
総記総記総記総記

 原本：勉誠出版   2018年   

 原本：勉誠出版   2020年   

味岡市立図書館に司書として勤務する稲嶺双葉。図書館には様々な雇用

形態があることを知り…。司書として就職するための方法、データベースの

考え方など、司書の仕事をストーリー形式で紹介する。

２２２２

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

「司書のお仕事 」　　お探しの本は何ですか？

１１１１

大橋崇行著　小曽川真貴監修  （全4巻）

味岡市立図書館に、新人司書として採用された稲嶺双葉。そこで待ってい

たお仕事とは？　蔵書目録の作成、本の受け入れ作業、イベント企画など、

「司書のお仕事」の内容をストーリー形式でわかりやすく紹介。

「司書のお仕事　２ 」　　本との出会いを届けます

大橋崇行著　小曽川真貴監修  （全3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；　４月　４、１１、１５、１８、２５

　　　　　　　５月　２、９、１６、２０、２３、３０

・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

２０２２年　４月 発行　第５２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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 原本：浄土宗　清林寺   2005年   

 原本：亜紀書房   2021年   

 原本：東邦出版   2019年   

 原本：みすず書房   1967年   

 原本：青土社   2021年   

哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教

松原泰道，　金岡秀友監修　リービ英雄訳  （全2巻）

若松英輔著  （全4巻）

大震災と、妻の死をつなぐもの－。西田幾多郎、鈴木大拙、小林秀雄、須賀

敦子など、日本思想史に連なる人々の言葉を引き、死者とともに歩む生き

方を示した若松英輔の初期の名著。３篇の新原稿を加えた増補新版。

函館市（五稜郭）、松本市（松本城）、伊賀市（伊賀上野城）、大阪市（大阪

城）…。全国の城下町の中から、お城の素晴らしさもさることながら、城下町

自体が楽しめる街を独断で１００カ所選び、その魅力を紹介する。

「英語訳般若心経　改訂版 」

３３３３

「魂にふれる　増補新版 」　　大震災と、生きている死者

４４４４

歴史・地理歴史・地理歴史・地理歴史・地理

「日本の城下町を愉しむ 」　　郷愁に誘われ

黒田涼著  （全5巻）

５５５５

エドワードハレット・カー著  （全12巻）

６６６６

社会科学社会科学社会科学社会科学

「ボリシェヴィキ革命　２ 」

７７７７

国語は「対話する」時間である。教科書と生徒で。生徒同士で。先生と生徒

で。新学習指導要領、教科書、そして教室での実践を読み解き、改革の矛

盾と国語科教育を問い直す。

「「国語の時間」と対話する 」　　教室から考える

五味渕典嗣著  （全5巻）
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 原本：岩崎書店   2020年   

言語言語言語言語

 原本：文藝春秋   2021年   

文学文学文学文学

 原本：文芸社   2017年   

 原本：スターツ出版   2020年   

９９９９

絶滅の危機にあると言われている赤とんぼ（アキアカネ）。その一方で毎年

大発生している所もあるそうです。著者はその謎を解くため、新潟県に米作

りの達人を訪ねます。

「英文学教授が教えたがる名作の英語 」

阿部公彦著  （全4巻）

山口進写真・文  （全1巻）

本物の英語に触れよう！　「ロビンソン・クルーソー」「ガリヴァー旅行記」「高

慢と偏見」「黒猫」などの名作から抜粋した原文、訳文、語彙や文法の基礎

的な解説、読みどころの説明を収録する。

「黒夢 」

自然科学・医学自然科学・医学自然科学・医学自然科学・医学

「万葉と令和をつなぐアキアカネ 」

８８８８

戸梶圭太著  （全3巻）

１０１０１０１０

ネットで噂の、地図に載っていない山奥の集落に軽自動車で向かった３人

の若者たち。ところが、車中で飲んだ違法ドラッグで、仲間のひとりが瀕死

の状態に。そして、予想を超えた悪夢に遭遇することになって…。

「交換ウソ日記　２　Ｅｒｉｎｏ’ｓ　Ｎｏｔｅ 」

櫻いいよ著  （全4巻）

１１１１１１１１

高校で副生徒会長を務める江里乃。完璧に見える彼女だが、実は恋が苦

手。ある日、情熱的なラブソングが綴られたノートを拾った江里乃は、「私も

本当の恋がしたい」と感想を書いてしまい、ノートの彼との交換日記が始

まって－。
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 原本：アルファベータブックス   2020年   

