
１． お知らせ

（１） 休館日のお知らせ

（２） 資料をさしあげます

２． テープ図書の案内

（１） 他府県点字図書館製作のテープ図書新刊情報

３． デイジー図書の案内

（１） 新着デイジー図書

（２） 他府県点字図書館製作のデイジー図書新刊情報

４． 点字図書の案内

（１） 新着点字図書

（２） 他府県点字図書館製作の点字図書新刊情報

５． 特集「シネマデイジー」のご案内

（１） デイジー図書

◇ あとがき

１月号
２ ０ ２ ３ 年 １ 月 １ ５ 日

１ 月 号 （ 通 巻 413 号 ）

毎 月 １ 回 １ ５ 日 発 行

今月の本棚
目　　　　　　次

〒170‐8442 東京都豊島区東池袋 ４－５－２

ライズアリーナビル５階

豊 島 区 立 中 央 図 書 館

   ひ   か   り   文   庫

電話（ＦＡＸ共通）  ０３－３９８３－７８６４

メール hikari@library.toshima.tokyo.jp



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、２０２２年１１月～２０２２年１２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２９３号

ワールド・ナウ　第５７号

ニッポン放送　点字・拡大文字番組表
2022年度後期版

働く世代もシニア世代も
地域とつながって健康になろう（抜粋）

令和4年度版
東京消防庁からのお知らせ

東京くらしねっと
令和４年度　No.４　通巻１９７号

テープ図書の案内

書　　　　　　名 著　　　者　　　名 巻数 製作館

☆悪人釣り面影の月
　～退屈御家人気質～

笛吹　明生

１． お知らせ

（１） 休館日のお知らせ

１月は、２７日（金）、２月は、１３日（月）および２４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１月２３日（月
ツキ

