
一般図書
分類 書　　名 著訳編者名 巻数 発　行　所

１．哲学・宗教

192 イエスの生涯
モーリヤック

5 ロゴス点字図書館
杉捷夫　訳

キリスト教は本質的にキリストの内に宿っているという立場から、キリストの“内なる王国”を見つめていたカトリック作家モーリヤックは、文学者の鋭い洞察をもって、史
上最大の人間革命を成し遂げた“人”としてキリストを描かんとする。豊富な聖書の章句の引用のうちに、悩みと喜びに満ちたその姿を鮮明に浮き上がらせ、読者に
『聖書』への新しい認識を与える完璧なキリスト伝。

２．歴史・地理

289 今宵も、ひたすら一生懸命
－お店開業50年 満100歳の銀座ﾏﾏ－

有馬秀子 2 日本点字図書館

一途で強情っぱり、洒落っけがある女性が、戦後まもない１９４８年、五反田で喫茶店を開業。銀座でバー「ギルビーＡ」として再スタート。満１００歳にして現役ママの
著者が、人との出会いや可愛く元気な歳の重ね方を綴る。

289 みんなのこえが聞こえる アツキヨ 4
当　　館

（点字データ）

ココロとカラダで歌いあげる！自分を聴覚障害者だと自覚せず、『お腹の２０センチの傷も、補聴器も私だけの特権だ』と、めげるどころか誇りに思う、ポジティブな性
格のキヨと、その前向きなキヨを温かくリードし、受けとめるアツシの「アツキヨ」の旅のはじまり！

３．社会科学
319 駐日アメリカ大使 池井優 4 日本点字図書館

駐日大使になぜ選ばれたのか。在任中、日本とどのようにかかわったか。それを明らかにすることを通じて、戦後の日米関係を見直す。

320
貸金業の規制等に関する法律 （使用原本）

1 日本点字図書館海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 平成１４年版

六法全書

320 家事審判規則

（使用原本）

1 日本点字図書館平成１４年版

六法全書

家庭裁判所の審判及び調停に関して「家事審判法」とともに必要な規則を定める。昭和２３年１月施行、平成１３年改正。　

320
割賦販売法 （使用原本）

2 日本点字図書館割賦販売法施行令 平成１４年版

前払式証票の規制等に関する法律　他 六法全書

320 住民基本台帳法

（使用原本）

1 日本点字図書館平成１４年版

六法全書

住民基本台帳ネットワークシステム導入のために改正された住民基本台帳法。別表、改正附則を含む。

320
消費者保護基本法 （使用原本）

1 日本点字図書館消費者契約法 平成１４年版

電子署名及び認証業務に関する法律 他 六法全書

320
特定商取引に関する法律 （使用原本）

1 日本点字図書館特定商品等の預託等取引契約に関する法律 平成１４年版

六法全書

訪問販売や通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引に関する法律。

320
特別家事審判規則 （使用原本）

1 日本点字図書館非訟事件手続法 平成１４年版

借地非訟事件手続規則 六法全書

平成１１年成立の「任意後見契約に関する法律」に規定する事項の審判事件に関する規則等を定める「特別家事審判規則」ほか全３法令を収録。

320
認知の訴の特例に関する法律 （使用原本）

1 日本点字図書館任意後見契約に関する法律　他 平成１４年版

六法全書

表題ほか「後見登記等に関する法律」「後見登記等に関する政令」「後見登記等に関する省令」を収録。

369 障害者福祉の世界
佐藤久夫

5 日本点字図書館
小澤温

障害とは何か、障害を持つとはどのようなことか。障害者福祉の今日的姿を、初学者にも分かりやすく解説。障害者福祉の理念、制度、援助方法等を理解し、体系
的に学ぶ入門書。障害の問題を２００１年改訂の国際生活機能分類に基づき解説。