 原本：ホーム社   2000年   

 原本：新潮社   2021年   

 原本：中央公論新社   2020年   

 原本：中央公論新社   2020年   

「邪悪な独裁者」アドルフ・ヒトラーの生涯を描いた歴史小説。２は、獄中で

の「我が闘争」執筆から、ゲッベルスとの出会い、姪ゲリへの愛と別れ、選

挙によるナチスの大躍進、内閣成立までを描く。

「太白山脈　第１０巻　冬とともに逝った英雄 」

趙廷来著　尹学準監修　川村湊校閲　筒井真樹子ほか訳  （全7巻）

１３１３１３１３

台湾領の東沙島が中国軍の奇襲を受け、必死の抵抗を続ける中、偶然居

合わせた〈サイレント・コア〉の魔女こと司馬光一佐。アメリカ関係者との秘

密会談に引き込まれ、日本の軍事参加を迫られる。事態は予断を許さなく

なり…。

「東シナ海開戦　２ 」　　戦狼外交

蛹に拘束され、羽化＝自由を夢見る男。不条理から逃れるため、命懸けで

道化を演じるが－。苛酷な世界で本当に必要なものは何か。そこで人はど

う生き延びるのか。現実と響きあうディストピア小説。『新潮』掲載を単行本

化。

「東シナ海開戦　１ 」　　香港陥落

大石英司著  （全4巻）

１５１５１５１５

「小説アドルフ・ヒトラー　２　ヨーロッパの覇者への道 」

濱田浩一郎著  （全3巻）

１２１２１２１２

金子薫著  （全3巻）

１４１４１４１４

「道化むさぼる揚羽の夢の 」

大石英司著  （全4巻）

１６１６１６１６

中国軍は東沙島への奇襲上陸を行い占領した。そしてこの時、ウイグル人

科学者が凶悪なウイルスを中国へばらまく計画を立てていた。〈サイレント・

コア〉にも潜水艦で東沙島へ向かえと命が下り…。
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 原本：中央公論新社   2021年   

 原本：風媒社   2021年   

総記総記総記総記

 原本：飛鳥新社   2021年   

 原本：広済堂出版   1993年   

「意気に燃える 」　　情念に生きた男たち

２２２２

「わたしは誰でもない 」　　エミリ・ディキンスンの小さな詩集

沢田ふじ子著  （8時間18分）

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

「ＡＩは人間を憎まない 」

大石英司著  （全4巻）

１７１７１７１７

「キスカ」作戦－人民解放軍が占領した東沙島から、二個中隊の兵を台湾

と海上自衛隊の二隻の潜水艦に収容して脱出させる作戦に参加した〈サイ

レント・コア〉の水野一曹は、落伍者の探索で海上に残されてしまったが…。

「東シナ海開戦　３ 」　　パンデミック

エミリ・ディキンスン著　川名澄編訳  （全1巻）

１８１８１８１８

夏のそらがみえる　それが詩である　本なんかにないのである　まことの詩

は逃げる－。そぎ落とされた言葉に、永遠への願いをこめたディキンスンの

新編詩集。膨大な詩作品からごく短い詩を８０篇選び、英文と日本語訳を掲

載。

１１１１

ＡＩは人類の敵か、味方か。気鋭の英国人ジャーナリストが、ＡＩ開発のカギ

を握る（＝人類の未来を左右する）「合理主義者」たちへの取材をもとに、人

工知能の可能性と暴走リスクを徹底検証する。

歴史・地理歴史・地理歴史・地理歴史・地理

トム・チヴァース著　樋口武志訳  （12時間26分）
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 原本：岩波書店   2003年   

