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１．

２．

３．

４． 図書の内容紹介で、漢字の読みが調査不能のものについては、推定読みとします。

「他府県点字図書館製作の新刊情報」は、全国の点字図書館のご協力により

掲載しています。

デイジー図書は、断りのないときは全てＣＤ１枚です。

凡　　　　　　　例

書名は五十音順に配列されています。

全ての書名の前に通し番号がついています。

「新着図書」は、２０２３年１月～２０２３年２月にひかり文庫で受入れたものです。

当館製作のものは、<自館>と記載しています。



点字　厚生　　　第２９４号

東京水素ビジョン

東京くらしねっと
令和４年度　No.５　通巻１９８号

声の広報　厚生　第２８１号
２０２３年１・２月

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

テープ図書の案内

書　　　　　　名 著　　　者　　　名 巻数 製作館

☆ウィーンに六段の調
～戸田極子とブラームス～

萩谷　由喜子

１． お知らせ

（１） 休館日のお知らせ

３月は、２４日（金）、４月は、１０日（月）および２８日（金）が休館日です。

お電話は開館日の午前１０時から午後６時までにお願いします。

（２） 資料をさしあげます

公平を期すため３月２３日（木
キ

）以降に電話優先で先着順に受け付けます。

受付締切日は４月２１日（金
キン

）です。また、お一人２点までとさせていただきます。

◇ 点字

① 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

◇ テープ

① 東京都福祉保健局

◇ CD

①

◇ デイジー

①

東京都消費生活総合センター

２．

☆は音声デイジー図書もあります。

（１） 他府県点字図書館製作のテープ図書新刊情報

番号

1 7
山口
盲福

岩倉具視の娘に生まれ、ブラームスに箏を弾じた「戸田伯爵夫人極

子」。最後の大垣藩主・戸田氏共に嫁ぎ、日本の西洋化や外交を支え

…。明治期に海を渡った女子留学生達の奮闘を背景に、戸田伯爵夫

人の波瀾に満ちた生涯を描く。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名 巻数 製作館

☆ｅｃｒｉｔｕｒｅ新人作家・杉浦李奈の推論　３
～クローズド・サークル～

松岡　圭祐

☆微かな吐息につつまれて～詩集～ 小野　ちとせ

☆絡まり合う生命
　～人間を超えた人類学～

奥野　克巳

☆小さな「ことば」の大きな力
　～元気が出る、勇気が湧く、やさしくなれ
る「ことばの泉」～

蒲田　惠里

☆認知症の人を元気にする言葉かけ・不
安にさせる言葉かけ

尾渡　順子

☆文にあたる 牟田　都子

番号

2 6
函館

視障図

刊行小説２作がいずれも１００万部を突破した作家、櫻木沙友里を発掘

した出版社が新人作家を募集することに。ラノベ作家の杉浦李奈は、

同業者の那覇優佳とともに選考に参加する。２人は合格し、離島での

祝賀会に招かれるが…。

3 1
都城
点図

摘み取られたものも　穫り込まれたものも　たちまち　ほどなく　色褪せ

て　土の色へと　かえってゆく（「水のキャンバス」より）　ときに光となって

躍動し、ときに水となって沈潜する言葉。前作「記憶の螺旋」に次ぐ第３

詩集。

4 8
北海
点図

ボルネオの闇夜の森で微睡む人類学者は、自分がアリの世界の一員と

なったと感じて…。「この世界は人間だけのものではない」という深い実

感から出発し、動物、死者、そして生命そのものへと向かう全く新しい人

類学の探求。

5 4
都城
点図

