くつまめるサラダ…。電

子レンジで１回加熱するだけの、手軽でおいしいホットサラダを紹介します。

体をきれいにするおすすめ野菜＆果物リスト付き。

言語は民主主義で、誰かが強制できるものではないであろう－。多くの言語

を学習してきた言語学者が、日々目にし、耳にする文字、言葉、韻律、会話

に導かれ、言葉の深い森を彷徨する。

7



文学文学文学文学

 原本：岩波書店   2001年   

 原本：ヤマハミュージックメディア   1999年   

 原本：岩波書店   2018年   

 原本：砂子屋書房   1988年   

 原本：幻冬舎   1999年   

２５２５２５２５

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。２は、〈謎と推理〉をテーマに、幻のデビュー作「一枚の切符」を

はじめ、「陰獣」「黒蜥蜴」など全５篇を収録する。

「落葉の賦 」　　前田純孝の生涯

有本倶子著  （4時間41分）

２４２４２４２４

「海嘯 」

中島みゆき著  （4時間53分）

「うたものがたり 」

水原紫苑著  （3時間37分）

２１２１２１２１

うたの喜びに満たされて、うたの背後にある世界をものがたり、逢えなかっ

た古今の歌人への思いを綴る－。幻想的・抒情的な短歌で、美意識に満ち

た表現に独自の境地を開く歌人の最新エッセイ。

「宇宙短歌百人一首 」

　「宙がえり何度もできる無重力」下の句選集

宇宙開発事業団  （2時間14分）

２２２２２２２２

「江戸川乱歩作品集　２　陰獣・黒蜥蜴他 」

２３２３２３２３

江戸川乱歩著　浜田雄介編  （14時間30分）
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 原本：国書刊行会   2004年   

 原本：本阿弥書店   1990年   

 原本：講談社   2020年   

 原本：倫書房   1997年   

 原本：思潮社   1994年   

 原本：早川書房   2000年   

鴨居羊子著  （13時間28分）

２６２６２６２６

「鴨居羊子コレクション　１　女は下着でつくられる－わたしは驢馬に

乗って下着をうりにゆきたい　わたしのものよ－ 」

３０３０３０３０

２９２９２９２９

高校受験に失敗し、パッとしない毎日を送っていた高校１年生の守崎優芽。

退屈な夏休みを過ごすはずだったが、思いがけずハンバーガー店でバイト

をすることに。ここで自分を変えていこうと前を向く。気づけば、恋の予感も

…。

「過ぎてゆく光景 」

辻井喬著  （1時間13分）

下着デザイナー・画家として活躍しつつ書き残した、みずみずしい感性に彩

られたエッセイを集成するコレクション第１巻。自伝「わたしは驢馬に乗って

下着をうりにゆきたい」、最後のエッセイ集「わたしのものよ」を収録。

「季題のこころ 」　　古典俳句をたのしく

２７２７２７２７

「恋とポテトと夏休み 」

２８２８２８２８

神戸遥真著  （4時間43分）

矢島渚男著  （7時間11分）

「しりたいねん 」

灰谷健次郎，　石川文洋著  （27分）

３１３１３１３１

１９世紀後半のイングランド。歴史学者コーティンは古文書を調べるため、

大聖堂のある町を訪れた。だが彼は、やがて起きる殺人事件と、２５０年前

の殺人事件が交錯する複雑な謎の中に巻き込まれていく。

「大聖堂の悪霊 」

チャールズ・パリサー著　浅羽莢子訳  （15時間7分）
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 原本：思潮社   1988年   

 原本：文藝春秋   1998年   

 原本：朝日新聞社   1996年   

 原本：鳥影社   2020年   

 原本：主婦の友社   1987年   

 原本：ポプラ社   2010年   （児童書）

赤い靴をはいた子どもが次々に失踪する事件が起きた。山下公園の赤い

靴の女の子像の前には、犯行予告が。市長、警察も巻き込んだ大混乱のな

か、「ぼくら」は魔石「天使の泪」を守り通せるのか？　「ぼくら」シリーズ完

結。

３２３２３２３２

「田中冬二詩集 」

田中冬二著  （4時間33分）

「種田山頭火の死生 」　　ほろほろほろびゆく

３３３３３３３３

「添削・俳句入門 」

３４３４３４３４

深谷雄大著  （6時間3分）

渡辺利夫著  （5時間12分）

中島公男著  （13時間3分）

３５３５３５３５

感興の赴くままペンを執り、その時々の命の瞬間をとどめた作品集。折々の

事象をテーマにして取り上げ、命の内奥から湧き上がった感情を表現した

文学論、随筆やコラム、論文、インタビューなどを収録する。

「瞬間（とき）よ止まれ！ 」　　わが精神の行跡

中村汀女著  （5時間48分）

３６３６３６３６

「ぼくらの最後の聖戦 」

３７３７３７３７

宗田理作著  （3時間25分）

「はじめて俳句を作る 」

10



 原本：ポプラ社   2009年   （児童書）

 原本：恒文社   1995年   

 原本：集英社   2003年   

 原本：ゆいぽおと   2020年   （児童書）

 原本：東京創元社   2020年   

徒歩１時間以内に行ける距離で、１時間以内で起こる悪事を、本名と似顔

絵とともにモンスターとして表示する「モンスター辞典」。それを手に入れた

摩耶は、「ぼくら」と手を組み、モンスターたちをやっつけていくが…。

「南からの風 」

３９３９３９３９

「勇敢な娘たちに 」

エリマル・グリン著　岡田嘉子訳  （7時間56分）

はずかしながら、生きながらえて帰ってまいりました－。日本の敗戦後２８年

間もグアム島で生活していた、元陸軍軍曹・横井庄一さん。その生涯を、横

井さんが残した著作、美保子夫人との交流をもとにまとめた切り絵絵本。

アリス・ウォーカー著　柳沢由実子訳  （10時間53分）

４０４０４０４０

「汚れた雪 」

アントニオ・マンジーニ著　天野泰明訳  （9時間14分）

４２４２４２４２

ローマでの不祥事がもとでアルプス山麓の町に飛ばされてきた副警察長

ロッコ。全住民が親戚関係にあるといってもいい小さな町で、圧雪車に轢か

れたむごたらしい遺体が発見された。事故ではない、とロッコは…。

「ぼくらのモンスターハント 」

宗田理作著  （4時間33分）

３８３８３８３８

「カラーパープル」など衝撃的な作品の背景、愛する家族、人種差別への怒

り、カストロ首相との出会い、アメリカの対イラク政策批判…。胸をうつ感動

のエッセイ集。

「よこいしょういちさん 」

４１４１４１４１

かめやまえいこぶん・え  （32分）
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