）以降に電話優先で先着順に受け付けます。

受付締切日は２月２２日（水
ミズ

）です。また、お一人２点までとさせていただきます。

◇ 点字

① 東京都福祉保健局

◇ CD

① 東京消防庁防災部防災安全課

◇ テープ

① 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

◇ 点字・大活字合本

① ニッポン放送

② 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

（１） 他府県点字図書館製作のテープ図書新刊情報

番号

1 6
都城
点図

夜釣り仲間である大垣のご隠居こと老中から、「隠密刺客御用」を申し

つけられた速見源二郎。養母ぎんは、飼い猫の縁談のために出かけた

まま帰らない。奇しくも同じ頃、水戸藩付け家老の妹・きんがさらわれ、

軟禁されたらしい。水戸藩の内部抗争に蠢く別家の当主と茶坊主の了

庵。一方源二郎は、美男の天真正伝香取神道流の遣い手・真崎と知り

合う。しかし、真崎の主こそが実は…。

☆は音声デイジー図書もあります。

◇ デイジー

① 東京都消費生活総合センター

２．
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名 巻数 製作館

☆銀狐は死なず 鷹樹　烏介

☆支える、支えられる、支え合う サヘル・ローズ　編著

☆私捨悟入 安野　光雅

☆世界一やさしい依存症入門
　～やめられないのは誰かのせい？～

松本　俊彦

☆ディズニープリンセス愛を呼ぶ言葉
　～本当に大切なものが分かるヒルティ
「幸福術」　ＬＯＶＥ～

ヒルティ
ウォルト・ディズニー・ジャ

パン株式会社　監修

☆母を燃やす
アヴニ・ドーシ
川副　智子　訳

番号

2 5
島根西
視情セ

引退を決意した昔気質の犯罪者・銀狐。情報屋から聞いて現金輸送車

を襲うが、何者かに嵌められ追われることに。銀狐は無国籍少女とコン

ビを組み、復讐を果たすことを誓い…。硝煙と血煙りたちこめるクライム

サスペンス。

3 2
島根西
視情セ

学校でいじめを受けた経験を持ち、現在は難民キャンプの子どもたち

への支援を行っているサヘル・ローズが自らの体験をたどりながら、他

者を思いやり、寄り添うことの大切さを伝える。子どもの支援に携わる

人々の活動も紹介。

4 5
島根西
視情セ

ひらめきの中に今がある。旅の日、幼い日がよみがえる。思いは世界を

駆けめぐる－。画家・絵本作家にして名エッセイストの著者が、独自の

視点でとらえた森羅万象をつづる。『数学教室』連載に書き下ろしを加

えて単行本化。

5 4
島根西
視情セ

人はどうしてハマるのか、その背景には何があるのか、どうすれば立ち

直れるのか。専門医が、中高生の事例とともに、依存のしくみや、依存

症とのつきあい方を紹介。具体的なアドバイスや情報も盛り込む。

6 2
都城
点図

自分から愛を与えた人だけが運命の人に出会えるのです－。スイスの

思想家カール・ヒルティの「幸福論」のエッセンスを、恋愛をテーマに置

き換えて、人生最高の恋に落ちるディズニープリンセスたちとともに読

み解く。

7 9
北海
点図

アンタラの母は若い頃から自由奔放だった。アメリカ育ちの夫と暮らす

アンタラは、母の認知症が進んでいるかもしれないと医師から伝えられ

…。毒母に苦しむ裕福な女性の視点を通して描かれる、普遍的な母娘

の物語。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

ＡＬＩＶＥ　～１０人の漂流者～ 雪富　千晶紀

逆転　～シェイクスピア四大悲劇～ 野口　卓

社会福祉の手引　２０２２
東京都福祉保健局
総務部総務課　編

地球生まれの異星人
～自閉者として、日本に生きる～

泉　流星

料理道具屋にようこそ 上野　歩

３． デイジー図書の案内

（１） 新着デイジー図書

番号

8 13:59
	マダガスカル島沖で、１０人の日本人を乗せたボートが漂流を開始。食

料は尽き、飲み水もなくなり、極限状態の中で互いに反目し合って生還

を絶望する。無気力な大学生・継人は生と死の臨界まで追いつめられ

たとき覚醒し…。　　＜自館＞

9 8:28
	シェイクスピアの４大悲劇「オセロ」「マクベス」「ハムレット」「リア王」に、

人気時代小説家・野口卓が新たな風を吹き込む異色小説集。抜擢した

新人女優の拙い演技を見て演出家は…「幕間　オフィーリア狂乱」など

を収録。　　＜自館＞

10 22:53東京都の社会福祉の各制度及び保健・医療分野の事業、福祉サービ

ス等の利用手続き、相談機関、施設等の情報を掲載。情報は２０２２年

