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秋のまつり 

 佐賀県立視覚障害者情報・交流センター 

センター長 田中真理 

 

 「あい さが」利用者及びボランティア、ならびに「あい さが」を支えていただいております皆さま

には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 今年は３年ぶりにバルーンフェスタが有観客での開催となりました。朝の空を飛ぶバルーンをワ

クワクした気持ちで眺めたり、すっかり忘れていた道路の渋滞にうっかりはまったり、唐津くんちも

無事に開催されたとのニュースを見たり、出勤中についつい空を見上げてしまったり、そうそう佐

賀の秋はこういう季節だった、と実感する日々です。皆様にも、それぞれ楽しめる秋が有られるこ

とと思います。 

 

去る１１月３日、当センターにて「あいさが あすなろフェスタ」を開催いたしました。職員による図

書資料の紹介コーナーや点字体験のほか、株式会社シグマさんのスマートホーム体験、メガネの

ヨネザワさんによる日常生活用具等の展示相談、佐賀農業高校の生徒さんによるオカリナ演奏と

体験、県内の就労継続施設（ボルガ・ohana・佐賀県立盲学校）の販売ブース、佐賀県県民協働課

による「さがすたいる」ブース、そして鶴見大学の元木章博先生と助手の方にご協力いただき、３Ｄ

模型を使った触る博物館や講演などが行われました。 

この３Ｄ模型は、独立行政法人大学入試センター研究開発部の南谷和範教授を中心とした研究

プロジェクト「『誰もが知りたいもの、必要なものを自由に手に入れ、触れられる社会』の創成に向

けた３Ｄモデル提供体制の開発と実装」に提供していただきました。日本や世界の建造物、自然物

や地図など、やはり触ってみないとわからないこともあり、また実際には触れないものを触ってみ

る事ができるというのは、とても興味深い経験でした。まさかカエンタケ（猛毒）やムツゴロウ（生き

物）の形を確かめることができるとは……。 

あすなろフェスタで展示していた３Ｄ模型は、ご厚意で寄贈していただきました。館内に展示してあ

りますので、興味のある方はセンターにお問い合わせください。 

 

あすなろフェスタは、たくさんの方にセンターを訪れていただき、センターや視覚障害について知

っていただき、そして楽しんでいただきたいとの思いで始めたイベントでした。初めての開催という

ことで、準備の不足等、反省点も多くありましたが、たくさんの方にご来場いただき、無事に終えら

れたことにまずは安堵しているところです。ご参加くださった事業者の皆様、ご協力いただいたボ

ランティアの皆様、近隣住民の皆様、どうもありがとうございました。 

来年以降、今回の反省点を生かし、更に楽しいイベントにしていければと思います。どうそよろしく

お願いいたします。 
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お知らせ 

【相談窓口よりお知らせ】 

みなさんこんにちは。相談窓口より１０月のサロン、１１月の「あいさが あすなろフェスタ」のご報告

と１２月、来年 1 月の予定についてお知らせです。 

 

１０月のサロンは、１０月１５日に開催し、日本盲導犬協会の主催される「盲導犬情報セミナー」に

参加しました。オンラインで開催され、盲導犬を利用して歩行するということはどういうことなのか

を、まず説明していただき、実際の盲導犬ユーザーの感想や体験談、実際の盲導犬との生活につ

いての話を聞きました。貸与の条件、取得までの流れや、毎日の犬の健康管理、衛生管理、盲導

犬と一緒に公道を歩くまでの共同訓練内容なども詳しく説明していただくことができました。また、

２００３年１０月に全面施行された身体障害者補助犬法についても話がありましたが、さまざまな場

所で、盲導犬を拒否されることがまだあるということで、もっと啓発活動を行っていく必要も感じま

した。質問タイムでは、サロン参加者の中からもたくさん質問が出て、時間が足りないくらいでし

た。皆さんの関心の高さも感じ、とても学ぶことが多いサロンとなりました。 

 

１１月は、初めて、あいさが あすなろフェスタ～つながる オープンあいぶらりー～を開催しまし

た。 

多くのボランティアの皆様をはじめ、様々な関係機関・団体・企業様の協力を得て、青空の下、１０

０名以上の来場者がありました。３D プリンターで作った模型を触りながらの BOOK トーク、オカリ

ナ演奏、点字体験、スマートホーム体験、機器展示、さがすたいる展示、点訳、音訳図書の紹介、

パンやお花、かご編みなどの販売ブース、盛りだくさんの内容で、盛況のうちに終えることができ

ました。いろいろなブースで、「良かった。楽しかった。」という声をいただいた半面、要望や課題の

声もお聞きしました。次回に向けての検討事項として活かせていただきたいと思います。ご参加い

ただいた皆様、ありがとうございました。 

 

１２月のサロンは、１２月２４日開催です。「あい さが ほっと茶ロン クリスマス」を予定していま

す。クリスマスイブの日をあい さがで楽しく過ごしませんか？ミニクリスマス会を企画いたします。

お時間の許す方はどうぞお越しください。１月は１月２１日（土）に開催予定しています。 

 

【休館日・年末年始のお知らせ】 

12 月 5 日（月）・12 日（月）・19 日（月）・26 日（月）・29 日（木）～31 日（土） 

１月 1 日（日）～３日（火）・10 日（火）・16 日（月）・23 日（月）・30 日（月） 

２月 6 日（月）・13 日（月）・20 日（月）・27 日（月） 

年末年始の休館は、１２月２９日（木）から令和５年１月３日（火）までです。休館前に図書をご希望

される場合は、１２月２３日（金）頃までにご連絡くださいますよう、お願いいたします。 

 