369 しなやかに生きる見えない女たち 高橋実　監修 2 視覚障害者支援総合センター

１４人の視覚障害女性たちが、「目が見えない」というハンディを背負いながら、自らの居場所で生き生きと活躍する。周囲とのコミュニケーションの在り方を浮き彫り
にしつつ、恋愛、結婚、出産、子育て、仕事、社会参加。それぞれの生き様を切実に伝える。

371 スクールカウンセラーの仕事 伊東美奈子 2 日本点字図書館

学校に配属されるようになったカウンセラーは、子供の悩みを聞くだけでなく、教師や保護者の相談にも応じなければならない。子供達がどんなことに悩み、教師は
どんな問題を抱えているのかを介しながら、スクールカウンセラーに何が求められるのか考える。

４．自然科学

488
さわる図鑑・鳥　

鳥山由子監修 1 日本点字図書館
①庭や公園の野鳥

身近な野鳥２０種を取り上げ、特殊インクによる凸凹のあるカラーイラストと点字、活字による解説が併記され、手で触ると野鳥の形や特徴がわかる本。

491 免疫学の威力 安保徹 3 京都ライトハウス

薬だけでは病気は治せない。免疫学の視点に立つと現代医学の常識が覆る!!最先端で活躍中の世界的な免疫学者が語る意外な話と免疫学の凄さ。

492 病気のしくみ事典
岡島重孝

3 信愛福祉協会
水野嘉夫

臨床疾患分類に基づいて病気を疾患別にわかりやすく解説。原因。症状・検査法・治療法・対処方法・経過や予後等について簡明で、行き届いた記述がされてい
る。難病（特定疾患）、介護保険の特定疾病も取り上げている。巻末に、臨床疾患分類（病気の総覧）と索引がある。

493 痛みをとる 塩谷正弘　編 2 岡山ライトハウス

めざましく進歩しているペインクリニックの状況について記述されている。神経が障害されておこる痛み、背骨の痛み、慢性頭痛、神経痛、がんの痛みなど１２の専門
家により解説されている。

493 名前のない病気　不定愁訴 南雲久美子 2 視覚障害者支援総合センター

女性の体は正直。冷えやストレス、無理が重なって起こる病気、自律神経失調症などの不定愁訴は治る！症状を４つのタイプに分け、原因、治療法、生活上の注意
点を説明。男性版も掲載。

494 最新・がん診療 阿部薫　監修 4 日本点字図書館

「がんを正しく理解することが最善のがん対策である」という考えに基づき、国立がんセンターの医師１０名が最前線情報を分かりやすく解説。決してすぐにあきらめ
ず、確かな知識を持ってがんと向き合う姿勢を促す書。

498 健康診断・人間ドック「気になる」疑問 鷲崎誠 2 桜雲会

日頃、漠然と受けている健康診断や人間ドック。結果表を見て一喜一憂してしまいがちですが、「異常ナシ」は「病気ナシ」とは限らない。ささやかな疑問から医療業
界のウラ事情まで健診・ドックのことがよく分かる。

６．産業

627 チューリップ
－ヨーロッパを狂わせた花の歴史－

アンナ・パヴォート作
6 日本点字図書館

白幡節子 訳

球根１つが家１件と交換され、市場にバブルと恐慌が起きた。完璧な形を求めたフロリストが栽培に人生を捧げた。人々に愛され、人々を破滅させた花・チューリップ
の歴史。ガーデニングの国イギリスのベストセラー。

664 わたし琵琶湖の漁師です 戸田直広 2 日本点字図書館

大漁に増殖し続けるブラックバスとブルーギルそして新たな外来魚。一方では、琵琶湖固有の魚達が絶滅の危機に瀕しているという現実を前に、青年漁師は毎日
何を思い続けているのか。環境問題に一石を投じる作品。

７．芸術

778
虫眼とアニ眼 養老孟司

2 日本点字図書館
－養老孟司　対談　宮崎駿－ 宮崎駿

虫好きの解剖学者とアニメーションの映画監督がざっくばらんに語り合う。「もののけ姫」や「千と千尋の神隠し」のこと、自然と人間のこと、そして子供たちのこと。書き
下ろしの原稿も収録。

