
 原本：新教出版社   2008年   

哲学・宗教

＝＝＝＝＝  点字図書  ＝＝＝＝＝

「ユーカリスト 」　　神の国のサクラメント
１

アレクサンドル・シュメーマン著　松島雄一訳  （全6巻）

２０世紀を代表する正教会神学者の主著とも言うべき聖餐論。その開示に

おいて生じる出来事の意味と構造を余すところなく解明。正教会の深い精

神性をより理解するため、また聖餐の意味を考え直すための貴重な示唆に

富む書。

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；　６月　６、１３、１７、２０、２７

　　　　　　　７月　４、１１、１５、１９

・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　６月 発行　第５３号

つるちゃんだより
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 原本：河出書房新社   2021年   

総記

 原本：文藝春秋   2021年   

 原本：飛鳥新社   2020年   

九九と百マス計算は、色で覚えて大得意。あいうえお順で並んだ席順は、

廊下側がカラフルで窓側が静か。鎌倉幕府の将軍の名前はみんなピンク色

だから大混乱…。共感覚をもつ女子大生が、今まで経験してきたエピソード

を綴る。

グーグル、アマゾン、アリババ…。米中天才起業家たちの激闘、その勝負の

ゆくえは？　新型コロナ危機で新しいフェーズに突入したデジタルキングダ

ムの戦いを、それぞれのトップの物語で語る。『文藝春秋』連載を加筆し書

籍化。

哲学・宗教

「１は赤い。そして世界は緑と青でできている。 」
２

日本と西洋、文化の新旧、ロマンティシズム、現代の芸術、オペラ、創造の

秘密…。福田恆存、大岡昇平、浅利慶太、茂木健一郎らとの対話を通して、

吉田秀和の芸術観に迫る。『知性』『レコード芸術』ほか掲載を書籍化。

＝＝＝＝＝  音声デイジー  ＝＝＝＝＝

「ＧＡＦＡＭ　ｖｓ．中国Ｂｉｇ４ 」
　デジタルキングダムを制するのは誰か？１

芸術・スポーツ

吉田秀和著  （全4巻）
２

　「文字に色が見える」共感覚の話

「芸術のよろこび 」

大西康之著  （7時間17分）

望月菜南子著  （3時間36分）
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 原本：ビジネス社   2016年   

 原本：日本放送出版協会   1992年   

 原本：角川書店   1994年   

 原本：塙書房   2005年   

 原本：ぬぷん児童図書出版   1996年   

 原本：共同通信社   1993年   

８

７

高橋紘著  （12時間59分）

摂関期と称される時期における貴族社会の諸様相について、特に社会関

係を中心に考察。上流貴族と中下級官人との関係などを中心にした貴族社

会に関する論考と、政治・制度に関わる分野についての論考の２部構成。

「秩父宮妃勢津子の生涯 」
江間守一著  （10時間46分）

「華麗なるシンデレラたち 」
５

「摂関期貴族社会の研究 」
６

歴史・地理

市川ミサオ著  （3時間24分）
４

３

天皇は日本国民に、近代化を遂行する為の権威と力を与えた。あらゆる学

問に通暁した知の巨人が、日本の深淵に社会科学的分析の光を当てて、

「現人神」天皇の本質を解明する。

「天皇家の仕事 」

「市川房枝おもいで話 」

小室直樹著  （9時間14分）
「天皇畏るべし 」　　日本の夜明け、天皇は神であった

桐生操著  （6時間52分）

告井幸男著  （21時間48分）
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 原本：光文社   1992年   

