
分類 書　　　　　名 著訳編者名 巻数 発　行　所

１．哲学・宗教

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

２．歴史・地理

当　　館

（点字データ）

永六輔 当　　館

矢崎泰久 （点字データ）

当　　館

（点字データ）

289 新宿中村屋　相馬黒光 宇佐美承 8 日本点字図書館

289 生き方、六輔の。 3

　パン屋の女主人は明治初頭生まれ。９人の子を産み、店を繁盛させる一方、芸術家や文人
を集めてサロンの女王として輝いた。時代に先駆けて激しく生きた侍の娘の生涯を描く。

　やりたいことがありすぎて、しばしば学校をズル休み。にわとりの卵の観察日記をつけた
り、漫画家を目指したり。唯一、興味がないのは料理だった…。内気なカツ代ちゃんが、
「小林カツ代」になってゆく、ゆかいで胸がジーンとする半生記！

289 「カツ代ちゃーん！」 小林カツ代 2

一般図書

　サバイバルスクールに仰天体験入学。「アミ小さな宇宙人」の作者とドキドキ初顔合わ
せ。などなど…トンデモない目にあったよ！異色の大爆笑エッセイ。

210 戦国武将の謎 駒敏郎 3

　なぜ戦国時代は北条早雲に始まるのか。なぜ織田・豊臣は連戦連勝できたのか。など歴史
年表の裏の人間ドラマ。

147 ももこのトンデモ大冒険 さくらももこ 2

141 高田明和 2 記憶力が強くなる本

　受験勉強にビジネスに、そして物忘れ防止に－高田式記憶法を一挙公開！
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291 モノでまなぶ日本地理 小田忠市郎 4 日本点字図書館

３．社会科学

 いい加減にしろ北朝鮮 当　　館

－安易な人道主義が招く日本の危機 （点字データ）

当　　館

（点字データ）

（使用原本）

平成15年版

六法全書

（使用原本）

平成15年版

六法全書

（使用原本）

平成15年版

六法全書

334 あんにょんキムチ 松江哲明 1 日本ライトハウス

　戦争の頃に日本にやってきた韓国人の祖父。彼の最後の言葉は「哲明バカヤロー！」だっ
た。それを気に病んだ僕（哲明）は、祖父の生涯をたどり始める。それは自分を探す旅でも
あった。キムチを食べられない孫（在日三世）の視点で家族のルーツをたどる、笑いと涙の
ノンフィクション。

320 民事再生法 3 日本点字図書館

　イタズラ小僧と父親、イスラム原理主義者と米国、若者と老人は、なぜ互いに話通じない
のか。そこに「バカの壁」が立ちはだかっているからである。

320 民事再生規則 1 日本点字図書館

2 日本点字図書館320

宅地建物取引業法
ﾏﾝｼｮﾝの管理の適正化の推進に関
する法律(抄)

　各地の名産品、伝統工芸、名所、土地柄などを、モノを通して紹介する。先生と生徒との
授業でのやり取りを想定して、日本各地の特色を都道府県別に解説する。

バカの壁 養老孟司 3

302 豊田有恒 4

304

　安易な同情論に基づいて北朝鮮を支援することは、独裁政権の延命に手を貸し、人民の苦
痛を長引かせるだけだ。コリア・ウォッチャーとして知られる著者が、真の解決への道を提
言した、渾身の書。
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当　　館

（点字データ）

 ＩＣＦ　国際生活機能分類

－国際障害分類改訂版－

当　　館

（点字データ）

４．自然科学・医学

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

厚生労働白書　平成15年版

369 ちびっこオルガは盲導犬 三浦英子 2

娘が『できちゃった婚』したと
き！

　どうする仕事！？どうする育児！？平成ヤングババの出る幕はどこに？

世界保険機関(WHO)障
害者福祉研究会編集

367 沖藤典子 3

369 7 日本点字図書館

日野原重明 2

北徹

「最近どうも忘れっぽい」と感じている人へ、それはボケの始まり？単なる物忘れ？

生きかた上手　続

493 もの忘れ外来 3

4

日本点字図書館

　人間のあらゆる健康状態に関係した生活機能状態から、その人をとりまく社会制度や社会
資源までをアルファベットと数字を組み合わせた方式で分類した国際機能分類（ＩＣＦ）。
分かりやすくこなれた表現で訳された日本語版。