780 ５０歳からの健康エクササイズ
－体操・運動・安全・栄養－

米国国立保健研究所

2 日本点字図書館老化医学研究所

高野利也　訳

活発で健康なライフスタイルを維持したいと考えている人のために制作した運動ガイドブック。高齢者や病弱者、運動不足の中年の人も、手軽に始めることができ
る。持続の秘訣、食事についても解説。

８．言語

801
点字表記辞典 「点字表記辞典改定

4 視覚障害者支援総合センター
改定新版 新版」編集委員会

収録語数１５，０００語。２００１年の点字新表記に完全対応。



の

801
点訳のてびき 全国視覚障害者情報

4 東京ヘレンケラー協会
第３版 提供施設協会

810 日本語の２１世紀のために
丸谷才一

2 日本点字図書館
山崎正和

近代日本語の運命について、批評界の最高峰に立つ二人が、深い視野から日本語の混迷の背景を探り、対処法を提示する壮大な対談。　

811
視覚障害者の漢字学習 点字学習を支援する

会漢字学習支援グループ 編
1 日本点字図書館

教育用漢字　小学１年

811
視覚障害者の漢字学習

点字学習を支援する
会漢字学習支援グループ 編

1 日本点字図書館教育用漢字　小学１年

別冊(字のもつ意味､字形､成り立ち､部首)

９．文学－日本文学－

908
ことばの贈物

岩波文庫編集部　編 2 日本点字図書館
－岩波文庫の名句３６５－

どんなに短い章句でも、作品から直接選りだした一句は、ダイジェストでは味わえない生きた魅力を伝える。「ことばの花束」につづく第２集。限りない古典の沃野へ
向けて、読書の地平へいざなう。

908 ことばの饗宴－読者が選んだ岩波文庫の名句365－ 岩波文庫編集部　編 2 日本点字図書館

あなたが選んだ岩波文庫の名句を募集します－この呼びかけに全国から寄せられた、魅力的な引用句。読者参加の名句集。

909 案外、知らずに歌ってた童謡の謎 谷田道人 3 当館（点字データ）

童謡ブームの火付け役！この名曲の数々を次代の子供たちに伝えたい。

909 こんなに不思議、こんなに哀しい　童謡の謎2 谷田道人 3 当館（点字データ）

909 こんなに深い意味だった　童謡の謎３ 谷田道人 3 当館（点字データ）

913 熱海・湯河原殺人事件 西村京太郎 5 当館（点字データ）

あの男－小早川が熱海に帰ってきた。殺人の罪で六年の刑期を務め出所したのだ。小早川の出現により、平穏な温泉町に得体の知れない緊張が走る。そんなな
か連続殺人が…。十津川は六年前の殺人事件から、細い糸をたぐりよせる！？

913 いらっしゃいませ 夏石鈴子 4 当館（点字データ）

「わたし、世直しＯＬになる！」鈴木みのり、短大卒、２０歳。出版社に入ったけれど、配属先は「受付」だった－学生から社会人になってゆく女の子の心の変化を鮮
やかに描くフレッシュな《受付孃小説》！

913 海辺のカフカ　（上） 村上春樹 6 当館（点字データ）

913 海辺のカフカ　（下） 村上春樹 6 当館（点字データ）

十五歳になった僕は二度と戻らない旅に出た。

913 蟒之記 小泉武夫 4 当館（点字データ）

江戸の酒豪たちの奇想天外な呑みっぷり！酒をこよなく愛する醸造学者の新境地。

913 エ・アロール　それがどうしたの 渡辺淳一 6 当館（点字データ）

年甲斐のない人になりたい。より華麗に、よりスキャンダラスに。これまでの日本人の生き方を根底から覆す、衝撃の話題作。人間の本来の姿を見据えた、渡辺文学

913 おぅねぇすてぃ 宇江佐真理 4 当館（点字データ）

真実、あなたに惚れています。函館、横浜、東京－。文明開化の明治初期を駆け抜けた若い男女の激しくも一途な恋。

913 大奥
浅野妙子

6 当館（点字データ）
十川誠志

今から約百五十年前、江戸城には大奥というところがございました。ただ一人の将軍のために千人もの女たちが働いていたといいます。美貌、血筋、才能、努力、運
…。あるものは定めのまま、あるものは自らの手で、大奥の女たちはそれぞれの生を全うしようといたしました。