もっと明るく、もっと楽しく、もっと元気に暮らしたい人へ、素敵な生き方

をしてきた女性のことばと人となりを紹介。ジャンヌ・ボッセ、江角ヤス、

神谷美恵子を中心に、向井千秋、アンネ・フランクなど６２人を取り上げ

る。

6 4
島根西
視情セ

介護の場面やＢＰＳＤ出現時に認知症の人が安心して落ち着く言葉か

けと対応のコツを、場面別に紹介。高齢者とのコミュニケーションの基本

や、コミュニケーションに活かす認知症の基礎知識なども解説する。

7 5
山口盲

福

書物へのとまらない想い、言葉との向きあい方、仕事に取りくむ意識

…。〈本を読む仕事〉という天職に出会って１０年と少し。無類の本読み

でもある校正者が、本の読み方、本とのつき合い方、本への思いのたけ

を綴る。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

家族のトリセツ 黒川　伊保子

感覚過敏の僕が感じる世界 加藤　路瑛

吸血鬼と猛獣使い 赤川次郎

疑惑領域　～突撃警部　長編小説～ 南英男

大正浪漫
～ＹＯＡＳＯＢＩ『大正浪漫』原作小説～

ＮＡＴＳＵＭＩ

３． デイジー図書の案内

（１） 新着デイジー図書

番号

8 3:51
なぜ家族をストレスに感じるのか。親子、兄弟、夫婦。イライラやすれ違

いの具体例を挙げながら、そのメカニズムを脳科学の観点からわかりや

すく解説。家族という“他人”とうまく付き合うための実践的方法を綴る。

＜自館＞

9 4:26
服は痛い。食べもののにおいは苦痛。街はうるさくて耐えられない。世

界は刺激が多すぎる－。「わがまま」として見過ごされやすい特有の感

じ方について、感覚過敏の１６歳の高校生が実体験をまじえて伝える。

＜自館＞

10 3:22
町を渡り歩くサーカス団から、ライオンが脱走した！？　同じ頃エリカは

早朝の電話でたたき起こされる。家庭教師をしていた教え子が家出し

たらしく、原因はエリカにあると責められて…？　表題作他全３編を収

録。　　＜自館＞

11 7:33
５０代の会社経営者が殺された。一向に進展しない捜査に、刑事部長

直属の突撃警部、真崎航へ密命が下る。だが、次々に浮上する容疑者

には、すべてアリバイがあった。真犯人は誰か。最後に明らかになる真

相とは…。　　＜自館＞

12 3:00
時翔のもとに届いた不思議な手紙。令和と大正、１００年の時を超えた

恋の行方は…。「小説を音楽にするユニット」ＹＯＡＳＯＢＩの恋愛ソング

の原作小説。ｉｋｕｒａの朗読動画を視聴できるＱＲコード付き。

＜自館＞
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

図書館通信第６６号季刊（冬）
～豊島区立中央図書館報～

豊島区立中央図書館

日本茶の世界 高宇政光

引きこもりでポンコツだった私が女子プロ
レスのアイコンになるまで

岩谷麻優

夜、寝る前に読みたい宇宙の話 野田　祥代

ロボット・イン・ザ・ホスピタル
デボラ・インストール

松原　葉子　訳

番号

13 0:50
豊島区立中央図書館が発行する、図書館の魅力を伝える情報誌・図

書館通信。様々な方々から寄せられた、図書館への思いが詰まった盛

りだくさんな記事は必見です。豊島区立中央図書館の新たな一面を発

見してください。季節ごとの発行です。　　＜自館＞

14 6:38
１２世紀末に臨済宗開祖・栄西が中国から持ち帰って以降、日本人に

欠かせないものとなった日本茶。茶畑の日光状態とうまみの関係、番

茶・煎茶が誕生した理由、幕末の海外輸出秘話、多彩な茶葉の特徴と

製法などを紹介する。　　＜自館＞

15 7:29
「ポンコツ」と呼ばれた少女はなぜ、世界に通用する女子プロレスラー