【誰もが楽しめるバリアフリー演劇 第１回公演のご案内】 
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「東京演劇集団 風」の代表作である「ヘレン・ケラー ～ひびき合うものたち」 

日時：2022 年１２月１７日（土） 

場所：電気ビル みらいホール（電気ビル共創館 4 階） 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 

開場 13：00 舞台説明 13：30 開演 13：50 開演前に舞台見学できます。 

演劇終了後、出演者によるアフタートークがあります。 

申込・問い合わせ先：全国地域支援ネットワーク事務局 鹿児島市草牟田１丁目 8-7 

電話：080-7701-5336 メール:shien.net.japan.s@gmail.com 

入場無料 要申込 

 

【「季刊 のぼろ」のお知らせ】 

新しく音声版雑誌の製作を始めました！ センターでは、新規に「季刊 のぼろ（発行：西日本新聞

社）」の音声版を製作しております。季刊のぼろは九州の人と自然をつなぐ本をテーマにし、九州・

山口の山を紹介する登山やハイキングに役立つ雑誌です。登山ルートの紹介以外にも、イベント

一覧、愛好家のインタビューやコラム、読者からのお便りなどが掲載されています。年４回発行。 

定期購読を希望する方は、センターにご連絡ください。 

 

【点字カレンダーのお知らせ】 

日本テレビ小鳩文化事業団より「２０２３年点字カレンダー（愛の小鳩カレンダー）」が贈られてきま

した。月ごとのカレンダーで祝日･祭日の行事・大安の期日入り。大きさは３０㎝×２０㎝です。例年

お送りしていた方々には発送いたしましたが、お手元に来なくて、カレンダーが必要な方は当セン

ターまでご連絡ください。数に限りがございますので、ご了承下さい。 

 

【プレクストークリンクポケット生産終了のお知らせ】 

日頃より、当社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

この度、下記の製品につきまして生産終了とさせていただきます。何卒ご理解を賜りますよう、お

願い申し上げます。 

1.生産終了機種 

プレクストークリンクポケット（ブラックモデル、ネイビーモデル） 

2.生産終了理由 

2011 年の発売以来 11 年間販売してきましたが、モデルが古いため製造に必要な主要電子部品

が生産終了となり調達ができなくなりました。 

3.後継機種について 

誠に申し訳ございませんが、携帯型モデルとしての後継機はございません。 

4.販売について 

販売店様の在庫がある限り販売を継続いたします。 

当社製品お取扱いの販売店へお問い合わせください。 

5.修理・メンテナンス対応について 

修理対応につきましては、従来通り受付を継続いたします。 
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※リンクポケットは開発から長期間経過しているため最新の Wi-Fi ルーターではネットワークにつ

ながらない場合がございます。リンクポケットでネットワーク接続をする際は製品に付属されてい

る無線親機をご利用ください。 

 

【寄贈図書のご紹介】 

 ３タイトルご紹介いたします。貸出希望の方は、当センターまでご連絡ください。 

１． 『私たちの税金』 

国税庁広報広聴室より、『私たちの税金』（令和４年度版）の点字本とＣＤが送られてきました。内

容は令和４年４月１日現在の法令等に基づき、所得税を中心に、障害者の生活と関係する税につ

いて解説しています。 

２． 『令和３年度 食料・農業・農村白書』 

農林水産省より、「令和３年度 食料・農業・農村白書」デイジー版が送られてきました。主な内容

は「新型コロナウイルス感染症による影響が継続」「みどりの食糧システム戦略に基づく取組が本

格始動」などです。 

３． 『全国盲学校弁論大会「弁論集」』 

 毎日新聞社点字毎日より、『全国盲学校弁論大会「弁論集」』の点字版が送られて来ました。大

会は全国６７校の中から７地区９人の地区代表が、文部科学大臣優勝旗、点字毎日杯を目指して

競うものです。大会の感動をさらに多くの皆様に伝えたく「弁論大会弁論集」が刊行されました。盲

学校の生徒たちの思いが、点字と活字という形で「言葉の力」となっています。 

 

【iPhone の操作を体験】 

 当センターでは iPhone の操作を体験できます。ご希望があれば随時対応いたしますので、ご相

談ください。また、Android のタブレット操作も体験できます。 

 

【シネマデイジー作品のご紹介】 

センター通信 164 号以降に新しくサピエ図書館にアップされたものを紹介いたします。（シネマデ

イジーとは、映画のサウンドに登場人物の表情や動作、画面の様子を説明する音声解説を付け

てデイジー形式で製作しているものです）。 

また、シネマデイジーの目録（2021 年 12 月 1 日現在）がデイジー版で製作されています。ご希

望の方は当センターまでご連絡下さい。以下に、シネマデイジーの作品を紹介いたします。貸出

希望の方は当センターまでご連絡ください。 

 

今号のご紹介は、10 作品です。 

 

※日本映画６作品 

１．義母と娘のブルース Disc４ 

 ２０１８年に放送された、ＴＢＳの連続テレビドラマ。数年前に母親をなくし、父親と二人暮らしをし

ていた少女の前に、ある日、一人のキャリアウーマンが現れる。彼女は、新しい義母になる女性だ
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った。仕事一筋だった義母の亜希子が、慣れない家庭生活で失敗を繰り返しながらも、一生懸命

母親になろうと奮闘する。第７話、第８話収録。２０１８年製作。出演は綾瀬はるか、竹野内豊、佐

藤健、上白石萌歌他。 

 