 原本：新書館   1995年   

 原本：論創社   2021年   

 原本：三心堂出版社   1997年   

 原本：現代書林   2021年   

１３

葬儀の主催、行政手続き、クレジットカードの解約など、自分が亡くなった後

の手続きを親族以外の人に託して委託する「死後事務委任」を、自分らしい

最期を迎えるためのヒントとともに詳しく紹介。終活の成功実例も収録する。

社会科学

　お困りごとは死後事務委任で解決　自分らしい最期を叶える本
神田紀久男著  （4時間24分）

１０

学生との生活から実感した深刻な民族差別、経済格差。朝鮮族の日本語

教育、中国の教育制度－。中国東北部、吉林省長春市の東北師範大学に

日本語教師として赴任した著者が、日々の出来事や、旧満洲国の実態など

を描く。

１２

小室直樹著  （5時間25分）
９

「美智子さまからの贈りもの 」　　雅子さま、大きな愛に包まれて
松崎敏弥著  （6時間7分）

「フランスを支配した美女 」　　公妃ディアヌ・ド・ポワチエ
桐生操著  （8時間41分）

「信長の呪い 」　　かくて、近代日本は生まれた

「おひとりさまの終活 」

「「満洲」夢のあとさき 」　　日本語教師の記録
建石一郎著  （11時間48分）

１１

4



 原本：中央公論新社   2021年   

 原本：日本経済新聞社   2002年   

 原本：〓出版社   2019年   

 原本：河出書房新社   2021年   

奥平智之監修  （3時間32分）
１６

眠れない、食欲がない、疲れやすい…。その不調は「栄養型うつ」かも？

どんよりおもいココロとカラダは、毎日の食事の工夫で元気になる！　ちょっ

と疲れていても鍋ひとつで作れる、具だくさんスープ＆味噌汁を紹介する。

１５

日本は自らの成功の犠牲になっている。社会の中核をなし、美徳とされてき

た長期的な人間関係が一転、個人の自由を奪い取る「障害」になりつつあ

るからだ。日本社会が抱える問題の構造を明らかにし、処方箋を探る。

自然科学・医学

「栄養型うつを治す！奥平式スープ 」　　メンタルヘルスは食事から

サンドラ・ヘフェリン著  （6時間40分）
１４

「なぜ外国人女性は前髪を作らないのか 」

１７

宇宙の「生命居住可能領域」や「技術痕跡」の研究が加速して、いよいよ地

球外知的生命探査は次のステージへ！　宇宙科学のトップランナーへ取材

を重ね、心理学・人類学・歴史学などの知見をも駆使して大胆に予測する。

キース・クーパー著　斉藤隆央訳  （19時間47分）

国によって違う美しさの基準、不倫叩きの根底にあるもの、セックスレスの

夫婦が少ないヨーロッパ、女の友情に必要なもの…。日独ハーフが女性に

まつわるあれこれを綴る。ウェブサイト『ＯＴＥＫＯＭＡＣＨＩ』連載を書籍化。

「日本、よいしがらみ悪いしがらみ 」
アレン・Ｓ．ミラー，　賀茂美則著  （8時間22分）

「彼らはどこにいるのか 」　　地球外知的生命をめぐる最新科学
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 原本：主婦の友社   2017年   

 原本：中央公論社   1980年   

 原本：西東社   2021年   

 原本：朝日新聞出版   2021年   

言語

 原本：プレジデント社   1992年   

２１

ひつまぶし、味噌カツ、手羽先…。厳選した名古屋のグルメを、ロケーション

や時間帯、喫茶と甘いものなどのテーマ別に分けて紹介。名古屋のニュー

スポットや名古屋駅グルメも収録。データ：２０２１年１～２月現在。

「「自分史」を書いてみませんか 」
２２

食のスタジオ編  （9時間6分）
２０

火も包丁も使わない！　すぐできて、つくりおきができるおかずを多数紹介。

時短でおかずを作るコツや作りおきのアイデア、よくある素材の悩みなどを

解説した４コママンガ、アレンジやリメイクのアイデアも掲載。

宇能鴻一郎著  （7時間42分）
１９

「マンガでわかるココロの不調回復　食べてうつぬけ 」
１８

イライラ、疲れ、うつ、パニック障害…。不調は、食事を見直して栄養や漢方

を上手に活用すれば改善できる！　ココロと体の健康にいい食べ方をス

トーリー漫画とともに紹介する。コピーして使える食事日記シート付き。

技術・生活科学

加藤仁編著  （7時間36分）

「時間がない人のための超速つくりおき３１３ 」

「味な旅舌の旅 」

　鉄欠乏女子を救え！
奥平智之著　いしいまきマンガ  （6時間2分）

「名古屋おいしい店カタログ 」
朝日新聞出版編著  （6時間）
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文学