になれたのか？　スターダムのエース・岩谷麻優が、スターダムのこと、

引きこもりのことなどを語った自伝。彼女の魅力に迫る特別対談等も掲

載。　　＜自館＞

16 4:49
なぜ私たちは、時速１０万キロでひた走る、小さな岩の惑星に生まれて

きたのか？　空気と生命、月の意外な生い立ち、地球と人の未来、銀河

系への旅…。科学に軸を置きつつ、できるだけやさしく「宇宙からの視

点」をつづる。　　＜自館＞

17 8:27
長かったパンデミックが終息し、チェンバーズ一家にも平穏な日々が

戻ってきた…はずはなく、てんやわんやの毎日。そんな中、タングは

ずっと胸に抱いていた夢に向かって、小さな一歩を踏み出すことに…。

＜自館＞
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

製作館

蒼海館の殺人 阿津川　辰海

居酒屋と県民性
～４７都道府県ごとの風土・歴史・文化～

太田　和彦

沖縄「格差・差別」を追う
～ある新聞記者がみた沖縄５０年の現実～

羽原　清雅

おしどり探索帖　～雨降って地固まる～ 森山　茂里

飼いならす
～世界を変えた１０種の動植物～

アリス・ロバーツ
斉藤　隆央　訳

（２） 他府県点字図書館製作のデイジー図書新刊情報

番号

18 16:23
旭川
点図

学校に来なくなった「名探偵」の葛城に会うため、僕はＹ村の青海館を

訪れた。激しい雨が降り続くなか、連続殺人の幕が上がる。濁流押し寄

せる館が沈めば、探偵も、犯人も、全員死ぬ－。精美にして極上の本

格ミステリ。

19 7:31
早川
福祉

居酒屋での客の酒の飲み方には大いに県民性が表れる。無口になが

く飲む東北人、粋を気取る東京人、女も盛大に酒を飲む高知人…。そ

こに住む庶民が裸になる、居酒屋から見えてきた各地の県民性を語

る。加筆し文庫化。

20 9:29
名古屋
鶴舞

沖縄における格差や差別。限りない理不尽さは昨日今日、始まったわ

けではない。明治時代に作り上げられた軍事体制がいまも変わらず沖

縄を苦しめる－。琉球処分に始まる沖縄の受難を細密かつ立体的に記

述する。

21 6:52
日赤

北海道

小禄の旗本・星川光次郎は剣の達人で無役の身分を幸いと気ままに

暮らす。妻の茉美は夫を心から信頼している。ある晩、光次郎と茉美は

辻斬りの現場に遭遇。さらに旗本のお供の太鼓持ちまで辻斬りに遭っ

て殺されて…。

22 22:12
豊田市
中図

ヒトが動植物を手なずけたことで、文明が始まり、歴史が変わった－。考

古学や最新の遺伝学の知見等も織り交ぜながら、飼いならした自然と、

われわれ自身に対する責任を問い、サピエンスの原罪を鮮やかにあぶ

り出す。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

製作館

髪結百花 泉　ゆたか

幸福幻想～うさぎとマツコの人生相談～
中村　うさぎ

マツコ・デラックス

この父ありて　～娘たちの歳月～ 梯　久美子

罪悪感ゼロごはん
～おいしくて太らない、すごい夜レシピ
ぜんぶ３００ｋｃａｌ以下なのに大満足！～

じゅん

ストーンサークルの殺人
Ｍ．Ｗ．クレイヴン
東野　さやか訳

ナゾトキ・ジパング 青柳　碧人

23 6:22
旭川
点図

遊女に夫を寝取られた梅は、吉原が大嫌い。しかし、離縁をきっかけ

に、吉原で髪結をしている母の跡を継ぐことに。少しずつ生気を取り戻

していく梅だが…。絶望の中でも逞しく生きていこうとする女たちを濃密

に描いた時代小説。

24 6:26
福島
点図

コンプレックス、依存、恋愛、家族関係…。「こうあるべき」を解放すれ

ば、もっと楽に生きられる。自分で自分を救済する方法を伝える、中村