 原本：河出書房新社   2021年   

 原本：東京堂出版   1992年   

 原本：光文社   1985年   

 原本：日本経済評論社   1993年   

 原本：学研   2000年   

５５５５

「鬼がつくった国・日本 」　　歴史を動かしてきた「闇」の力とは

小松和彦，　内藤正敏著  （7時間33分）

祖田浩一編  （11時間42分）

「異能異才人物事典 」

インダス文明、カースト、ヒンドゥー教、英領インド、印パ戦争、非同盟中立

政策、経済自由化…。インドの歴史を、イラストや地図を交えてわかりやすく

解説する。コラム「そのころ、日本では？」も掲載。

栗田勇著  （7時間38分）

「生きる知恵を学ぶ 」

３３３３

「一冊でわかるインド史 」

４４４４

水島司監修  （6時間24分）

この混迷の時代を、いかに生きていくことができるのか。一遍、最澄、世阿

弥、白隠、良寛、利休、芭蕉という先人達のさまざまな生き方をたどり、その

思索に触れ、人生とは何か、生きるとは何かを問い、私達が生きる知恵を

学ぶ。

６６６６

「風に向かって生きた女たち 」

７７７７

高齢化社会をよくする女性の会編  （6時間37分）

８８８８

国を守るために自ら愛を捨てた処女王、王の愛を得るために黒魔術に手を

染めた寵妃、一国の王に退位を決意させた世紀の大恋愛…。華やかな宮

廷の裏に渦巻く、女たちの欲望と狂気、そして愛憎を描く。

「貴婦人たちの華麗なる犯罪 」

桐生操著  （4時間44分）
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 原本：成文社   1998年   

 原本：メイツコア   1993年   

 原本：ＰＨＰ研究所   1993年   

 原本：小学館   1991年   

 原本：国民会館   2005年   

 原本：ＰＨＰ研究所   2014年   

 原本：講談社   1984年   

「日中戦争は日本の侵略戦争だった」　この言説の呪縛から解き放たれると

きがきた－。明治以降の日中間の歴史を分析し、その延長線上で日中戦争

の実像を捉えなおす。歴史認識の再構築を迫り、近現代史を塗りかえる画

期的論考。

１５１５１５１５

１２１２１２１２

「日露戦争勝利の世界史に及ぼした影響 」

「日中戦争の「不都合な真実」 」

１４１４１４１４ 　戦争を望んだ中国望まなかった日本

北村稔，　林思雲著  （8時間38分）

ワレンチ－ナ・クラスコ－ワ編　太田正一訳  （25時間27分）

「梨本宮伊都子妃の日記 」　　皇族妃の見た明治・大正・昭和

梨本伊都子，　小田部雄次著  （14時間37分）

「クレムリンの子どもたち 」

９９９９

「ご皇室の謎 」　　みんなが知りたいソボクな疑問７７

１０１０１０１０

「戦国武将の妻たち 」

１１１１１１１１

東京ハイソサエティ研究会編  （5時間4分）

百瀬明治著  （5時間13分）

中村勝範著  （1時間37分）

１３１３１３１３

「マヤ文明の謎 」

青木晴夫著  （6時間1分）
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 原本：平凡社   2021年   