369
障害者施策に関する計画の策定等
の状況

1内閣府　編　

　目の不自由な人の目となって、安全に誘導できるよう訓練された盲導犬、オルガ。現役の
ユーザーが描くちっちゃな黒いラブラドールとの生活ぶりを紹介。愛とユーモアがぎっしり
どっさりと詰まっています。

　ミリオンセラー「生きかた上手」の続編。毎日を元気に生きる心の持ちかたをさりげな
く、わかりやすくつづる。著者の健康法も披露。『いきいき』連載を単行本化。

490

日本点字図書館厚生労働省監修498 －活力ある高齢者像と世代間の新
たな関係の構築－

3



６．産業

645 この子達を救いたい 濱井千恵 5 日本点字図書館

７．芸術

当　　館

（点字データ）

新猛虎伝説

トランプのあそび方

－楽しくてわかりやすい－

８．言語

討論や発表をたのしもう

－ディベート入門－

知らない日本語 当　　館

教養が試される３４１語 （点字データ）

田淵幸一

809

779 三橋美智也 5

　捨てられたペット達の運命、動物たちへの思い、動物実験の実態などを綴り、動物実験廃
止へむけた取り組みや、アンケート結果などを紹介する。

ミッチーの人生演歌

783 田淵幸一が初めて明かす新生ﾀｲ
ｶﾞｰｽ優勝秘話！

4
当　　館

（点字データ）

　悲願の阪神タイガース優勝の陰に隠されたトラ戦士たちの壮絶なドラマ！？

797 青木光 2 日本点字図書館

　知らない言葉の中に深い人生の味わいがある。

　トランプの知識のいろはから始まり、１人で楽しむゲーム、「７並べ」や「ババぬき」、
「ブリッジ」、「ポーカー」、「ラミー」と様々なトランプゲームの遊び方と必勝法をわか
りやすい文章でガイド。巻末には、簡単な手品のタネも紹介するトランプの達人養成ブッ
ク。

　日本人は討論やスピーチが苦手だと言われている。その一方で「ディベート（討論）」と
いう言葉も徐々に定着してきた。ディベート的発想は、一朝一夕では身に付かない。実際の
事例を通じて、ディベートについて具体的に学べる１冊。

814 谷沢永一 4

渡部淳 2 日本ライトハウス
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９．文学　－　日本文学　－

911 大阪ことばあそびうた 島田陽子 1 日本ライトハウス

911 ぼくがここに まどみちお詩 1 日本ライトハウス

911 一瞬 清岡卓行 1 日本点字図書館

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

イタリア幻想曲　貴賓室の怪人Ⅱ

　仕事一筋で、娘に構ってやれずにきた。せめて嫁ぐまでの数年、娘と存分に花見がした
い。ひそかな願いを込めて庭に植えた一本の桜。そこへ突然訪れた、早すぎる「定年」…。
桜、萩、すいかずら、あさがお、花に託した四つのこころ。

913
おいしいｺｰﾋｰのいれ方Ⅶ 坂の途
中

村山由佳 3

913 内田康夫 5

913

　「へんなまち」「あいうえおおさかくいだおれ」など、大阪弁で綴られたことばあそびの
詩が３０編。註つき。

　「なぜ植物に生まれなかったのだろう」と思うことがあるという、詩人・まどみちおさ
ん。彼が身近なものに向ける優しいまなざしを、やわらかな言葉で綴った詩集。

　それが美であると意識する前のかすかな驚きが好きだ。詩的で感動的な一瞬をあちこちで
用いた、著者１４作目の詩集。第２０回（２００２）現代詩花椿賞受賞。

出雲神々の殺人

　「神が人を殺した。これは、神々の殺人の始まりだ」刺殺体の上には、奇妙なメモが残さ
れていた。若い女性ばかりが狙われる連続殺人事件の唯一の共通点とは…。十津川警部
「神」に挑む！

913 3西村京太郎

　二千年前、十字架から降ろされたキリストが起こした奇蹟が、浅見光彦をイタリアに呼び
寄せる！

913 いっぽん桜 山本一力 4

3村山由佳
おいしいｺｰﾋｰのいれ方Ⅵ 遠い背
中
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当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