913
長編極道小説

広山義慶 4 当館（点字データ）
女喰い・悪女伝説

エロス満載の絶好調“女喰い”シリーズ！資産家の高齢男性数名と交際し、彼等をみな骨抜きにしていた女の正体は？

913 陰陽師　瘤取り晴明 夢枕獏 1 当館（点字データ）

鬼を相手に、晴明と博雅が大活躍する絵物語。

913 鐘 内田康夫 6 当館（点字データ）

始まりは深夜不気味に鳴り渡った鐘の音だった－。浅見光彦は、死に秘められた人間の哀しい愛憎の謎を追い、四国高松へ、そして越中高岡へと向かう。やがて
被害者の美しい妹と共に辿り着いた真実とは？浅見の推理が冴え渡る傑作長篇。



913
甘露梅　

宇江佐真理 3 当館（点字データ）
お針子おとせ吉原春秋

この世には、様々な夢のかたちがある。遊廓でお針子として働きはじめた町屋の女房が出会った、哀しくもやさしい恋。

913 銀座２４の物語 椎名誠［ほか］ 4 日本点字図書館

皆川博子、久世光彦・赤川次郎・平岩弓枝など２４人の人気作家が東京・銀座を舞台に、愛・友情・結婚・出会い・別れ・老い・死を描く短編の競演。　

913 クライマーズ・ハイ 横山秀夫 7 当館（点字データ）

男には、乗り越えねばならない山がある。１９８５年、御巣鷹山の日航機事故で運命を翻弄された地元新聞記者たちの濃密な一週間。　

913
黒く塗れ　

宇江佐真理 5 当館（点字データ）
髪結い伊三次捕物余話

小さな幸せをさがす若い二人に、恵みの雨が降り注ぐ。日本橋佐内町の仕舞屋で暮らしはじめた伊三次とお文に男児が誕生。大喜びの伊三次をよそに、初めての
子育てに戸惑いを隠せないお文－。ますます目がはなせない人情捕物帳！

913 化生の海 内田康夫 8 当館（点字データ）

平凡な人生だったと妻や娘さえも思っていた男が死して謎を遺した。北海道、北陸、北九州－。北前船の寄港地を辿る壮大な謎解きに浅見光彦が挑戦する！

913 玄冶店の女 宇江佐真理 4 当館（点字データ）

日陰の女にも意地がある。江戸・日本橋に「玄冶店」と呼ばれる狭い露地があった。黒板塀に囲まれた妾宅が並ぶその一角で、元・花魁のお玉は小間物屋「糸玉」
を営んでいる。そこには小粋だが懸命に生きる女達が出入りしていた。「糸玉」の暖簾をくぐる人々の切なくて心温まる八つの物語。

913 幸福の軛 清水義範 6 当館（点字データ）

狂った社会が子供たちを壊していく…。不登校の中学生殺害に端を発した連続殺人事件。教育カウンセラーの中原が見た、「愛されない不安」を抱える子供達の
姿。彼は、理想の教育を実現する方法を模索し始めるが…。人間の心の闇を暴く、著者初の本格ミステリー。

913 黒祠の島 小野不由美 8 当館（点字データ）

その島は風車と風鈴に溢れ、余所者には誰も本当のことを話さなかった－作家葛木志保が自宅の鍵を預け失踪した。パートナーの式部剛は、過去を切り捨てたよう
な彼女の履歴を辿り、「夜叉島」という名前に行き着いた。だが、島は「黒祠の島」だった…。