 原本：大和書房   2001年   

 原本：日本文芸社   1994年   

 原本：筑摩書房   2020年   

「満洲国 」　　交錯するナショナリズム

「優雅で残酷な悪女たち 」　　その数奇なる生涯

桐生操著  （6時間40分）

１７１７１７１７

　歴史に名を刻む男たちの凄絶な生涯と知られざる素顔

「歴史人物知ってるつもり！？ 」

「アメリカ黒人史 」　　奴隷制からＢＬＭまで

１６１６１６１６

かつて中国東北部に建てられた日本の傀儡国家・満洲国。中国大陸におけ

る漢民族と満洲族、日本の軍部と政治派閥それぞれの立場、経済の実態、

満洲国内の新聞・文芸・映画などの活動に光を当て、その全貌を解き明か

す。

男たちを破滅に導く魔性の女、禁じられた愛に生きた希代の悪妻、権力に

魅せられた冷酷な女帝、近親相姦を噂された法王の娘…。禁じられた情熱

に身を投じた女たちの物語。

鈴木貞美著  （14時間27分）

片岡紀明，　寺戸衛好著  （6時間8分）

１８１８１８１８

社会科学社会科学社会科学社会科学

１９１９１９１９

４００年にわたり黒人の生活と命を脅かしつづけてきた差別と、地下鉄道、

公民権運動、そしてブラック・ライブズ・マターに至る「たたかい」の歴史を、

アメリカ南部出身の著者が解説する。

ジェームス・Ｍ．バーダマン著　森本豊富訳  （10時間18分）
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 原本：早川書房   2020年   

 原本：東洋経済新報社   2018年   

 原本：ＳＢクリエイティブ   2019年   

 原本：亜紀書房   2021年   

坂本慎太郎著  （4時間1分）

２２２２２２２２

楽しくて役立つ、ファンダメンタルズ投資の本。２０年勝ち続ける伝説のト

レーダーが、初心者にもわかりやすいように、逆張り投資法やＭ＆Ａ投資

法、大化け株の見つけ方といった、低迷する相場でも生き抜く術を伝授す

る。

１９６０年代以降、アメリカの市場原理主義を推し進めた経済学者達が、政

府の政策決定にどんな影響を及ぼしたかを検証。経済保守主義者が規制

緩和を唱え、自由競争を称揚した結果、超格差社会が生まれた過程を明ら

かにする。

２１２１２１２１

デイトレ、スイング、中長期。すべての時間軸で勝率を上げる、秘伝の特訓

プログラムを初公開。自分の頭で考えて銘柄を選び、自分の判断で株の売

買ができるようになる「９０日間プログラム」を解説する。

「２０年勝ち続ける伝説のトレーダーに１０倍大化け株の見つけ方を

こっそり教わってきました。 」

「新自由主義の暴走 」　　格差社会をつくった経済学者たち

ビンヤミン・アッペルバウム著　藤井清美訳  （28時間49分）

２０２０２０２０

「脱イナゴでしっかり儲ける２０銘柄バスケット投資術 」

坂本慎太郎著  （4時間34分）

２３２３２３２３

アフリカの密林で野生肉の違法取引を追い、有名レストラン「ｎｏｍａ」で蟻を

食べ、スウェーデンの森でヘラジカを狩り、屠る－。環境人類学者がグルメ

の行き着く先を体当たりで探求する、思索に満ちた冒険ノンフィクション。

「野生のごちそう 」　　手つかずの食材を探す旅

ジーナ・レイ・ラ・サーヴァ著　棚橋志行訳  （13時間17分）
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 原本：中日新聞社   2021年   

 原本：武蔵野大学出版会   2019年   

 原本：新潮社   2021年   

 原本：ナツメ社   2021年   

自然科学・医学自然科学・医学自然科学・医学自然科学・医学

２４２４２４２４

どうしたら病気にならないか、病気の前触れや軽い症状を見逃さないように

するにはどうしたらいいか。心臓・膵臓・前立腺にフォーカスし、セルフメディ

ケーションなどで自ら守る術を現役の医師・看護師が教える。

「認知症もっと知りたいこと９９ 」

「医療の知識で自分を守る 」　　心臓・膵臓・前立腺ほか

名古屋市立大学編  （7時間36分）

阿部和穂著  （6時間29分）

２５２５２５２５

「アルツハイマー病」を発症する人としない人の違いは？　使用可能になり

そうな認知症の新薬はある？　薬学部の教授が、認知症に関する９９の疑

問をＱ＆Ａ形式で解説する。「認知症いま本当に知りたいこと１０１」の続

編。

２６２６２６２６

「発達障害」の誤診率が高いのは、他の精神疾患との併存、症状の類似と

複雑さ、医師の知識不足と臨床経験の少なさ－。第一人者が「隠れ発達障

害」の実態を報告する。

技術・生活科学技術・生活科学技術・生活科学技術・生活科学

「フライパンひとつで作る！速攻レシピ１０１ 」

「発達障害はなぜ誤診されるのか 」

岩波明著  （9時間15分）

ふらいぱんコバＱ料理・写真・文  （3時間30分）

２７２７２７２７

小さなフライパンで、自分のために、自分の分だけ料理を作ろう！　オープ

ンオムライス、じゃがいものガレット、ピリ辛蒸ししゃぶ…。料理カメラマン

が、フライパンひとつで作る日々のまかない飯を自身の写真で紹介する。
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産業産業産業産業