　母と少年は昭和という時代を懸命に生きた。今初めて明かされる出生の秘密とその波乱に
満ちた半生。初の自伝的青春小説。

913 女喰い・美味堪能編 広山義慶 4

海月ルイ 5

913 泳ぎたくない川 愛川欽也 3

913 子盗り

宇江佐真理 5

　望んでも産めない女。子供を奪われた女。母親になれないのに執着する女。三人の女達の
情念が交錯するサスペンス。

　お父っつあん、あったかい…。好いた惚れたは八丁掘の顔にひとすじ体に八十八の刀傷。
おとこ権佐のこころ意気。

913 斬られ権佐

　〈お願い、匿って〉情事の帰途、超スケコマシ菅原志津馬は愛車の中に隠れてい美女圭子
に懇願された。仕方なく圭子をホテルに潜ませ帰宅。翌日訪れると、彼女の姿はなくベッド
には一糸まとわぬ別の美女が待っていた。これは何かの罠か!?

913 鎌倉・流鏑馬神事の殺人 西村京太郎 4

　旅館で女性ギャンブラーが殺された！現場には「陰陽」の文字が。流鏑馬神事を舞台にし
た復讐劇の謎を十津川警部は解明できるのか。

　踏まれても踏まれても、なお真っすぐに生き抜く「運命の子」の成長を描く大河ロマン。
父母、妹、そして師を次々に殺された少年。その呪われた家の秘密とは？

913 雁の橋 澤田ふじ子 9
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913 山河在り（下） 陳舜臣 5 当　　館

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

ＤＩＶＥ！！　１

前宙返り３回半抱え型

ＤＩＶＥ！！　２

スワンダイブ

913

森絵都

3森絵都913

913

　十津川警部、連続女子大生射殺魔に挑む！北京－上海　特快列車「Ｔ１０９」で、何かが
起きる－！？

5

　仲間の警告で世航はテロの巻き添えを免れた。ジャーナリストとして乱世の最前線を駆け
る。

　ピラミッド、キリストの墓、アラハバキ…本州最果ての地に息づく、謎めいた伝説と信
仰。その背後に潜む憎悪と殺意に敢然と立ち向かう名探偵の活躍を描いた長編旅情ミステ
リー。

5野島伸二

日本ライトハウス

3 日本ライトハウス

913 スワンレイク

　坂井知季、１３歳。はっきり言ってマイナーなスポーツ、高飛び込みをやっている。成績
はぱっとしない。練習漬けのある日、いきなり現れた女コーチが、超ハードな自主トレメ
ニューを渡しながら言った。「私たちが目指すのは、オリンピックよ」

西村京太郎

　限界を越えても「私」は愛にたどり着きたい。黄色いレインコートをまとい、猟奇殺人を
繰り返す「五人」の若者。彼らを追い詰めた刑事がつかんだ驚愕の真相。捕らえられた犯人
と女精神科医との不可思議な精神鑑定から浮かび上がる、究極の愛の形とは－。

8

上海特急殺人事件

913 十三の冥府

　津軽の海で、独り飛んできた沖津飛沫。ＭＤＣへ入ったのは、麻木コーチとかわした、あ
る契約のためだった。ダイバー達の青春を描く第２作。

内田康夫
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ＤＩＶＥ！！　３

ＳＳスペシャル’９９

２ｄａｙｓ　４ｇｉｒｌｓ 当　　館

2日間で4人の女とｾｯｸｽする方法 （点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

八切意外史① 当　　館

信長殺し、光秀ではない （点字データ）

日本ライトハウス

　ダイイング・メッセージは、おれを刺したのは、刑事の十津川－！？十津川のかつての恋
人、同窓生らが巻き込まれた四つの事件を描く。

913 八切止夫 7

　明智光秀にはアリバイがある。本能寺の、驚愕の真相。

913 十津川警部「目撃」 西村京太郎 4

森絵都913

913 村上龍 4

3

東京湾アクアライン十五．一キロ
の罠

4

　わたしはプラントハンター。神経を病んだ女たちを預かってオーバーホールするのが仕
事。快楽を求め合いながらも希薄化していく男と女の関係性を、濃密なエロチシズムの世界
に描く。