４月１日現在。

11 7:41
小さい頃からいじめに苦しみ、一流大学を卒業しながら引きこもりとなっ

た著者は、３０代になって初めて自分が「自閉症」であると知った。様々

な苦しみを味わいながらも自閉症の診断をきっかけに立ち上がろうとす

る魂の記録。　　＜自館＞

12 8:18
仕事がうまくいかず、実家の飲食店用品店に逃げ帰ってきたミチカと、

同じ商店街で働く同級生のユイ。反りが合わないふたりだけれど、一緒

にいるうち、商店街で小さな奇蹟を巻き起こし…。お仕事青春小説。

＜自館＞
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

製作館

あの世の歩き方　～この世じまいの“地
図”を手にすればもう迷わない～

江原　啓之

誤ちの絆　～警視庁総合支援課～ 堂場　瞬一

大谷翔平奇跡の二刀流がくれたもの 小関　順二

おもちゃ屋のねこ
リンダ・ニューベリー　作

田中　薫子　訳
くらはし　れい　絵

かわいい我には旅をさせよ
ソロ旅のすすめ

坂田　ミギー

暮らしを変える書く力 一田　憲子

（２） 他府県点字図書館製作のデイジー図書新刊情報

番号

13 5:39
新潟

視情セ
死んだらどうなるの？　何を準備しておけばいいの？　あの世での幸

せって？　「あの世」の話を明るく楽しく紹介。お墓や仏壇に関する迷信

や因習、この世の未練を断ち切る方法なども伝える。

14 11:57
小樽
点図

被害者とその家族だけでなく、加害者家族も支援対象に。新たな任務

に取り組むべく発足した「総合支援課」。捜査一課から異動してきた柿

谷晶は、彼女自身も加害者家族で…。文庫書下ろし警察小説。

15 8:26
秋田
点図

ＭＬＢでは不可能と言われた「二刀流」でＭＶＰを受賞した大谷翔平。

彼がやってきたことを紹介しながら、これから彼がどこへ向かおうとして

いるのか、それがベースボールや野球にどのような進化をもたらすのか

を解説する。

16 1:51
新宿区
戸山図

ある日、大おじさんのおもちゃ屋にやってきたハティが見たのは、あざ

やかな明るい緑色の目をした、かしこそうなねこ。その日からふしぎな出

来事が、大おじさんのお店で次々に起きて…。心あたたまる物語。児童

書。

17 5:08
熊本
点図

ソロ旅をしてこなかったら、いまのわたしはない－。旅に人生を救われ、

旅マニアとなった著者が、旅先での出会いや、ひとり旅を満喫し人生を

楽しむヒントを綴った旅エッセイ。「忘れ物をしたら」といったコラムも収

録。

18 4:14
熊本
点図

誰かに読んでもらう文章を書くには、少しだけコツが必要。ブログ、メー

ル、ＳＮＳや手紙など、誰かに自分の言葉を伝えたいときに必要なこと

を、具体的な例を挙げながら紹介する。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

製作館

暗闇のエンジェル
スーザン・ネーピア
仲本　ヒロコ　訳

娼婦の本棚 鈴木　涼美

世界が驚く日本のすごい科学と技術
～日本人なら知っておきたい～

左巻　健男　編著
青野　裕幸　ほか

ゼレンスキーの素顔
～真の英雄か、危険なポピュリストか～

セルヒー・ルデンコ
安藤　清香　訳

都会を出て田舎で０円生活はじめました
田村　余一
田村　ゆに

夏井いつきの「今日から一句」 夏井　いつき

19 5:46
熊本
点図

脳腫瘍の手術を終えたヘレンの前に、婚約者の兄・アレグザンダーが

現われる。会うのは今日が初めてのはずなのに、なぜか彼女を懐かし

そうに見つめるアレグザンダー。ヘレンはからかわれているのだろうと思

うが…。

番号

20 6:23
長崎

視障セ

夜の闇に落ちきることなくこの世界に繋ぎ止めてくれたのは、本に刻ま

れた言葉だった－。ＡＶ嬢、新聞記者を経て作家になった著者が、自ら

を形作った２０冊について綴る。『中央公論ｊｐ』連載を改題、加筆し書籍

化。

21 8:56
名古屋
鶴舞

漆、たたら製鉄、全身麻酔、からくり、ブラウン管、瞬間油熱乾燥法、リ

チウムイオン電池、青色ＬＥＤ、ｉＰＳ細胞…。世界を動かした日本の科

学と技術の粋を、時代の流れに沿って紹介する。

22 8:44
西宮
視障

ウクライナの大統領選挙で主役の座に躍り出たゼレンスキー。汚職や

腐敗の一掃を掲げて圧勝したものの、自身もスキャンダルに巻き込まれ

る。そして戦時下の大統領となり…。ゼレンスキーの素顔を活写する評

伝。

23 4:16
青森

視情セ

家はぜんぶタダでもらった廃材を使ってセルフビルド、電気・水道・ガス

は契約せず、ソーラーパネルや湧き水を使い、廃材を燃やす。家庭菜