うさぎとマツコ・デラックスの人生相談。『サンデー毎日』連載を加筆修

正。

25 7:07
日赤

北海道
石牟礼道子、茨木のり子、田辺聖子…。戦中・戦後の激動の時代、“書

く”という困難な道を選んだ９人の女性たち。唯一無二の父娘関係が生

んだ、しなやかで力強い彼女たちの生き様を描く。

26 2:22
群馬
点図

やみつきのウマさ。なのに低カロリー＆低糖質！　汁なし担々麺、カニ

オムレツ、抹茶チーズアイスなど、ボリューム満点な丼ものから麺類、デ

ザートまで、３００ｋｃａｌ以下で栄養バランスの整ったレシピを８０品紹介

する。

27 15:13 日点図
英国のストーンサークルで続発する焼殺事件。被害者の体にはなぜか

停職中の警察官ワシントン・ポーの名が刻みつけられていた。身に覚え

のないポーは処分を解かれ、捜査に加わることに。しかし事件は思いが

けない展開へ…。

28 9:02
さいたま
中央図

「ミョーデス。武士がイノチを絶つときは、腹を切るときいてイマス」　東京

で富士登山、茶室で入浴、スコップですき焼き！？　留学生ケビンが日

本文化への愛と知識で事件に挑む！　『ＳＴＯＲＹ　ＢＯＸ』連載に加筆

し書籍化。

番号
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

製作館

８０歳の壁 和田　秀樹

母はもう春を理解できない
～認知症という旅の物語～

藤川　幸之助

不本意ながらいきなり「手錠」
～参院選モヤモヤ逮捕劇～

渡辺　強

ポジティブスイッチ
～絶望からの思考革命～

澤邊　芳明

民間療法は本当に「効く」のか
～補完代替療法に惑わされないためのヘ
ルスリテラシー～

大野　智

リバー 奥田　英朗

29 4:18
桐生
点図

食べたいものを食べる、血圧・血糖値は下げなくていい、ガンは切らな

い、おむつを味方にする…。８０歳からの人生、「生老病死」の大きな壁

を越えていくヒントを紹介する。

30 5:23
高知
声点

母が認知症の診断を受けたのは、私がまだ大学を卒業し就職したばか

りの頃でした。認知症の母との２４年間は、生きづらい日々の連続でし

たが…。詩人・藤川幸之助が、認知症の母と母を支えた父や自分自身

のことを綴る。

31 6:38 島根ラ刑事・検事の取調べは「心を折るための作業」。無理やり自白に追い込

む強圧の取調べテクニックも…。選挙違反で逮捕された男が綴る対警

察・検察バトル。わが身を守るための「被疑者十戒」付き。

32 6:39
青森

視情セ

事故前の身体に戻ることは難しい。ならば社会そのものを変えよう。バ

イク事故で身体を動かせなくなるも、ＸＲとＡＩを駆使するクリエイティブ

カンパニーを創業した著者が、問題解決の思考法「ポジティブスイッ

チ」を紹介する。

33 5:42
名古屋
鶴舞

人はなぜ補完代替療法を求めるのか。気になる補完代替療法があると

き、どう向き合い、誰に相談したらよいのか。医師が事例をもとに、怪し

い情報を見極めるコツやポイントを、ステップ・バイ・ステップで丁寧に解

説する。

34 20:04
西宮
視障

渡良瀬川の河川敷で相次いで女性の死体が発見される。１０年前の未

解決連続殺人事件と酷似した手口が、街を凍らせていき…。同一犯

か、模倣犯か？　人間の業と情を抉る群像劇×犯罪小説。『小説すば

る』連載を単行本化。

番号
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数

障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律　医療的ケア児及びその家族に
対する支援に関する法律　教育職員等に
よる児童生徒性暴力等の防止等に関する
法律　他