913 長編極道小説　新・女喰い 広山義慶 4 当館（点字データ）

超スケコマシ菅原志津馬は無一文となって古都金沢へやって来た。関西の暴力団の雄、一丁田組組長の情婦を、知らずに寝取ってしまうという極道の掟を犯し、東
正会を破門になったのだ。初心にかえって女を作ろうとするが…。日本の伝統愛技と最新性技情報を駆使し、装いも新たに贈る“女喰い”シリーズ第７弾。

913 世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一 3 当館（点字データ）

十数年前。高校時代。恋人の死。［喪失感］から始まる魂の彷徨の物語。好きな人を亡くすことは、なぜ辛いのだろうか。

913 デッドエンドの思い出 よしもとばなな 3 当館（点字データ）

人の心の中にはどれだけの宝が眠っているのだろうか－。時の流れのなかでいきいきと輝いてくる一瞬を鮮やかに描いた５つのラブストーリー。

913 十津川警部「家族」 西村京太郎 4 当館（点字データ）

飲酒運転で人をはね、死体を隠した弟のために姿を消した刑事。部下の苦境を知　り、真実を追う十津川が悩む！

913 富札を斬る 峰隆一郎 4 当館（点字データ）

刀根又四郎必殺剣　

刀根又四郎は、大店の娘美代が持っていた湯島天神の富札を手に入れる。以来、又四郎はごろつきや浪人からたびたび襲われることになる…。

913 涙堂　琴女癸酉日記 宇江佐真理 4 当館（点字データ）

日本橋通油町。この町と人々を慈しみ、元同心の妻・琴が綴る笑いと涙と優しさに溢れた日々。

913 深追い 横山秀夫 4 当館（点字データ）

『コンヤハカレーデス』事故死した夫のポケベルに、メッセージを送り続ける妻。何のために？誰のために…。事故と事件の狭間に揺れる様々な思惑を見事に描く著
者独自の警察小説。

913 深尾くれない 宇江佐真理 5 当館（点字データ）

その剣の奥義は、真紅の牡丹だけが知っている…。大輪の牡丹をこよなく愛した雖井蛙流の始祖・深尾角馬。無骨にしか生きられなかった男を哀感を込めて描く。

913 深川黄表紙掛取り帖 山本一力 5 当館（点字データ）

われら裏稼業、江戸の厄介事、よろず引き受けます。元録版始末処は、年中暇なし。

913 星々の舟 村山由佳 6 当館（点字データ）

第１２９回直木賞受賞。禁断の恋に悩む兄妹、他人の男ばかり好きになる末っ子、居場所を探す団魂世代の長兄、そして父は戦争の傷痕を抱いて－。愛とは、家族
とはなにか。こころふるえる感動の物語。

913 街の灯 北村薫 5 当館（点字データ）

昭和７年、〈時代〉という馬が駆け過ぎる。士族出身の上流家庭・花村家にやってきた若い女性運転手。令嬢の〈わたし〉は『虚栄の市』のヒロインにちなんで、彼女を
ひそかに〈ベッキーさん〉と呼ぶ。そして不思議な事件が…。



913 祭ジャック・京都祇園祭 西村京太郎 4 当館（点字データ）

京都祇園祭の山鉾に爆弾が仕掛けられた。狡猾かつ大胆な犯人に翻弄され、窮地に陥る十津川－。

913 幻の男 夏樹静子 5 当館（点字データ）

913 モラルの罠 夏樹静子 4 当館（点字データ）

いつ何が降りかかってくるか、どんなとんでもない事件に巻き込まれるかわからない…。表題作のほか「システムの穴」「贈り物」など、どこでどうしていても怖い社会の
断面を切り取った円熟のミステリー全５篇を収録。