　事件は、東京の高級マンションと宇奈月温泉のトロッコ列車から始まった。いずれも青酸
を注射されて殺されたのだ。両方の事件に共通するものは何か？政財界を巻き込んだスキャ
ンダルに、十津川警部が挑戦する！

　突然、オリンピック代表内定を告げられた要一。子供の頃から厳しい練習を重ねてきたの
は、オリンピックに出るという目標があったからだ。常にＭＤＣのトップを走ってきた要一
が直面する、大きなスランプ。複雑な思いで見守る周囲。１．４秒間を競うダイバーたちの
青春を描く、シリーズ３作目。

西村京太郎 4

　十津川警部ＶＳ謎の爆弾犯！アクアラインに張り巡らされた巧妙な罠に十津川が挑む。

913 十津川警部の回想

913 西村京太郎
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当　　館

（点字データ）

913 二人の武蔵　（上） 五味康祐 5 当　　館

913 二人の武蔵　（下） 五味康祐 5 （点字データ）

秘密－パレスチナから桜の国へ 当　　館

母と私の２８年 （点字データ）

　－　外国文学　－

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ 当　　館

池田真紀子 訳 （点字データ）

大魔法使いｸﾚｽﾄﾏﾝｼｰ D･W･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 作

クリストファーの魔法の旅 田中薫子 訳

ﾒﾙｳﾞｨﾝ･ﾊﾞｰｼﾞｪｽ

池田真紀子 訳

　日本赤軍のリーダー、国際的テロリストとして、世界に名を轟かせた重信房子に娘がい
た。その生い立ちは、何万人に一人という数奇な運命を背負っていた。革命家の娘の驚愕の
手記。

重信メイ 3913

アグネス・チャン 3913 パーフェクト・カップル

　傷だらけのまま、激しく愛し合う者たち。顔も知らない、声も聞いたこともない…だけど
私は決めている－彼と結婚する。この絶望を共有できるのは、世界中で彼しかいない。かつ
てないほど残酷な９つの愛の物語。

　岡本武蔵と平田武蔵。共に剣の道を進み、京で、江戸で複雑に絡み合う。果して巌流島で
佐々木小次郎を倒すのはどちらの武蔵なのか。

　蛇頭の殺し屋ゴースト。１１人殺害容疑で国際指名手配中。

　クリストファーは幼い頃から別世界へ旅する力を持っていた。彼は九つの命を持つ生まれ
ながらの大魔法使いだったから。九つの命を持つ者は、次代のクレストマンシーにならなけ
ればならない…。

933 石の猿 10

　見知らぬ都会へ家出してきた１４歳の少年と少女は、アナーキストを名乗る青年たちに拾
われ、ストリートの知恵を学びながら空き家で暮らすことに。現代のイギリスの都会を舞台
に、傷つき失敗を重ねながらも徐々に成長していく姿を、繊細な筆致で綴った物語。

7

933 ダンデライオン 7

933

日本ライトハウス

日本ライトハウス
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ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ

飛田野裕子 訳 当　　館

ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ （点字データ）

飛田野裕子 訳

デニス・ボック 当　　館

小川高義　訳 （点字データ）

ｼﾞｪﾘｰ･ｽﾋﾟﾈｯﾘ 作

千葉茂樹 訳

933 ニーベルンゲンの歌　前編 相良守峯　訳 5

933 ニーベルンゲンの歌　後編 相良守峯　訳 5

5

933

灰の庭 6

　１９４５年８月６日、広島。一人の少女が被爆した。５０年後、少女は原爆投下に関わっ
た亡命ドイツ人科学者とユダヤ系難民である彼の妻に出会う－。巧みな設定と絶妙な語りで
「善悪の是非」を問う大傑作！

933

ひねり屋 4 日本ライトハウス

　毎年「鳩の日」には、大量の鳩が解き放たれ、銃で撃ち落とされる。地面に落ちた鳩は
「ひねり屋」と呼ばれる少年たちによって回収される…。町中の人々にとって殺戮の対象で
しかない鳩を愛した、少年パーマーの孤独無援の戦いと成長の物語。