園で野菜や果物を栽培し…。お金に頼らない田舎暮らしのリアルを伝

える。

24 3:28
相模原
視情セ

俳句は筋トレ！　俳人・夏井いつきが、季語を提示して募集した読者の

投句を批評しながら、俳句づくりのイロハを伝授。編集担当「くじら」＆ラ

イター「水流」とのトークも掲載。月刊教育誌『灯台』連載に加筆・再編

集し書籍化。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名
録音
時間

製作館

万感のおもい 万城目　学

北緯４３度のコールドケース 伏尾　美紀

ラジオ深夜便うたう生物学 本川　達雄

わたしと隣の和菓子さま 仲町　鹿乃子

書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数

あらいぐまのせんたくもの
大久保　雨咲　作
相野谷　由起　絵

25 4:13
熊本
点図

創作のこと、大阪のこと、京都のこと、季節のこと、家族のこと…。思わず

笑みがこぼれてしまうものから、ほろりとする話まで、小説家・万城目学

がさまざまな媒体で発表したエッセイから４２編を精選して収録する。

番号

４． 点字図書の案内

28 9:25
名古屋
情文

慶子は高校３年生を目前とした春の朝、ケーキのような甘い匂いに誘わ

れ和菓子屋「寿々喜」に辿り着く。和菓子の魅力に惹かれ、お店に通い

始める慶子。新しいクラスで隣の席になったのは、あの和菓子屋の店

員さんで…！？

26 12:18
桐生
点図

博士号取得後、大学を辞めて北海道警察に入った沢村依理子。ある

日、未解決の誘拐事件の被害者の遺体が発見される。犯人と思われた

男はすでに死亡。その誘拐事件の捜査資料が漏洩し、沢村は漏洩犯

としての疑いをかけられて…。2021年第67回江戸川乱歩賞受賞作。

27 7:25
上田
点図

日常の生活や物事を生物学の視点で覗くと新たな発見がある。「ゾウの

時間ネズミの時間」の著者が、生物の不思議や成り立ちをわかりやすく

解説。オリジナルの歌の楽譜付き。ＮＨＫ「ラジオ深夜便」の「うたう生物

学」を書籍化。

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

29 1
おばあさんがコインランドリーにやってきました。そこにあらいぐまがあら

われて「ぼくのハンカチもいっしょに洗ってほしいの」と言いました。ハン

カチについていたシミは…。心がふっと軽くなる、あたたかいおはなし。

児童書。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数

うさぎのモニカのケーキ屋さん
小手鞠　るい　さく
たかす　かずみ　え

大坂城のシロ
あんず　ゆき　著

中川　学　絵

おめでたこぶた　その２
～サム、風をつかまえる～

アリソン・アトリー　作
すがはら　ひろくに　訳

個人情報保護法ハンドブック 個人情報保護委員会　［編］

☆コヨーテのはなし
　～アメリカ先住民のむかしばなし～

リー・ペック　作
安藤　紀子　訳

☆図書館通信　第６４号季刊(夏)
　～豊島区立中央図書館報～

豊島区立中央図書館

30 1
森の中の「モニカのケーキ屋さん」。うさぎの姉弟がつくるケーキをめあ

てに、お店のテーブルはお客さまでいっぱい。と、そのとき、くまのおじ

いさんがお店へ入ってきて…。かわいいさし絵満載の、１年生がひとり

で読める童話。児童書。

番号

31 1豊臣秀吉の時代、大坂城には虎がいたという。その虎のえさをめぐる、

少女・サチ、少年・安吉、犬のシロの物語。大阪市内や大阪府の北部・

能勢町の言い伝えをもとにしたお話。児童書。

32 2
風にさらわれたズボンを追いかけるサムを描いた「サム、風をつかまえ

る」ほか、長い眠りから目を覚ました竜が登場するお話など、元気いっ

ぱいのこぶたのサムが活躍するバラエティー豊かな全６編を収録。児童

書。

33 1個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）について、法律に規

定された用語、守るべき４つの基本ルール、罰則などを解説したハンド

ブック。

34 1
アメリカ先住民の間で、もっとも賢い動物といわれるコヨーテ。ガラガラ

ヘビに襲われたウサギを助け、でも、バッタには騙され…。ヴァージニ

ア・リー・バートンのユーモアあふれる挿絵がたっぷりの楽しい読み物。

児童書。

35 1
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＞
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数