２．少女 

 高校２年の由紀と敦子は幼いころからの親友同士。敦子は剣道の大会でミスをしたことからいじ

めにあい、彼女のために小説を書き始めた由紀はそれを盗まれてしまう。そんなある日、親友の

自殺を目撃したことがあるという転入生の話を聞いた二人は、死体ではなく人が死ぬ瞬間を見て

みたいと思うようになる。死に囚われた少女たちは死の瞬間を見ることで何を変えたかったのか。

少女達の抱える闇は思いもよらない結末に向かっていく。彼女たちの衝撃的な夏休みを描く長編

ミステリー。２０１６年製作。出演は本田翼、山本美月他。 

 

３．スパイの妻 劇場版 

 第７７回ヴェネチア国際映画際で、監督賞にあたる賞を受賞した、黒沢清監督のサスペンスドラ

マ。１９４０年の満州。神戸で貿易会社を営む優作は、偶然、恐ろしい国家機密を知ってしまう。そ

して、正義のために、その顛末を世に知らしめようとする。夫が反逆者と疑われる中、妻の聡子は

スパイの妻と罵られようとも、愛する夫を信じて、共に生きることを心に誓う。２０２０年製作。出演

は蒼井優、高橋一生他。 

 

４．逃げるは恥だか訳に立つ Ｄｉｓｃ１ 

 結婚という「仕事」…あなたはアリですか？新垣結衣が、契約結婚という訳アリ新妻に挑戦！今

各方面に引っ張りだこの星野源が契約夫役＆主題歌「恋」も担当！！２０１７年製作。 

 

５．バトル・ロワイヤル 特別篇 

 東洋の全体主義国家である大東亜共和国。殺人ゲームを命じられた４２人の中学生たちは極限

状態の中、必死に自らのアイデンティティを守ろうとする。新たに３つのレクイエムを加え、バトルの

真のテーマともいうべき重要シーンを収録した特別編。Ｒ－１５指定作品。第４３回ブルーリボン賞

作品賞受賞。２０２１年製作。監督は深作欣二、出演は藤原竜也他。 

 

６．マイ・ダディ 

 愛する娘を救いたい。その一心で走り続ける、ひとりの父親の切ないほどに必死な姿。誰もが応

援せずにはいられない父娘の愛の物語。２０２１年製作。出演はムロツヨシ、奈緒他。 

 

※アニメ映画１作品 

１．世界名作劇場・完結版 小公女セーラ 

 バーネットの『小公女』が原作の「世界名作劇場」シリーズ。“いじめ”が問題となる世相を反映

し、本作では大富豪の令嬢から使用人へと転落した主人公セーラの受難の日々を描いた。ロンド

ンのミンチン女学院に入学した資産家の娘セーラ。だが突然の父の死のため身寄りも財産も無く
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なった彼女に対し学院側は今までの態度を一変させて、セーラを使用人として扱うのだった。使用

人仲間のベッキーたち一部の人々に支えられつつ、セーラは必死に生きる。１９８５年製作。声の

出演は島本須美、中西妙子他。 

 

※外国映画３作品 

１．トップガン 

 米海軍が設立した「トップガン」と呼ばれるエリート・パイロット養成訓練所に、マーベリックをはじ

めとするトップレベルの男たちが集結した。実戦さながらの厳しい訓練に明け暮れる彼らは、飛行

技術を競い合う良きライバル同士になっていく。マーベリックは美しい教官チャーリーと恋に落ち

る。何もかもが順調だった矢先、彼の操縦機がジェット後流に巻き込まれ、同乗していた親友を失

ってしまう。自信をなくしたマーベリックはトップガンを去る決心をするのだが…。１９８６年製作。出

演はトム・クルーズ、ケリー・マクギリス他 

 

２．ジョジョ・ラビット 

 第２次世界大戦下のドイツ。１０歳のジョジョは、ナチスの青少年組織で、立派な兵士になろうと

奮闘していた。しかし、訓練でウサギを殺すことができず、教官から「ジョジョ・ラビット」という不名

誉なあだ名をつけられてしまう。そんなある日、彼は母親がこっそりと匿っていたユダヤ人の少女

を見つけてしまう。戦時下の人々をユーモアを交えて描いた感動作。第９２回アカデミー賞脚色賞

受賞。２０１９年製作。出演はローマン・グリフィン・デイヴィス他。 

 

３．ミュージック・オブ・ザ・ハート 

 海軍の夫に逃げられ意気消沈のロベルタは赴任先で購入した大量のヴァイオリンとともに実家

へ戻る。偶然里帰りをしていた同級生ブライアンの口添えで、ヴァイオリンを教える臨時教員の職

にありついた。１９９９年製作。出演はメリル・ストリープ、エイダン・クイン。 

 

 

耳より情報 

◆ 「NPO 法人ロバの会」「情報電話『朝日新聞天声人語』」のご紹介 

 ※「情報電話」利用は無料ですが、京都（075）までの通常の通話料のみ必要です。 

 京都で NPO 法人（特定非営利活動法人）として、希望される全国の目の不自由な方々（読者）

に、新聞・雑誌・単行本などのデイジー図書や、三療関係の国家試験受験のための資料等を無料

で貸し出す（貸し出しにはロバの会の「読者登録」が必要）活動をされています。 

 1988 年からテレフォンサービスとして開始された「情報電話」という活動もされています。情報電

話とは、自動応答電話機能を使って「朝日新聞天声人語」を聞くことができます。（ロバの会のボラ

ンティア会員が毎朝 10 時頃までに音訳して更新）。他に、「ロバさんの情報ファイル」（月に 1 回の

更新）があります。 

 機械にはまねできなない、ぬくもりあるボランティアさんの声が電話から流れてきます。 
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以下に「情報電話」の使い方等を説明します。 