 原本：ワニブックス   2021年   

 原本：ＮＨＫ出版   2020年   

文学文学文学文学

 原本：早川書房   2021年   

 原本：講談社   2010年   

「アラフォーウーバーイーツ配達員ヘロヘロ日記 」

渡辺雅史著  （4時間39分）

２８２８２８２８

苦情、恫喝、ときどきチップ…。ライターとウーバーイーツの配達員という二

足の草鞋を履く著者が実際に体験したことをベースに、配達員や注文者、

飲食店などの姿をユーモラスに綴る。『ニュースクランチ』連載を単行本化。

芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ

２９２９２９２９

ＮＨＫ連続テレビ小説「おちょやん」のヒロイン・杉咲花のインタビュー＆メッ

セージ、主な出演者紹介、美術＆タイトルバック、スタッフへのインタビュー

などを収録する。

「アウシュヴィッツで君を想う 」

「おちょやん　Ｐａｒｔ１ 」　　連続テレビ小説

八津弘幸作　ＮＨＫドラマ制作班監修　ＮＨＫ出版編  （5時間46分）

エディ・デ・ウィンド著　塩崎香織訳  （8時間57分）

３０３０３０３０

１９４３年９月、アウシュヴィッツ強制収容所に送られた夫婦は離ればなれに

なってしまう。それでも…。有刺鉄線の内側で妻を想い続けた医師が、第二

次世界大戦が終わる直前の収容所内で綴った貴重な手記。

３１３１３１３１

突然、誰も知らない地下牢に閉じ込められた蔵臼、霧江、南条、嘉音、紗音

たち。そして右代宮家の次期当主の資格を、それぞれに問われる譲治、朱

志香、戦人。人々が次々に殺されていく中で、戦人が最後に見たもの

は！？

「うみねこのなく頃に　Ｅｐｉｓｏｄｅ４下　Ａｌｌｉａｎｃｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｇｏｌｄｅｎ　ｗｉｔ

ｃｈ　下 」

竜騎士０７著  （13時間14分）
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 原本：早川書房   2005年   

 原本：ハーパーコリンズ・ジャパン   2021年   

 原本：角川書店   2002年   

 原本：ＫＡＤＯＫＡＷＡ   2015年   （児童書）

 原本：ＰＨＰ研究所   1991年   

「運命の姉妹 」

３２３２３２３２ デイヴィッド・エディングス，　リー・エディングス著　宇佐川晶子訳

（11時間25分）

３３３３３３３３

ありふれた幸せな夫婦、ロイとセレスチャル。ある日、強姦の犯人と疑われ

たロイは警察に連行されてしまう。ロイに言い渡されたのは懲役１２年の

刑。理不尽に引き裂かれた２人は、手紙をやり取りしつづけるが…。

「バイオハザード 」

「結婚という物語 」

タヤリ・ジョーンズ著　加藤洋子訳  （13時間8分）

ポール・Ｗ．Ｓ．アンダーソン脚本　牧野修ノベライズ  （4時間54分）

３４３４３４３４

「ぼくらのいたずらバトル 」

宗田理作　はしもとしん絵  （4時間11分）

３５３５３５３５

３６３６３６３６

小学生の強敵が、ぼくらにいたずらを仕かけてきた。紙ねんどのチーズケー

キを食べさせられ、中身を風船にしたスイカが破裂！　ところが大事件が

…。力を合わせて悪い大人をやっつけろ！　ぼくらシリーズ第１７弾。

「乱世に躍る武将群像 」

古川薫著  （7時間29分）
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