913 約束の冬　（上） 宮本輝 6 当館（点字データ）

913 約束の冬　（下） 宮本輝 5 当館（点字データ）

「十年後、僕は結婚を申し込みます。」見知らぬ少年の手紙にはそうあった。出会いと別れ、運命の転変、人が生きる拠り所とは何か？生きる勇気を与えてくれる長編

913 龍神の女 内田康夫 4 当館（点字データ）

山奥の温泉龍神温泉で起きた不思議な事件に巻き込まれた大学教授、その熟年夫婦が事件を推理する…。５人の名探偵が５つの事件に立ち向かう、華麗な推理の

914 いのちの音が聞こえる 三宮麻由子 3 当館（点字データ）

４歳のときにビールスによる炎症で失明、現在は外資系通信社で翻訳の仕事をしている著者が、コミュニケーションをテーマに、癒しの世界で現代人の魂に訴える
ヒーリングエッセイ、ハートウォーミングエッセイ。

916
出張ホスト

一條和樹 2 当館（点字データ）
僕は一晩45000円で女性に抱かれる

これは自分への罰なんだ。株式投資にハマリ、ＩＴバブルで地獄を味わい、作った借金が１８００万円。返済のため、昼はサラリーマンをやりながら、夜になると女性に
抱かれ続ける微熱のような日々。都会の片隅で巻き起こる不思議なドラマ。未だかつてない衝撃の告白記!!

－外国文学－

929 冬のソナタ　（上）

キム・ウニ

5 当館（点字データ）ユン・ウンギョン

宮本尚寛　訳

929 冬のソナタ　（下）

キム・ウニ

4 当館（点字データ）ユン・ウンギョン

宮本尚寛　訳

韓国で大ブレークした純愛ドラマ。切ない初恋、胸に刻まれた消えない思い出。でも、もうこの世にいないはずの初恋の人に出会ってしまったら、どうしますか…。（上

あんなにも会いたかった初恋の人。彼が私の前に現れたのです。突然幻のように。でも、また愛してもいいのでしょうか…？（下）

929
北朝鮮に拉致された男 李在根

5 日本点字図書館
－３０年間のわが体験記－ 河合聰　訳

韓国の漁船に乗って漁をしていた著者は１９７０年４月２９日、北朝鮮によって突然拉致された。２０００年７月、韓国に生還するまでの地獄の３０年間を、北朝鮮の政
治学校や食糧難等、一般民衆の目からつぶさに描く衝撃的実録。

933 ケルトの白馬
Ｒ・サトクリフ　作

2 日本ライトハウス
灰島かり　訳

イギリス、バークシャーの緑の丘には、「アフィントンの白馬」と呼ばれる巨大な白馬の地上絵がある。古代ケルト人の手によるその地上絵は、なぜ、どのようにして描
かれたのか。カーネギー賞受賞作家サトクリフが、紀元前１世紀頃を舞台に紡ぐ清冽な物語。

933
大魔法使いクレストマンシー Ｄ．Ｗ．ジョーンズ　作

6 日本ライトハウス
魔法使いはだれだ 野口絵美　訳

「このクラスに魔法使いがいる」。謎のメモに寄宿学校は大騒ぎ。魔法は厳しく禁じられていて、魔法使いは見つかり次第火あぶりになるからだ。続いて校内では魔
法としか思えない事件が次々に起こり出す。シリーズ第１作。

989 この素晴らしき世界
ペトル・ヤルホフスキー

3 日本点字図書館
千野栄一、保川亜矢子、千野花江　

第二次世界大戦下。ナチスに占領されたチェコの小さな町。愛し合うヨゼフとマリエ夫婦のもとへ、収容所に送られてしまったヨゼフの元上司の息子がやってくる…。



Ｊ.児童図書
J908 いたずらおばあさん 高楼方子　作 2 日本ライトハウス

えらいえらい洋服研究家のエラババ先生（８４歳）が発明したのは、なんと「若く見える服」。１枚着ると１歳若く見えるのです。ひそかに助手にしたヒョコルさん（６８歳）
は６０枚、エラババ先生は７６枚その服を着て街に飛び出しました！