①電話：075-821-3505 に電話する。（自動応答 24 時間対応） 

②最初に次のアナウンスが流れますので、アナウンスに続いて数字を押してください。 

「ロバさんの情報電話です。天声人語を聞かれる方は 20 を、情報ファイルを聞かれる方は 30 を

押してください。プッシュ式で聞けない方はトーンを押してから数字を押してください。ではどう

ぞ。」 

※続けてもうひとつを聞きたいときは、電話を切らずに 20 または 30 と押してください。 

 

 ロバの会のお問い合わせ先は、ロバの会事務所：電話・ファックス共通 075-821-0844、受付時

間 毎週水曜日 10 時～15 時のみ（時間外は 24 時間留守電で受け付けています。）。ロバの会

ホームページの送信フォームからも各種お問い合わせできます。 

 

 

図書差し上げます 

 ご希望の方は１２月末までにご連絡ください。希望者が多い場合は抽選となり、発送をもって当

選発表にかえさせていただきます。 

 （点字図書） 

 「点字広報ふれあいらしんばん vol.86」内閣府政府広報室（各 3 部） 

 「日本地図（全 3 巻・1999 年出版）」東京ヘレン・ケラー協会編（1 部） 

 「世界地図（全 3 巻・2000 年出版）」東京ヘレン・ケラー協会編（1 部） 

 「点字外来語辞典（全 5 巻・1978 年出版）」点字毎日編集部編（1 部） 

 

 （録音図書） 

「明日への声 vol.86」内閣府政府広報室 デイジー版 1 枚（各 5 部） 

 

 

新入図書だより 

 

 ※貸出期限は４週間です。新刊は貸出希望が集中しますので、お早めにご返却お願いします。 

 

点字図書 
  書名・著者名・巻数・製作館・内容の順にご紹介します。製作館名のない点訳者名のみの図書

は、当センターが製作した図書です。 

 

今号のご紹介は、13 タイトルです。 
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歴史 

１．東京の謎（ミステリー） －この街をつくった先駆者たち－  門井慶喜著  全３巻  小島肇点

訳 

 なぜ浅草は東京の奈良なのか。なぜヱビスビールは目黒だったのか。なぜ江戸は首都になった

のか。東京をめぐる２３の「謎」を、博覧強記の作家が解き明かす。 

 

技術 

２．毎日、無理なく、機嫌よく。－４０代からの暮らしを楽しむ小さなヒント－ 香菜子著  全２巻  

中島のぞみ点訳 

 逃げ出したくなったら「よし！」と言う、モヤモヤしたら紙に書く…。人気モデル、デザイナー、そし

て母でもある香菜子さんが、気持ちを軽くし、心と暮らしを豊かにするヒントを紹介するフォトエッセ

イ。 

 

芸術 

３．考証要集 ２ 蔵出しＮＨＫ時代考証資料 大森洋平著  全４巻  吉田克子点訳 

 「おしんこ」と言うのは下品、スリは戦国時代にいた－。テレビ制作現場のエピソードをひきなが

ら、史実の勘違い、思い込み、単なる誤解を一刀両断する。ＮＨＫ制作現場から生まれた時代考

証要集第２弾。 

 

文学 

４．あの頃な  マンボウやしろ著  全４巻  納冨さつき点訳 

 新型コロナウイルスは、人々の生活を一変させた。劇的に変化した世界で生きる人々の日常

は、どこに向かっていくのか。ラジオでコロナを報道し、リスナーの声を聞き続けた著者が、抱えて

きた想いを昇華させた２５本の物語。 

 

５．絆酒 無頼酒慶士郎覚え書き ２  全４巻  中岡潤一郎著  岩本惠子点訳 

 酒をこよなく愛する酒風慶士郎は、出奔した兄弟子を捜して江戸に出てきた灘の蔵人の喜助を

助けた。一緒に兄弟子を捜すうちに、金四郎と名乗る謎の男と出会う。金四郎は、幕閣の間で下り

酒をめぐる陰謀が渦巻いていると言い…。 

 

６．君の名前の横顔  河野裕著  全６巻  納冨さつき点訳 

 夫を亡くし、小学生の息子・冬明を一人で育てるシングルマザーの愛。父親の死後、義母の愛と

弟の冬明を見守りながらも、家族という関係に違和感を持つ大学生の楓。「世界の一部を盗む」想

像上の怪物・ジャバウォックを怖れ、学校に行きたがらない冬明に二人は寄り添おうとするが、「紫

色の絵具がなくなったんだ。ジャバウォックが盗っちゃったんだよ」と冬明が告げた日から、現実が

変容していく。 

 

７．子供の領分  吉行淳之介著  全３巻  馬渡陽子点訳 
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 大人と子供の領域を往還する少年。そのどこか醒めた目には何が映るのか。２人の少年の間の

危うい均衡を描く表題作など、思春期の波立つ心と体を澄んだ筆致でとらえた１０篇。随筆「子供

の時間」など２篇も付す。 

 

８．マルメロ草紙 －éｄｉｔｉｏｎ ｃｏｕｒａｎｔｅ－  橋本治著  全４巻  内藤久美子点訳 

 大実業家エミールと夫人シャルロット。夫人の妹で女優を目指すナディーヌ。夫妻の館に美しい

中尉が招かれ、３人の心に波風が立ち始め…。二十世紀初頭の巴里を豪華絢爛に蘇らせた傑作

耽美小説。 

 

９．これは、アレだな  高橋源一郎著  全４巻  杉山千津子点訳 

 故きを温ねて、新しきを知れば、世界が違って見えてくる！ 著者が読んだり、見たりしたものの

中から、似たものやそっくりなものを思い起こし、新旧・話題作の「ツボ」を探るエッセイ集。 

 