日本点字図書館

933 眠れぬイヴのために　（下）

933 眠れぬイヴのために　（上） 6

　記録的な嵐が近付く夜、精神病院を出た死体運搬車に積まれた死体袋をやぶって、肉隆々
の巨漢が這い出た。彼の名はマイケル・ルーベック。凄惨な事件の犯人だった。裁判で自分
に対して不利な証言をした女教師リズに復讐の鉄槌を下すため、脱走をくわだてたのだが
…。（上）
　元警察官の賞金稼ぎ、ルーベックの主治医、リズの夫－彼らはそれぞれの思惑を胸に、
ルーベックを捕まえるべく、執拗な追跡を続ける。しかしルーベックは、狡猾な手口で彼ら
を翻弄、大嵐の中一歩一歩着実にリズのいる家に近付いていった。

　古代ゲルマン英雄伝説と中世騎士文化、この二つが融合した『ニーベルンゲンの歌』はド
イツ文学の最高傑作であり、一大記念碑とされる。作者不詳とされ、これをもとにワーグ
ナーが創作した楽劇「ニーベルングの指輪」としても名高い。ニーベルンゲンの宝を中心
に、骨肉相食む凄惨な闘いが王宮で展開される。
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Ｊ．児童図書

マイケル・ホワイト

乾侑美子　訳

レイチェル・カーソン

J471 どこへいったの？トマトのにおい 山口進 1 日本ライトハウス

ｷｰｽ･ｸﾞﾚｲ 作

まえざわあきえ 訳

ﾙｰﾏ･ｺﾞｯﾃﾞﾝ 作

なかがわちひろ 訳

　酢を作る壺の形をした、小さな家に住んでいた貧しいおばあさんは、助けた魚の王様に願
いをかなえてもらえることになる。最初は控え目だったおばあさんは、どんどん欲張りに
なっていき…。

 J289

 J289 2

 J908 1 日本ライトハウス

1

おすのつぼにすんでいたおばあさ
ん

家出の日

　僕は今、一人で列車に乗っている。遠く離れたリバプールで暮らす兄さんに会いに行くた
めだ。僕の事をわかってくれるのは兄さんしかいない…。両親のケンカが嫌で家出をした
ジェイソンは、列車の中で「家出屋」と名乗る少年に会う。彼は家出をしたまま暮らし続け
ているというのだが…。

　６０年代を駆け抜けたロック・グループ、ザ・ビートルズ。現代の人々に未だ影響を与え
続けるこのグループのリーダー、ジョン・レノンは、いったいどのような人物だったのか。
叔母に育てられた子供時代から暗殺という悲劇的な死までを、多数の資料を交えながら綴
る。

2 日本ライトハウス

 J908

　昔のトマトはもっと青臭い匂いがしたはず。それはどこへいってしまったのだろう。「ト
マトはどのように変化してきたか、それはなぜか」をテーマに、身近な野菜であるトマトを
様々な角度から調べ出す。

　１９６２年にアメリカで出版された１冊の本は、たちまち世界中に衝撃を与えた。『沈黙
の春』と題されたその本は、当時広く使用されていた農薬の危険性を訴えるものだった。自
然を愛した彼女の生涯を、明快な筆致で綴った伝記。

日本ライトハウス

－『沈黙の春』で地球の叫びを伝
えた科学者－

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ･ﾜｽﾞﾜｰｽ

上遠恵子 訳

ジョン・レノン 日本ライトハウス
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ｴﾙﾌｨｰ･ﾄﾞﾈﾘ 作

遠山明子 訳

児島満子 編訳

山本真基子 編集協力

J908 車のいろは空のいろ 　白いぼうし あまんきみこ作 1 日本ライトハウス

ｳﾞｨｳﾞｪｯｶ･ﾚﾙﾝ 作

菱木晃子 訳

J908 ズッコケ情報公開秘ファイル 那須正幹　作 2 日本ライトハウス

　実在の人物とも言われるホジャが出てくる「ナスレッディン・ホジャの笑い話」や、頭に
毛のない男の子・ケローランの話など、トルコの人々に今でも親しまれているお話１５編。