俳句ステップ！
おおぎやなぎ　ちか　作
イシヤマ　アズサ　絵

はじめてのジェンダー論 加藤　秀一

火の鳥ときつねのリシカ
～チェコの昔話～

木村　有子　編訳
出久根　育　絵

フリーランスとして安心して働ける環境を
整備するためのガイドライン

内閣官房［ほか編］

書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数 製作館

愛して育てるいきもの図鑑 今泉　忠明　監修

☆胃が合うふたり
千早　茜

新井　見枝香

36 1「さる山のさるにとられた春ぼうし」　遠足の時、七実がメモ帳にこっそり

書いた俳句が、市の俳句大会で大賞を受賞した。だけど、受賞者として

発表されたのは、なぜか同じクラスの早知恵で…！？児童書。

番号

（２） 他府県点字図書館製作の点字図書新刊情報

番号

40 2
静岡

視情セ
アライグマの母親はかわいい顔してめちゃくちゃスパルタ教育、コウテイ

ペンギンのオスは子どものために４か月なにも食べない…。いきものた

ちの、おもしろ子育てエピソードをイラストで紹介する。児童書。

37 5
いまだに不当な性差別や性暴力がはびこる現代社会。人はなぜ、女か

男かという性別にこだわるのか。その〈分類〉をいかに意味づけ、社会

制度に組み込んでいるのか。〈分類〉する実践に着目したジェンダー論

の入門書。

38 3切り株の赤ちゃんのお話「オテサーネク」、妖精にさらわれるお話「スモ

リーチェク」、ふしぎなお話「水の主ヴォドニーク」…。ちょっと不気味で

面白い、味わい豊かなチェコの昔話を選りすぐり２４話を収録。児童書。

39 1事業者とフリーランスとの取引について、法令の適用関係を明らかにす

るとともに、法令に基づく問題行為を明確化するために策定されたガイ

ドライン。

41 3
早川
福祉

ストリップ鑑賞のおやつから憧れの高級フレンチまで、胃袋のソウルメイ

トふたりが共に囲んだ１１の食卓を舞台に、心模様や人生の味わいを鮮

やかに描き出したエッセイ集。『ｙｏｍ　ｙｏｍ』掲載に書き下ろしを加えて

書籍化。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数 製作館

☆おんなの女房 蝉谷　めぐ実

☆後宮の検屍女官 小野　はるか

これから泳ぎにいきませんか
～穂村弘の書評集～

穂村　弘

☆酒の友めしの友 安倍　夜郎

殺人記念日
サマンサ・ダウニング
唐木田　みゆき　訳

☆死者の告白
～３０人に憑依された女性の記録～

奥野　修司

42 3
西宮
視障

歌舞伎を知らないままに、喜多村燕弥のもとへ嫁いだ武家の娘・志乃。

夫となった燕弥は評判の女形。家でも女としてふるまう夫を前に落ち着

ける場所がわからない志乃は…。やがて惹かれあう夫婦を描くエモー

ショナルな時代小説。

番号

43 4
秋田
点図

大光帝国の後宮で、謀殺されたと噂の妃の棺から赤子の遺体が見つ

かった。沈静化に乗り出した美貌の宦官・延明の目に留まったのは、居

眠りしてばかりの侍女・桃花。彼女には検屍術の心得があり…。中華後

宮検屍ミステリ。

44 6
明生
会館

読んだ後では、目に映る世界が変わる－。ミステリ、ＳＦ、純文学から歌

集、詩集、絵本まで、目利きの歌人がときめきを感じた本の数々を紹

介。新聞や雑誌に掲載した書評や文庫解説などをまとめた書。「私の

読書道」も収録する。

45 3
高知
声点

コミック「深夜食堂」の作者が、故郷・高知県四万十市の豊かな食文化

について綴ったエッセイのほか、ロング・インタビュー、市井でたくましく

生きる女性を描いた「〇〇の女」を収録。短編漫画２本、デビュー作、

習作も掲載。

46 7
静岡

視情セ

ふとしたことで人を殺し、その隠蔽という共同作業を経て夫婦円満と

なった「わたし」と妻。殺人を楽しむようになったふたりは次なる獲物を

求めるが、隠した被害者の死体が警察に発見されてしまう。そこには妻

のある秘密が…。

47 4
倉敷
中央

東日本大震災後、３０名を超える死者に憑かれた２０代の女性。その魂

を死者が行くべき場所に送った金田諦應住職。その体験を、住職と女

性の証言から書き起こした、彷徨える魂の記録。
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書　　　　　　名 著　　　者　　　名 冊数 製作館