10．花森安治 人と物２  花森安治著  全１巻  松尾みどり点訳 

 戦後まもない１９４８年に『暮らしの手帖』を創刊した花森安治は、豊かで美しい毎日の生活を伝

えるために、文章もイラストも自らペンをとった名編集長でした。そこにはくらしを大事にすること

が、二度と戦争を起こさない世の中をつくるという信念がありました。ほんとうに美しい装いを女性

に向けて語る「若いひとに」他３編を収録。 

 

11．ベスト・エッセイ ２０２１  日本文藝家協会編  全４巻  馬渡陽子点訳 

 大きく変わった暮らしのなかで、それでも私たちは喜びや悲しみや笑いを胸に抱いて生きてい

る。星野智幸、重松清、俵万智、久田恵ら、一流文筆家の名文を収録。日本文藝家協会編纂のエ

ッセイ・アンソロジー。 

 

12．ラウィーニア  アーシュラ・Ｋ．ル＝グウィン著 谷垣暁美訳  全７巻  東中川新子点訳 

 イタリアのラティウムの王女ラウィーニアは、礼拝のために訪れた一族の聖地アルブネアの森

で、はるか後代の詩人ウェルギリウスの生き霊に出会う。そして、トロイア戦争の英雄アエネーア

スの妻となる運命を告げられ…。 

 

13．変身  フランツ・カフカ著 川島隆訳  全３巻  馬渡陽子点訳 

 「おれはどうなったんだ？」 平凡なサラリーマンのグレゴールはベッドの中で巨大な虫けらに姿

を変えていた。変身の意味と理由が明かされることはなく、不条理な物語が展開していく。最新の

カフカ研究を踏まえた新訳。 

 

 

児童点字図書 

  書名・著者名・巻数・製作館・内容の順にご紹介します。 
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今号のご紹介は、８タイトルです。 

 

文学 

１．うりぼうウリタ もりのがっこう  おくやま ゆか作  全１巻  日本ライトハウス 

 いのししの子、うりぼうのウリタはくいしんぼうであわてんぼ。森の学校に通って、ともだちと遊ん

でいます。そんなウリタの、ゆかいで楽しい毎日のお話４話。 

 

２．＜おめでたこぶた その１＞ 四ひきのこぶたとアナグマのお話  アトリー アリソン作、すが

はら ひろくに訳  全２巻  日本ライトハウス 

 木かげの小道のほとりで、四匹のこぶたのきょうだいが、親代わりのアナグマと幸せに暮らして

います。なかでもとびきり元気な末っ子のサムは、いつも好奇心旺盛。「幸運」をさがしに旅に出た

り、森にたきぎ集めに行って川でおぼれそうになったり…。想像力が広がる全６話を収録。 

 

３．ごいっしょさん  松本聡美作  全１巻  日本ライトハウス 

 ある日のこと、同じクラスの宮本くんが、ぼくに聞いたんだ。「『ごいっしょさん』って知ってる？」っ

て。「ごいっしょさん」は、秘密の言葉を唱えると勇気をくれる妖怪だ。だけど本当は、妖怪博士の

ぼくが友だちを励まそうとして…。不思議な「ごいっしょさん」パワーが巻き起こすうれしい出来事と

友だちの輸、友情の物語。 

 

４．こども詩集 わくわく  全国学校図書館協議会編  全１巻  日本ライトハウス 

 「ひとりでも多くの子どもたちに読書の喜びを！」と、小学生に読んでもらいたい近現代詩 52 篇

を収録。谷川俊太郎、まどみちお、阪田寛夫、岸田衿子、川崎洋、工藤直子、長田弘、草野心平、

宮沢賢治など、詩人 30 余名の作品を掲載。 

 

５．西遊記 １４ 寂の巻  斉藤洋文  全２巻  日本ライトハウス 

 玄奘三蔵の一行がやってきた朱紫国では、「国王の病気を治した者に、国土の半分を与える」と

告知が出されていた。国王に呼び出された孫悟空は、脈を計るふりをし、丸薬を作るまねをしなが

ら、本当の原因を探り、その病魔退治に乗り出す…。西遊記シリーズ第 14 弾。 

 

６．手と手をぎゅっとにぎったら  横田明子作  日本ライトハウス 

 ぼくたち虹川小学校の四年生は、栗の木特別支援学校で交流授業をすることになった。でも、特

別支援学校っていったいどんな学校で、どんな子たちが通っているんだろう。事前学習で初めて

訪れた特別支援学校は、ぼくにとって驚きの連続だった･･･。 

 

７．パイパーさんのバス  クライマー エリナー作 小宮由訳  全１巻  日本ライトハウス 

 パイパーさんは路線バスの運転手。ある日、迷い犬がアパートまでついてきて、次に、猫とひよ

こもやってきて、一緒に暮らすことになりました。でも、大家さんに、動物たちを追い出すようにい
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われてしまい･‥。おんぼろバスに乗って旅に出たパイパーさんの、ほのぼのと心あたたまるお話

です。 

 

８．やぎこ先生いちねんせい  ななもりさちこ文  全１巻  日本ライトハウス 

 春の訪れとともに、山里の小さな小学校にやってきたのは「先生一年生」のやぎこ先生。さっそ

く、入学したばかりの一年生子やぎだちと、ハラハラドキドキの一年が始まります。けれども事件を

起こしてしまうのは、やぎこ先生ばかり。学校に着ていく服に悩みすぎて遅刻したり、夏休みの宿

題を出し忘れてしまったり…。でも、八匹の子やぎたちは、元気なやぎこ先生の背中を見ながら、

たくましく成長していきます。 

 

 