J908 きょうりゅう大すき！
Ａ．マカリスター　作

1 日本ライトハウス
多賀京子　訳

ディニーは恐竜が大好きな８歳の女の子。夏休みの家族旅行で、前から行きたかった「きょうりゅうの国」に行けることになって大喜び。最初は不安がっていたパパと
ママもこの国がすっかり気に入って…。

J908
クジラと少年の海

小島曠太郎 2 日本ライトハウス
－モリ1本でクジラを捕るラマレラ村より－

インドネシア・レンバタ島のラマレラ村では、回遊して来たマッコウクジラを、沖に出た手こぎ船からモリで捕る漁が今でも行われている。女の人達は、男の人達が捕っ
てきたクジラの肉を頭にのせて山の集落へ行き、農産物と交換して来る。漁師になりたいというアニ少年の目を通して、村の暮らしを活き活きと描いた物語。

J908
黒うさぎ王国

柏葉幸子　作 1 日本ライトハウス
とぶキャベツのひみつ

ある夜、ミトのところに突然やってきた黒うさぎの一団。洋服を着てるし言葉を喋る。ミトに「次の黒うさぎ王国の女王である」と言うと、黒うさぎ王国に連れて行ったので
す。そこではうさぎたちの大好きなキャベツが空を飛び回っていて…。

J908 １２歳たちの伝説 後藤竜二　作 2 日本ライトハウス

学級崩壊している６年１組。みんなそれぞれ大変なんだ。学校でまで「イイコ」なんてやってらんない。そこへやってきたのは小柄で声の小さな若い女の先生。ただ
し、大きなゴリラのぬいぐるみも連れてきた…。クラスメート一人ひとりのエピソードから、「パニック学級」が成長していく姿を描く。

J908 紳士とオバケ氏 たかどのほうこ　作 1 日本ライトハウス

古い家に一人で暮らす、それはそれは真面目な紳士、マジノマジヒコ氏。いつも同じ時間に起きて、同じ時間に寝ていたが、ふとしたことで真夜中に目が覚め、自分
の家の「夜中の住人」を知る。それは、自分とそっくりの「家おばけ」だった…。二人の奇妙な友情を暖かく描いた、どこか不思議な物語。

J908 正義を求めて
－日系ｱﾒﾘｶ人ﾌﾚｯﾄﾞ･ｺﾚﾏﾂの闘い－

ｽﾃｨｰｳﾞﾝ･A･ﾁﾝ 作
2 日本ライトハウス

金原瑞人 訳

１９４１年、日本が真珠湾を攻撃すると、アメリカ西海岸に住む日系アメリカ人　は、政府によって強制収容所に送られた。祖先が日本人だというだけで、犯罪者のよう
に扱われたのだ。フレッド・コレマツは、これは国家による人種差別だと訴え、「自由と平等」を守るための孤独な闘いに挑む。ノンフィクション。

J908 ソラマメばあさんをおいかけろ たかどのほうこ作 1 日本ライトハウス

カオルとタンタがデパートで見かけたおばあさんは…ソラマメだった。しかも、学校から観察のために配られたタンタのソラマメ。捕まえようと追いかけて行った二人
は、「やさしい町」という不思議な街に迷い込んだ。歩いている人はみんなどこか野菜に似ている。もしかして、ここは「やさい町」？ソラマメを取り戻そうとする二人の
冒険を描く。

J908
ダレン・シャンⅦ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ

3 当館（点字データ）
－黄昏のハンター－ 橋本恵　訳

J908
ダレン・シャンⅧ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ

4 当館（点字データ）
－真夜中の同志－ 橋本恵　訳

J908
ダレン・シャンⅨ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ

4 当館（点字データ）
－夜明けの覇者－ 橋本恵　訳

イギリスで生まれたファンタジー・ミステリーの大ベストセラー。

J908
父の過去を旅して

安宅温 2 日本ライトハウス
－板東ドイツ俘虜収容所物語

第一次世界大戦時に、日本を含む連合国側の俘虜となったドイツ兵は、日本の俘虜収容所に入れられていた。俘虜たちと、収容所の所長や地元の人々との、人間
愛にあふれる交流を描いたノンフィクション。