総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索 1

☆登山者のための法律入門
　～山の法的トラブルを回避する～

溝手　康史

民法等の一部を改正する法律　生殖補助
医療の提供等及びこれにより出生した子
の親子関係に関する民法の特例に関する
法律　他

総務省ｅ－Ｇｏｖ法令検索 1

書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数 製作館

☆万事快調（オール・グリーンズ） 波木　銅

オリーブオイルでとろけるやわらか野菜 朝田　今日子

４． 点字図書の案内

次に紹介する点字図書を、点字データで貸出希望する方はお問い合わせ下さい。
☆は音声デイジー図書もあります。

（１） 新着点字図書

番号

35

36 3
落石で他人にケガをさせたら？　山で焚き火をしてもよいのか？　高校

生の冬山は禁止できるか？　ツアー登山の事故と責任は？　登山中に

生じるさまざまな法的なトラブルと、それに巻き込まれない方法につい

て弁護士が解説。

37

（２） 他府県点字図書館製作の点字図書新刊情報

番号

38 5
上田
点図茨城のどん詰まり、底辺工業高校には噂がある。表向きは園芸同好会

だが、その実態は犯罪クラブ。メンバーは３人の女子高生。彼女たちが

学校の屋上で育てるのは、植物は植物でも大麻だった！

39 2
福岡
点図じっくり加熱するから、かさが減る、消化に良い、うま味が濃い！　長寿

で知られるイタリア・ウンブリア州に長年暮らした著者が、オリーブオイ

ルをたっぷり使った野菜料理のレシピを紹介する。

8



書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数 製作館

☆ジョン・レノン最後の３日間

ジェイムズ・パタースン
ケイシー・シャーマン

デイヴ・ウェッジ　共著
加藤　智子　訳

☆スペース・コロニー宇宙で暮らす方法
向井　千秋　監修・著

東京理科大学スペース・コロ
ニー研究センター　編・著

世界に紹介したい日本の１００人
～日英対訳～

ジェームス・Ｍ．バーダマン
長尾　実佐子　訳

潜入ルポアマゾン帝国の闇 横田　増生

それいけ！方言探偵団 篠崎　晃一

40 9
名古屋
情文音楽を通して、いまも世界に影響を与え続けているジョン・レノン。その

命を奪ったマーク・チャップマン。音楽史史上最大の事件はなぜ起きた

のか。関係者への独占インタビューを盛り込み、２人の男のストーリーを

描く。

41 3
早川
福祉

宇宙で人が暮らす時代が始まっている！　極限環境ともよべる宇宙に

おいて、人が暮らすためには？　酸素や水、食料や電気・エネルギー

を作るには？　さまざまな課題を、技術開発の最前線とともに徹底解説

する。

42 4
福井

視情セ

光明皇后、織田信長、松下幸之助、緒方貞子など、日本社会・文化に

名を残し、時代を動かし、後世に影響を与えた１００人を厳選し、その業

績を英文と和訳、見開きで収録。辞書をひかなくても読めるよう、語注も

掲載する。

43 6
青森

視情セ

“世界最大の小売企業”アマゾンによって、いまや日本市場は制圧され

つつある。果たして、その現場では何が起きているのか。アマゾンのさ

まざまな現場に忍び込み、「巨大企業の光と影」を明らかにするルポル

タージュ。

44 3
兵庫
点図

おがる、ねろねろ、ちんぷりかえる、よんにゅ…。北は北海道から南は

沖縄まで、いざ、魅力溢れる方言の世界へ！　方言学が専門のシノザ

キ先生が集めに集め、書きに書いた『読売新聞』の連載から選りすぐり

の２１２語を収録。

番号
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数 製作館

津軽のイタコ 笹森　建英

☆天の台所 落合　由佳

☆認知症になった蛭子さん
～介護する家族の心が楽になる本～

蛭子　能収

☆夫婦商売

　～時代小説アンソロジー～

青山　文平，宇江佐真理，
澤田　瞳子，諸田　玲子，
山本　一力，山本　兼一

末国　善己　編

☆余命一年、男をかう 吉川　トリコ

45 3
青森

視情セ

イタコの調査を行ってきた著者が一般の読者に向けて著した書。イタコ

を網羅的に理解できるよう、口寄せにはじまり、語源や、霊能者としての

特質等を順を追って解説。宗教の観点からもイタコの巫業、習俗の意

義を論じる。

46 3
鳥取
点図

祖母が亡くなり、料理ができる人がいない朝田家の生活は荒れてい

た。このままではいけないと感じていた小６の天は、ひょんなことから近

所の商店の店主「がみババ」から料理を教わることに…。「料理」を通じ

て家族の絆を描く。児童書。

47 3
名古屋
情文２０２０年７月、認知症であることを公表した著者。公表後も続ける『女性

自身』連載コラムの傑作選を収録するとともに、著者の妻による介護相

談、著者のマネージャーや担当記者の告白なども掲載。

48 3
熊本
点図江戸の海産物問屋で奉公する与茂吉は、上方へ旅立つ女将のお供を

申しつけられた。与茂吉には主から命じられた仰天の使命があって…。

澤田瞳子「痛むか、与茂吉」など、“夫婦”と“お店”を題材にした時代小

説アンソロジー。

49 5
和歌山
点図

片倉唯、４０歳。趣味は節約とキルト作り。進行している子宮がんと宣告

されるが、「もう頑張って生きなくていい」と妙な安堵感に包まれる。そん