縄文人も恋をする！？
～５４のＱ＆Ａで読みとく縄文時代～

山田　康弘

辛酸なめ子の独断！流行大全 辛酸　なめ子

☆シンデレラ城の殺人 紺野　天龍

☆長生き地獄　～資産尽き、狂ったマネー
プランへの処方箋～

森永　卓郎

日本一バズる公務員 守時　健

丸亀製麺のすごい働き方 小野　正誉

48 2
青森

視情セ縄文人は恋愛結婚だった？　縄文土器をはじめ、縄文人の衣食住や

社会・家族などにまつわる質問にズバリ回答。１万３千年続いた縄文時

代の驚異すぎる文化の謎を読みとく。

52 3
高知
声点

「ゆるキャラグランプリ」で日本一、ふるさと納税の寄付総額を２００万円

から２１億円までに１０００倍増、２万人のまちにイベントで１０万人集

客！　“超公務員”として知られる著者の経験とノウハウを公開する。

番号

53 3
早川
福祉

なぜ１人も「コロナ解雇」をしなかったのか？　なぜ「副業」がＯＫなの

か？　丸亀製麺などを運営するトリドールホールディングスのユニーク

な取り組みや制度、人の採り方、育て方、働き方などをＱ＆Ａ形式で紹

介する。

49 7
福島
点図

「アイス・バケツ・チャレンジ」「うんこ漢字ドリル」「ぴえん」…。経済、社

会風俗から、科学、芸能まで、２０１４～２０２２年の時事ワード２５０語を

辛酸なめ子が分析する。『読売新聞』夕刊掲載のコラムを単行本化。

50 5
山形
点図

怪しい魔法使いに「ガラスの靴」を渡され、王城で開かれる舞踏会に参

加したシンデレラ。だが、王子様が私室で何者かに殺されてしまい…。

凶器はガラスの靴！？　無実の罪を晴らすため、シンデレラが真犯人

に“推理”で挑む！

51 3
丹後
視障夫婦２人の公的年金「月額１３万円」時代は確実にやってくる！　人生１

００年時代と言われる昨今、長生きをして資産が底を付き、人生計画が

狂う事態を避けるために具体的にどう行動すればよいのかを論じる。
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タイトル
録音
時間