　サンタクロース一家のウィルマとウィリー。絶対サンタになりたいウィルマと、絶対にな
りたくないウィリー。だったら、ウィルマが次のサンタになればいい！…とは、今のサンタ
は思わないみたい。なぜなら、ウィルマが女の子だから。「○○らしさ」って何？とやさし
く問いかける。

 J908 すいがらとバラと

　私は１６歳だけど、弟のジミーは１０歳のまま。もう一緒にいろいろなことをできないけ
れど、たくさんのことを思い出す。１年前に死んだ弟の事を語る姉の姿。シンプルな言葉
で、愛する家族を失った悲しみと、弟への想いを綴る。

1 日本ライトハウス

 J908 日本ライトハウス

日本ライトハウス

2

1

　空色の車を町で見かけたら、それはきっと松井さんのタクシーです。手をあげて、車の座
席に座ったら、不思議な旅の始まりです。

車のいろは空のいろ 　春のお客
さん

あまんきみこ作

 J908

子どもに語るトルコの昔話

　オンブズマンとは、政治の見張り役。オンブズマンになれば女の子にモテるのでは、と
思ったハチベエは早速行動に移る。手始めに市役所に行ったズッコケ三人組　は、あやしげ
な男に会うが、その直後、男は３人の目の前で車に轢かれてしまう。彼から託されたデータ
はいったい何を意味しているのか？三人組の活躍が始まる！

女の子はサンタクロースになれな
いの？

　松井さんの空色タクシーには、だれでも乗せてもらえます。男の子や女の子はもちろん、
ピエロのお人形や、クマのぬいぐるみだって…。

日本ライトハウス

 J908

1
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世界名作えほん全集１ 当　　館

ジャックと豆の木（イギリス民話） （点字データ）

世界名作えほん全集２ 当　　館

みにくいあひるのこ （点字データ）

世界名作えほん全集３ 当　　館

しらゆきひめ （点字データ）

世界名作えほん全集４ 当　　館

せむしのこうま（ロシア民話） （点字データ）

世界名作えほん全集５ 当　　館

おやゆびひめ （点字データ）

世界名作えほん全集６ 当　　館

（点字データ）

世界名作えほん全集７ 当　　館

（点字データ）

世界名作えほん全集８ 当　　館

三つのねがい（北欧民話） （点字データ）

世界名作えほん全集９ 当　　館

赤ずきん （点字データ）

世界名作えほん全集１０ 当　　館

三びきのこぶた（ドイツ民話） （点字データ）

世界名作えほん全集１１ 当　　館

はだかのおうさま （点字データ）

世界名作えほん全集１２ 当　　館

うさぎとかめ （点字データ）

世界名作えほん全集１３ 当　　館

フランダースの犬 （点字データ）

世界名作えほん全集１４ 当　　館

アルプスの少女ハイジ （点字データ）

1

1

 J908 グリム 1

うかれバイオリン（イギリス民
話）

グリム

 J908 1

 J908

 J908

 J908

 J908

 J908

 J908

 J908 ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ

 J908 グリム 1

1

1

1

1

1

 J908 ウィーダ 1

アラジンとまほうのランプ(ｱﾗﾋﾞｱ
ﾝﾅｲﾄより)

 J908 ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ 1

 J908 イソップ 1

 J908 ヨハンナ・スピリ 1
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世界名作えほん全集１５ 当　　館