デイジー図書 
書名・著者名・時間・製作館・内容の順にご紹介します。製作館名のない音訳者名のみの図書

は、当センターが製作した図書です。 

 

今号のご紹介は、1３タイトルです。 

 

哲学 

１．人間関係の困った！が１００％解決する行動心理学  植木理恵監修  5 時間 21 分  辻雅

子音訳 

 もう面倒な相手に振り回されない！ 「悲しい映画を観て泣く人は腹黒い」「女性に対して〈やって

あげたよ感〉は出すな」「ストレス解消には〈人助け〉が効果的」など、心理学者・植木理恵が使える

心理メソッド５３を教える。 

 

社会科学 

２．それでも、生きる。 －ＮＨＫ取材班が聴いた被災地３０００人の声 クローズアップ現代－  Ｎ

ＨＫ報道局社会部著  4 時間 9 分  松本昌代音訳 

 震災後１年の被災者の現在を描き大反響を読んだ、２０１２年３月放送のＮＨＫ「クローズアップ

現代」。直接取材した記者が、番組内に収まり切らなかった被災者の思いや背景を含めて執筆。

アンケートの自由記述欄の一部も紹介。 

 

３．水害列島 土屋信行著 ９時間１１分 日本ライトハウス 

 毎年起きる大水害。ゼロメートル地帯が広範囲に広がる東京・大阪・名古屋は特に危険だ。どう

対処するべきか？ 土木・災害の専門家による大水害に立ち向かうための指南書。 

 

技術 

４．繊細な人の仕事がうまくいくファッションのルール アズ直子、長友妙子著 5 時間 22 分 日

本ライトハウス 
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 苦しい、かゆい、重い…大事な仕事に集中できない。そんな悩みにさようなら！ 体質と気質の

過敏さによって着る、履く、着けることに負担を感じる「ファッション弱者」の女性経営者にスタイリ

ストがリアルな解決策を提案する。 

 

芸術 

５．声ってステキ！ －あなただけの声を育てる本－  青島広志著  ３時間 53 分  一ノ瀬 靖

子音訳 

 大勢を前にした「面接」「プレゼン」から、１対１の「口説き」、ステージでの「歌唱」まで。知って得

する発声テクニックを明かす。落語家・春風亭小朝による特別寄稿も収録。 

 

６．役者ひとすじ 続 「無法松の一生」三十七年ぶり再演のすべて  工藤堅太郎著  12 時間  

上村弘子音訳 

 ２０１５年、思い出の「初舞台作品」が再演された。共演者の意外な素顔と、彼らを支える人たち

の優しさにホロリ。７４歳となった俳優・工藤堅太郎が、あの町この町を愉快に旅した、ハプニング

続きの半年間を綴る。 

 

７．トップアスリートたちが教えてくれた胸が熱くなる３３の物語と９０の名言  西沢泰生著  ５時

間 20 分  増子よし子音訳 

 日々、自分を磨き、戦い続けるアスリートのメンタルは、鋼のように強く、竹のようにしなやか。オ

リンピック選手たちを中心に、プロ野球やサッカーなど、幅広い競技のアスリートたちのエピソード

と名言を紹介する。書き下ろし。 

 

８．奈落の底から見上げた明日  照ノ富士春雄著  ５時間 23 分  宮本弘子音訳 

 大関に昇進するも度重なるけがと病により序二段まで降格。引退を覚悟しながら上を目指し、横

綱までに昇りつめた照ノ富士。「七転び八起き」の相撲人生を自ら振り返る。関係者１３人の証言も

収録。 

 

９．すごすぎる将棋の世界  高橋茂雄著  4 時間 52 分  中山幸子音訳 

 棋士のすごさ、注目の棋士、将棋史に残るエピソード、ＡＩ対棋士、しょうぎ飯…。あらゆる角度か

ら、サバンナ高橋が将棋の魅力を語り尽くす。渡辺明名人とのスペシャル対談も収録。 

 

１０．天才少年棋士を育てた杉本師匠！将棋の「しょ」の字も知らない私を、将棋ができるようにし

てください！！  杉本昌隆著  4 時間 29 分  中山幸子音訳 

 藤井聡太二冠の師匠としても知られる杉本昌隆八段が、将棋のことを何もわからない編集者を

やさしく指導。そのようすを、そっくりそのまま紙上に再現する。超がつくほどの初心者でも将棋が

できるようになる入門書。 

 

文学 
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１１．威風堂々 （下） 明治佐賀風雲録  伊東潤著  14 時間 44 分  江﨑順子音訳 

 「日本」という新しい国家のために邁進する大隈重信。国会開設、内閣総理大臣就任、早稲田大

学創立…。数多の事績を残し、幕末、明治、大正と時代を駆け抜けた巨人の生涯を描く。 

 

１２．スレイヤーズ ８ 死霊都市の王  神坂一著  ４時間 20 分  筒井仁子音訳 

 魔竜王事件により表舞台に出てきた黒幕は冥王フィブリゾだった！ ガウリイを人質に取られた

リナは、フィブリゾとの対決を余儀なくされる。逆転を賭けた完全版重破斬（ギガ・スレイブ）だった

が、これこそフィブリゾの望む滅びだった！ 

 

１３．9 割は無駄。  志茂田景樹著  ３時間８分  古川るみこ音訳 

 無駄な時間を過ごしているのではないか、と不安になることがあるかもしれない。けれど、無駄

だと思っていることはけして無駄じゃない。８１歳の志茂田景樹が、人生を悔いなく築くためのメッ

セージを伝える。 

 

１４．背進の思想  五木寛之著  ４時間  中山幸子音訳 

 ひたむきに「前進」するだけが、生きることではない。人間は記憶と過去の集積体なのだ。時に

は、後ろを向きながら前へ進む。混迷と不安の時代を生き抜く〈反時代的〉思考法。 

 