あかね空 2:03

きこえなかった
あの日

2:01

きのう何食べた？
Ｄｉｓｃ１

1:35

義母と娘の
ブルース
Ｄｉｓｃ　１

1:58

54

永吉（内野聖陽）と江戸っ子のおふみ（中谷美紀）が深川の

長屋に開く豆腐店「京や」は、なかなか客が入らない。だが、

明るいおふみの笑顔と努力で客が入り始め、繁盛しだす。や

がて３人の子どもにも恵まれ、小さいながらも幸せに満ちて

いる生活を送っていた……。

５． 特集「シネマデイジー」のご案内

「シネマ・デイジー」とは、映画本編の主音声を、登場人物の動きや場面、背景などの視覚情報を

言葉で説明した音声解説とともに録音したものです。映像を見ることはできませんが、映画やテレ

ビ番組の主音声と音声解説を同時に聞くことができるデイジー編集されたCD図書なので、お手

持ちのデイジー再生機で手軽に楽しむことができます。寒い冬の日、暖かいお部屋で映画鑑賞

はいかがですか。

（１） デイジー図書

番号 内容

56

57

西島秀俊・内野聖陽ダブル主演！男性カップルの日々の食

卓を描いた　よしながふみ原作の大人気ドラマ。几帳面で倹

約家の弁護士・筧史朗と、その恋人で人当たりのよい美容

師・矢吹賢二の笑いあり涙ありの同居生活を中心に描かれ

る。

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１話、第２話収録。

55

東日本大震災直後に宮城を訪れ、避難所のろう者を取材し

た自身もろう者である監督は、次第に被災者ではなく生活者

としての彼らと親交を深めていく。また、その後の新たな被災

地や、手話言語条例の動きなど、ろう者を取り巻く現状を広く

紹介するドキュメンタリー映画。
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タイトル
録音
時間

少年寅次郎スペ
シャル完全版

1:42

トキワ荘の青春 2:10

逃げるは恥だが
役に立つ　Ｄｉｓｃ１

1:48

ノマドランド 1:53

ファンタスティッ
ク・ビーストと黒い
魔法使いの誕生

2:1762

『ハリー・ポッター』シリーズの原作者Ｊ．Ｋ．ローリングが脚本

を手掛け、パリの魔法界にやって来たエディ・レッドメイン演

じるニュート・スキャマンダーの冒険を描くファンタジー・アド

ベンチャー。ジョニー・デップ、ジュード・ロウらが共演。

59

１９５０年代、東京都豊島区にある木造アパート「トキワ荘」。

手塚治虫が暮らしたこのアパートに集った若き漫画家たち

は、日々切磋琢磨していた。寺田ヒロオ、赤塚不二夫、石森

章太郎ら漫画家たちの青春の日々を描く。

58

誰もが知っている車寅次郎の生い立ちから旅立ちまで描い

たドラマ。昭和１１年２月２６日。車家にも２．２６事件が勃発。

雪の前夜、帝釈天の参道にある団子屋の軒下に置かれてい

た赤ん坊は、この家の子供になった。腹違いの妹さくらの誕

生。小学校時代に始まった戦争と父の出征。初恋。そして、

その後の寅次郎につながる家出。あれから一年、最愛の妹

さくらへの思い。亡くなった母・光子への思慕。さまざまな思

いが旅先の寅次郎の胸をよぎる。故郷を恋しくなった寅次郎

は、果たして家族のもとへ帰るのか‥。

60

番号 内容

61

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！！

企業の倒産と共に、長年住み慣れた企業城下町の住処を

失った女性。彼女は、一台の車に亡き夫との思い出を詰め

込んで、“現代のノマド（遊牧民）”として、過酷な季節労働の

現場を渡り歩くことを選んだ。毎日を懸命に乗り越えながら、

往く先々で出会うノマドたちとの心の交流とともに、誇りを

持った彼女の自由な旅は続いていく。第９３回アカデミー賞

作品賞・監督賞・主演女優賞受賞。
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あ　と　が　き

あけましておめでとうございます。

　令和４年度は区制施行９０周年の節目の年。１１月１日の記念式典をはじめ、昨

年は、さまざまな９０周年記念事業が行われました。１１月１６日に開かれた豊島区

議会第４回定例会では、区長が招集挨拶の中で、「９０周年を単なる節目の年とし

てではなく、過去から学び、今日のために生き、未来へ希望をつなげる、次の１００

周年に向けた豊島新時代のスタートの年と位置付けている」と話しました。１０年後

は、どんな未来になっているでしょう。不安のない、穏やかで平和な１００周年が迎

えられること、そして、ひかり文庫、中央図書館をはじめとするすべての区立図書

館がたくさんの人に利用していただける「にぎやかな公共図書館」になりますように

と、心から願います。

　今年も、みなさまにとって、素敵な一年になりますように。

　今年はうさぎ年。ひかり文庫も、「ぴょんぴょん」はねるうさぎのように、元気に運

営していきたいと思います。今年もひかり文庫をどうぞよろしくお願いします。

　

豊島区立中央図書館館長　　倉本彩子

発 行 豊島区立中央図書館

（ひかり文庫）

発 行 日 2023年1月15日
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