 原本：宝島社   2021年   

 原本：早川書房   2021年   

 原本：集英社   2021年   

 原本：早川書房   2005年   

「うそをつく子 」　　助けを求められなかった少女の物語
２４

日常的にうそをつき、暴力をふるう９歳の少女ジェシー。愛着障害と診断さ

れ、児童心理学者のトリイが彼女のセラピーを担当するが…。愛情と忍耐を

もって問題を抱えた子どもたちと向き合った著者によるノンフィクション。

「あなたを愛しているつもりで、私は－。 」　　娘は発達障害でした
２３

夕子の娘の七緒が検診で「発達障害の傾向がある」と診断された。娘との

関係、夫との関係、ママ友との関係…。“普通”とは違う娘を抱えながら、進

む道を見つけていく母親の物語。『小説家になろう』掲載を改稿・改題し書籍

化。

「貴婦人の薔薇 」
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

「火車の残花 」　　浮雲心霊奇譚
２５

トリイ・ヘイデン著　入江真佐子訳  （13時間24分）

遠宮にけ著  （8時間53分）

神永学著  （8時間16分）

次々と人を殺す妖怪「火車」。そして幽霊に取り憑かれた少年。ふたつの事

件に繋がりがあると睨んだ赤眼の憑きもの落とし・浮雲は、調べを進める。

やがて点と点が繋がった時、衝撃の真相が…！　『小説すばる』掲載を単行

本化。

（12時間5分）

２６
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 原本：亜紀書房   2021年   

 原本：早川書房   2005年   

 原本：展望社   2020年   

 原本：ＮＨＫ出版   2021年   

 原本：ＫＡＤＯＫＡＷＡ   2014年   （児童書）

３０

「孫」を詠む、「不気味」を詠む…。難題に挑んだ投稿句を分析し、「むずかし

い俳句」へのアプローチを解説。演芸家の江戸家小猫との対談も収録。ＮＨ

Ｋテレビテキスト『ＮＨＫ俳句』に掲載した記事を加筆・再編集。

「ぼくらの一日校長 」
３１

外山滋比古著  （8時間44分）
２９

イーディス・パールマン著　古屋美登里訳  （7時間31分）
２７

オウィディウス好きな父親と、医師から信頼されている看護師の母親、そし

て１０代の３人の息子は、それぞれの事情を抱えて現在という時間を生きて

いて…。生きることの不思議さ、尊さを描いた表題作はじめ、全１０篇を収

録。

宗田理作　はしもとしん絵  （3時間49分）

英治たちの東中に人気アイドルが一日校長にやってきた！　いたずら全

開、給食には生きてるザリガニ、一日校長を変装させて握手会。ところが、

一日校長が誘拐され、焼却炉にはガイコツが！？　「ぼくら」シリーズ第１６

弾。

「純白の梟 」
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

（12時間7分）

２８

「幸いなるハリー 」

「茶ばなし残香 」　　二百五十八話

「夏井いつきの俳句道場 」

当今男女事情、けしからん話、荷おろし症候群、じいさんの炊事…。令和２

年７月に他界した外山滋比古のエッセイ集。既刊「茶ばなし」に収録されな

かった、『米澤新聞』連載の２５８篇をまとめる。

夏井いつき著  （5時間3分）
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 原本：徳間書店   2010年   

荻原規子著　徳間文庫編集部編  （4時間35分）
３２

日本のファンタジーの第一人者・荻原規子の魅力に迫る。中沢新一、上橋

菜穂子との対談、全著作リストのほか、「空色勾玉」スピンオフの書き下ろし

小説などを収録。

「〈勾玉〉の世界 」　　荻原規子読本
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