１５．みんなしあわせになあれ！！ ふたごママ子育て支援奮闘記 －佐賀新聞「日だまり」「とも

しび」より－  中村由美子著  ６時間 47 分  宮本弘子音訳 

 ふたごを含め３人の子どものママになった著者が佐賀新聞で２００３年より１７年間連載していた

子育て・子育て支援コラムの集大成。楽しいことも辛いことも素直に書き上げた心がほっこりする

一冊です。 

 

 

サピエで人気のある本 

点字図書 

 全国で製作された点字図書で、過去３月間での利用ベスト１００の中からいくつかをご紹介しま

す。これらの図書は他館製作です。貸出を希望される方はご連絡下さい。書名・著者名・巻数・内

容の順にご紹介します。 

 

 5 タイトル紹介します。 

１．にっぽん全国おみやげおやつ 甲斐みのり著 全 2 巻 

 お取り寄せできるおやつ、あの人に贈るおやつ、地方の旅みやげ、絵本のようなおやつ…。４７

都道府県のお菓子屋約１８０軒の店舗情報と、おすすめのおやつを紹介する。データは２０２１年１

０月現在。 
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２．おわかれはモーツァルト 中山七里著 全 4 巻 

 盲目の人気ピアニスト・榊場隆平に因縁をつけたフリーライターが銃殺される。容疑者にされ窮

地に立った榊場を、彼と同様ショパンコンクールのファイナリストに名を連ねた岬洋介は救えるの

か？ 

 

３．切り身なのになぜ刺身？ －知っているようで知らない日本語の秘密－ 語源の謎研究会編 

全 3 巻 

 「思う壷」ってどんな壷？ 蒸して売るのになぜ「焼売」？ 「真っ赤な嘘」はなぜ黒でなく赤？ 

「野次馬」ってどんな馬？ ７０２語の思わず人に話したくなる語源を、イラストと合わせわかりやす

く紹介する。 

 

４．浮世小路の姉妹 －長編時代小説－ 佐伯泰英著 全 5 巻 

 町火消の見習いの少年は、火事で両親と店を失った、老舗料理茶屋の姉妹を知り、火付けの下

手人を探ることになる。日本橋を舞台にした、絆と信頼の物語。 

 

５．面白すぎる！日本史の授業 －超現代語訳×最新歴史研究で学びなおす－ 河合敦，房野

史典著 全 4 巻 

 戦国の革命児・信長は保守的な大名だった？ 龍馬がつないだ「薩長同盟」は倒幕を目指してい

なかった？ 歴史芸人と歴史研究家が楽しく洗いなおす、大人も子どもも一気に読める日本史の

入門書。 

 

デイジー図書 

全国で製作されたデイジー図書で、過去３月間での利用ベスト１００の中からいくつかをご紹介

します。これらの図書は他館製作です。貸出を希望される方はご連絡下さい。書名・著者名・時

間・内容の順にご紹介します。 

 

 5 タイトル紹介いたします。 

１．風のことは風に問え －太平洋往復横断記－ 辛坊治郎著 7 時間 52 分 

 往復２００００キロ。ただ一人ヨットで太平洋を横断した辛坊治郎は、１３８日もの間、洋上で何を

思い、何を考えていたのか。一度は断念した太平洋横断から８年、６５歳にして再度挑んだ戦いの

記録。 

 

２．奪還 小杉健治著 6 時間 11 分  

 有原和樹の妻が自宅で殺害された。夫婦仲が悪くアリバイがなかったため、和樹が逮捕される。

担当弁護士の鶴見は、和樹が犯行時刻に居酒屋でアイヌの楽器を持った男と出会ったという言葉

を信じるが、探し出した男は…。 
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３．アイスクライシス 笹本稜平著 11 時間 40 分 

 資源探査会社に勤める郷田は、海底油田の探査のために北極の基地にいた。ある日、北極海

の水中で核実験が行われる。そのことを知らない郷田たちは、いつの間にかマイナス４０度の世界

で孤立して…。 

 

４．全盲の弁護士竹下義樹 小林照幸著 11 時間 19 分 

 日本で初めて誕生した全盲の弁護士竹下義樹、点字による司法試験は実施不可能とされてい

た重い扉を自らこじ開け、九回目の受験でついに夢見ていた弁護士となる第一歩を手に入れた。

定評のあるノンフィクション作家が活写する。「武闘派弁護士」の劇的人生、現在進行形の挑戦記

です。 

 

５．鷹の系譜 堂場瞬一著 11 時間 5 分 

 昭和天皇崩御の日に起きた殺人事件。捜査一課と公安一課、相容れないはずの組織が日本の

転換点で密かに交錯し…。父の道を継ぎ鷹となった息子たちを描いた「日本の警察」平成編。 

 

 

 

 

 

ちょこっとひとこと 

 ２０２３年１月から始まる NHK 大河ドラマのタイトルは「どうする家康」です。主人公の家康を演

じるのは嵐の松本潤さんです。家康の生涯を、いま、最も期待される脚本家のひとり、古沢良太さ

んが新たな視点で描く大河ドラマだそうです。 

 大河ドラマにちなんで、サピエ図書館にある家康に関する図書をご紹介いたします。貸出希

望の方は、当センターまでお問い合わせください。 

 

 10 タイトルです。書名・著者名・内容の順にご紹介します。 

 