J908 父さんの納屋
アヴィ　作

2 日本ライトハウス
谷口由美子　訳

姉さんが寄宿学校に僕を迎えに来た。父さんが倒れたという。家で待っていたのは、自分で動くことも話すこともできなくなっていた父さんだった。１９世紀アメリカの
開拓地に生きる家族を描く。



J908 仏典童話「とくとくとく」 中川晟 1 日本ライトハウス

J908 トムのほんとうのうち
ｼﾞｮｰﾝ･ﾘﾝｶﾞｰﾄﾞ 作

1 日本ライトハウス
こだまともこ 訳

　トムは「とくべつな子ども」。お父さんとお母さんに「えらばれた」子どもだったから。そう、トムは養子でした。でもある時、お父さんとお母さんに本当の赤ちゃんができ
ると、トムは、「本当の子のほうが、もらい子よりずっと特別に決まっ　てるじゃないか」と思う。「ほんとうの家族」とはなにかを描く、心温まる物語。

J908 ネス湖の怪獣とボガート
ｽｰｻﾞﾝ･ｸｰﾊﾟｰ 作

4 日本ライトハウス
掛川恭子 訳

ボガートは、スコットランドに住む太古の妖精だ。人間なんかよりも、ずっとずっと昔からそこにいる。そのひとりが、ネス湖の深い水底で眠り続けていた。
そこに、ネッシー探索の科学チームが入ることになる。ボガートを救おうと、キープ城のボガートとエミーたちは必死の努力をするが…？「古城の幽霊ボガート」の続
編。

J908 ねずみの家
ﾙｰﾏ･ｺﾞｯﾃﾞﾝ 作

1 日本ライトハウス
おびかゆうこ 訳

地下室に住んでいるねずみの家族は、壊れた植木鉢が家。家族が多くてぎゅうぎゅう詰めなので、末っ子ねずみのボニーは、毎晩その植木鉢の家から押し出され
てしまう。そんなある晩、ボニーは寝る場所を探して人間の世界へとやってきた。名手・ゴッデンの描くたのしい物語。

J908 パーシーとアラビアの王子さま
ｳﾙﾌ･ｽﾀﾙｸ 作

2 日本ライトハウス
菱木晃子 訳

パーシーが家の都合で転校することになった。彼は学校を嫌いになるようなことばかりして、なんとか別れを楽にしようとしている。アマチュア無線にこっているラッセ
の父さんは、なんとアラビアの王子さまと知り合った。その王子さまがラッセの家に来ることになった！ラッセとパーシーたちのにぎやかな日々を描く。

J908 ピカソ君の探偵ノート 舟崎克彦　作 4 日本ライトハウス

　ピカソ君（２３歳・小６）は、いつも三つ揃いのスーツを着て、トマト色のスポーツカーに乗っている。大人なのでたばこも吸うし、お酒も飲む（でも算数は苦手）。そし
てピカソ君は探偵でもある。ある日、同級生のマメモヤシが家に帰ってないことを聞きつけ…。

J908
北極星をめざして ｷｬｻﾘﾝ･ﾊﾟﾀｰｿﾝ 作

4 日本ライトハウス
－ジップの物語－ 岡本浜江 訳

救貧農場で暮らす少年・ジップは、自分がどこのだれか知らなかった。赤ん坊の時に街道で馬車から落ちて、それっきり。ある日、救貧農場へ檻に入れられた「あば
れモン」がやってくる。その時からジップの人生はゆっくり動き出した。「ワーキング・ガール」の続編にもあたる、近代アメリカ史の一端を描いた一冊。
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