な唯の前に、ピンク頭のスーツの男が現れ…。『小説現代』掲載を加筆

修正。

番号

10



書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

あっさり塩煮と、こっくりしょうゆ煮
～５分でおいしくなる煮込み～

角田　真秀

菌運ごはん
～ボケないからだを作る常備菜レシピ　菌を食べ
て幸せ！　ヨーグルト・みそ・納豆が効く！～

井沢　由美子

材料入れてのんびり煮るだけレシピ
～食べれば体が目覚めるひとなべ完結おか
ずスープ＆なべ～

堤　人美

ネバネバごはん！
～ネバ部感動の８５レシピ　オクラ、山いも、
納豆、なめこ、もずく…食べ尽くします！～

岩崎　啓子

バットひとつでまいにちおやつ 黒川　愉子

５． 特集「お料理レシピ本」のご案内

寒さと暖かさが交互に訪れるこの時期。春を迎えるうれしさはありますが、花粉症などがツラくな

る季節でもありますね。そんな時は、お家でゆっくり、おいしいものを作って、のんびり楽しむのは

いかがですか。今月は、ひかり文庫で作成した、おいしいお料理のレシピ本をご紹介します。

（１） デイジー図書

52 3:36のんびり作るもよし、材料を足しながらのんびり食べるもよし。１日分の

野菜がとれるスープ、ダブル食感なべなど、１品作ればおかずいらず

の、ボリュームたっぷりのスープとなべのレシピを紹介します。

番号

50 2:38「塩煮」と「しょうゆ煮」の基本レシピをおさえておけば、アレンジは無限

大！　鶏団子ともやしの塩煮、ぶりと大根のしょうゆ煮など、素材から出

る旨味を生かした、心も体も癒される煮込み料理を紹介する。

51 2:00
きのこ、ヨーグルト、みそ、納豆、塩麹…。腸を元気にキレイにする菌、

発酵食品を毎日幅広くとり入れましょう。菌、発酵食品の持ち味とパ

ワーを最大限に生かした、手頃なものでササッと作って常備できるレシ

ピを紹介します。

53 2:48納豆トマトの中華サラダ、山かけふわとろしょうが焼き、あさりもずくリゾッ

ト…。おいしいだけでなく、健康や美容維持にも欠かせないネバネバ食

材を使った簡単でおいしいレシピを紹介します。

54 2:16スフレチーズケーキ、モカパウンドケーキ、アップルパイ、キャロットオレ

ンジゼリー…。バットの便利な特長を生かした５４のお菓子レシピを、

「ふんわり」「さくさく」など４つの食感にわけて紹介。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

１００円おかずのきほん
～食費がぐ～んと減る！かさ増しワザ満載！～

主婦の友社編

村上レンチン食堂の「１５分で２品」定食 村上　祥子

免疫力をアップさせる野菜のおかず
～１１１レシピ　「免疫」「代謝」「腸力」アップ！～

中村　美穂
安保　徹　監修

ようこそ「料理が苦痛」な人の料理教室へ 本多　理恵子

夜遅やせごはん
～あっ簡単！すぐおいしい！～

岩間　範子　食事法監修
上島　亜紀　料理

ワインがすすむやせつまみ
～割烹小田島流　相性の良さを味わう至
福の晩酌セット８０～

小田島　稔

55 6:21高野どうふから揚げ、厚揚げで肉なしのタコライス、もやしをまぜたヘル

シーつくね…。安い食材でかさ増しするからボリューム満点、野菜も

たっぷり食べられる１００円おかずのレシピを紹介する。

主菜と副菜の２品を、電子レンジだけで下ごしらえ込み１５分で作れるレ

シピ集。季節を感じる材料を使った季節の定食仕立てで紹介します。

ジャケットそでに切り取って使える「ワット数別加熱時間換算表」つき。

番号

60 2:50
４０年以上、「和食とワイン」を組み合わせて料理を提供してきた「割烹

小田島」のオーナーシェフ・小田島稔が、家庭で気軽に作れるヘル

シー料理のレシピとワインのペアリングを提案する。食材別・ワイン品種

別さくいん付き。

57 3:46納豆入り肉みそのレタス巻き、パプリカとカジキの中華炒め、雑穀入り

丸ごとたまねぎスープ、れんこんの甘酒マリネ…。免疫力をアップさせ

健康な体を取り戻し、維持する野菜中心のレシピを紹介する。

58 3:38しんどい料理から自由になるには？　「無理をしない」「堂々とマンネリ

を続ける」「地味で結構」という考えのもと、多くの料理が苦痛な人を

救った料理教室の考え方と解決レシピを紹介。料理のヒントも伝える。

59 3:58
速攻具だくさんスープ＆麺、ガツンと食べても太らない肉＆魚、簡単す

ぎるヘルシーおかず、作りおきサラダ＆マリネなど、夜遅く食べてもダイ

エットできるレシピを紹介。知っておくと太らない、とっておきの情報も収

録する。

56 3:13
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あ　と　が　き

　今月は、お料理のレシピ本を特集いたしましたが、

　お楽しみいただけましたでしょうか？

　今年は、昨年よりも春を楽しめそうな気がしますね。

　お弁当を持ってピクニック、お花見・・・・・。

　今年度最後の「今月の本棚」になりました。

　一年間お読みいただきありがとうございました。

　来年度もできるだけたくさんのテープ図書、デイジー図書、点字図書を

　紹介していきたいと思っております。引き続き、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひかり文庫　一同
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