１．信長と家康 －戦国物語－ 山本周五郎著 

 山本周五郎は二人の天下人をいかに見つめていたのか？「信長編」四篇と「家康編」四篇から立

ちのぼるその姿とは。傑作戦国短編集。山本周五郎は、二人の天下人をいかに見つめていたの

か？ 多くの時代小説を書き残した山本周五郎だが、その作風からけっして戦国武将を正面から

描くことをしなかった。  ここに集めた、八篇は信長、家康に仕えた家臣達の物語だ。しかし、その

背景に確かに存在する二人の天下人への眼差し。 「信長編」の四篇と「家康編」の四篇から立ち

のぼるその姿とは！？ 
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２．家康の遠き道 岩井三四二著 

 家康は悩んでいた－手に入れた天下を死後もどう無事に守り、保ちつづけるのか。戦国を勝ち

抜いた〈怪物〉が辿り着いたこたえとは。戦国武将の心を赤裸々に暴く。 

 

３．徳川家康 －逃げて、堪えて、天下を盗る－ 岳真也著 

 負けて逃げて、負けて逃げての繰り返し…。なぜ、かような男が乱世を制することができたの

か。忍従を強いられた壮年期から、大勝負に打って出た晩年まで、家康の秘められた胸中を独白

体で描き切った歴史長編。 

 

４．家康、江戸を建てる 門井慶喜著 

 豊臣秀吉が徳川家康に要求した国替えの真意は、低湿地の土地と豊饒な所領の交換であっ

た。家臣団が激怒する中、なぜか家康は要求を受け入れ…。ピンチをチャンスに変えた天下人の

挑戦を描く。 

 

５．もしも徳川家康が総理大臣になったら －ビジネス小説－ 眞邊明人著 

 コロナを収束させ、信頼を取り戻せ！ ２０２０年、ＡＩとホログラム技術で復活した偉人たちで構

成された徳川内閣に課せられたミッション。果たして最強内閣は、日本を救えるのか？ 教養溢れ

る新感覚エンターテインメント。 

 

６．家康 １～６ 安部龍太郎著 

 今川義元の元で人質として過ごしていた松平元康。桶狭間の戦いで義元が織田信長に討たれ

ると、その混乱に乗じて岡崎城へ入城し今川氏と決別。名を徳川家康と改め、版図を広げていくが

…。 

 

７．戦国日本と大航海時代 －秀吉・家康・政宗の外交戦略－ 平川新著 

 日本はなぜ「世界最強」スペインの植民地にならなかったのか？ 秀吉の朝鮮出兵、鎖国へ急

転した家康、遣欧使節を送った政宗の狙い…。史料を通じて、戦国日本とヨーロッパ列強による駆

け引きを描きだし、数々の謎を解明する。 

 

８．天下 －家康伝－ （上）・（下） 火坂雅志著 

 信玄・謙信のような軍略の才も、信長の突破力も、秀吉の人間的魅力も持ち合わせていない戦

国武将が、なぜ天下人になれたのか。戦国乱世を終らせた武将・家康の実像を描く。 

 

９．家康謀殺 伊東潤著 

 信長、秀吉、家康ら、天下人が仕掛ける情報戦。翻弄された男たちの悲運とは。桶狭間合戦から

大坂の陣までを鮮烈に描いた戦国小説集。表題作をはじめ全６篇を収録。 

 

10．将軍家康の女影武者 近衛竜春著 
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 商家の女番頭としての機転を買われ、徳川家に奉公することになった卯乃。さらに持ち前の胆力

と戦況を読む力から、影武者を命じられ、関ケ原、大坂冬之陣、夏之陣で家康の身替わりとなり参

陣し…。実在の側室の生涯を描く。 

 

 

 

 

インフォメーション 

◆デイジー再生機を貸し出しております。カセットテープのみで読書されている方で、デイジー再

生機の購入を考えておられる方を対象に PTR3 と PTN3（再生専用）を 3 ヶ月間に限り、貸出をお

こなっています。使い方が分からない場合は、貸出にあたって職員がご説明に伺います。貸出を

希望される方は当センターまでご連絡下さい。 

 

◆貸出タイトル数と貸出期限について。１回にお貸しするタイトル数は点字図書が５タイトル、録音

図書が１０タイトルまで。貸出期限は点字・録音図書とも４週間です。なお、著しく長期にわたり返

却しない等の行為があった場合、一定期間貸出を停止いたします。 

 

◆当センターでは、点訳・録音図書の製作や貸出サービスを主な業務としていますが、利用者の

方からのお問い合わせやご希望に対して、以下のサービスも行っています。 

・レファレンスサービス…利用者からのお問い合わせに対して、図書の検索や紹介、資料の提供

を行うサービスです。 

・プライベートサービス…個人的に必要な情報を点訳・録音するサービスです。たとえば、歌詞カ

ード、取り扱い説明書など、ご要望に応じてできる範囲で点訳または音訳を致します。尚、点訳・

音訳に要する費用は自己負担して頂きます。 

・対面朗読…お手持ちの資料、取り扱い説明書などを対面で朗読するサービスです。 

いずれも、ご希望の方は当センターに気軽にご相談ください。 

 

◆絶賛貸出し中！佐賀新聞購読者へ毎月第１、第３金曜日に届けられている情報誌「Ｆｉｔ ＥＣＲ

Ｕ」（フィット エクリュ）の音声版を製作しております。発行は月に一度、内容は県内のグルメ情報

や著名人のインタビューなどです。定期購読を希望される方は、当センターまでご連絡ください。 

 

◆佐賀県広報広聴課より毎月発行されています「県民だより さががすき」デイジー版の定期購読

者を募集しています。内容は県政トピックス・情報ひろば・インフォメーションなど、佐賀をよりよく

深く知ることができる記事となっています。定期購読を希望される方は当センターまでご連絡くだ

さい。 
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