そんごくう（西遊記より） （点字データ）

世界名作えほん全集１６ 当　　館

ブレーメンの音楽隊 （点字データ）

世界名作えほん全集１７ 当　　館

ガリバー旅行記 （点字データ）

世界名作えほん全集１８ 当　　館

みつばちマーヤの冒険 （点字データ）

世界名作えほん全集１９ 当　　館

マッチ売りの少女 （点字データ）

世界名作えほん全集２０ 当　　館

ヘンゼルとグレーテル （点字データ）

世界名作えほん全集２１ 当　　館

ピノキオ （点字データ）

世界名作えほん全集２２ 当　　館

ながぐつをはいたねこ （点字データ）

世界名作えほん全集２３ 当　　館

シンデレラ （点字データ）

世界名作えほん全集２４ 当　　館

しあわせの王子 （点字データ）

ダレン・シャンⅩ Darren Shan 当　　館

－精霊の湖－ 橋本恵 訳 （点字データ）

チムとシャーロット E･ｱｰﾃﾞｨｿﾞｰﾆ 作

チムききいっぱつ なかがわちひろ 訳
 J908

 J908 1

　偶然にも生まれ故郷の町に帰る事になったダレン。しかし、そこには巧妙に仕組まれた罠
が待ち構えていた。運命がダレンを弄ぶ。ファンタジーミステリー、待望の第１１弾。

1 日本ライトハウス

　チムは、海の大好きな男の子。ある日海で、友達のジンジャーと、気を失った女の子を助
ける。目覚めた彼女は何も覚えていないのでした。

 J908 1

 J908 グリム 1

 J908 スウィフト 1

 J908 ポンゼルス 1

 J908 アンデルセン 1

 J908 グリム 1

 J908 コルローディ 1

 J908 ワイルド 1

 J908 ペロー 1

 J908  ペロー 1
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チムひょうりゅうする E･ｱｰﾃﾞｨｿﾞｰﾆ 作

チムとうだいをまもる なかがわちひろ 訳

ｳﾞｫﾙﾌ･ﾄﾞｩﾘｱﾝ作

石川素子 訳

ｲﾘｰﾅ･ｺﾙｼｭﾉﾌ 作

石川素子 訳

なぞとき名人のお姫さま

－フランスの昔話－

日本昔話えほん全集１ 当　　館

かちかち山／しおふくうす （点字データ）

日本昔話えほん全集２ 当　　館

わらしべ長者／あとかくしのゆき （点字データ）

日本昔話えほん全集３ 当　　館

一寸法師／あまんじゃくとうりこひめ （点字データ）

日本昔話えほん全集４ 当　　館

ぶんぶく茶釜／かっぱのおんがえし （点字データ）

日本昔話えほん全集５ 当　　館

舌切りすずめ／かもとりごんべい （点字データ）

日本昔話えほん全集６ 当　　館

浦島太郎／そばのくきなぜ赤い （点字データ）

 J908 1

 J908 1

 J908 1

 J908 1

 J908 1

 J908 1

1 日本ライトハウス

日本ライトハウス

 J908 ティナのおるすばん 2 日本ライトハウス

　ティナは８歳。ドイツの小学生。お父さんはアフリカでお仕事だし、お母さんは昨日から
結婚式に行っていて留守。初めてお留守番をすることになって、大張り切りのティナですが
…。

山口智子　編訳 2

日本ライトハウス

 J908

　半分の卵から生まれた小さな半分のおんどり。妖精の贈り物でカエルになってしまったお
姫さま、風邪をひいた動物たち、名人のお姫さま…。ユーモアあふれるお話集。

 J908

　海の大好きな男の子チムの冒険シリーズ。

　アメリカのチョコレート王がベルリンの町にやって来て、新聞に広告を出した…「求む、
広告王！」。子供達の秘密結社のリーダー・カイ少年と仲間たちは、広告王の座をめぐっ
て、専門家を相手に奇想天外な広告合戦を繰り広げる。

 J908 チョコレート王と黒い手のカイ 1
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日本昔話えほん全集７ 当　　館

桃太郎／きっちょむさん （点字データ）

日本昔話えほん全集８ 当　　館

さるかに合戦／うしかたとやまうば （点字データ）

日本昔話えほん全集９ 当　　館

かぐやひめ／えすがたにょうぼう （点字データ）

日本昔話えほん全集１０ 当　　館

金太郎／ひこいちとんちばなし （点字データ）

日本昔話えほん全集１１ 当　　館

こぶとり／三ねんねたろう （点字データ）

日本昔話えほん全集１２ 当　　館

花さかじじ／へっこきにょうぼう （点字データ）

A･M･G.ｼｭﾐｯﾄ 作

西村由美　訳

ｴﾚﾅｰ･ｴｽﾃｨｽ作

渡辺茂男 訳

J･S･ｲ･ﾌｧﾌﾞﾗ作

宇野和美 訳

 J908 1

 J908 1

 J908 1

 J908 1

 J908 1

 J908 1

　ある日ティベは変な女の人を助ける。彼女は箱の中で丸くなって寝るし、喉を鳴らすし、
ネコの話が分かるようなのだ。内気な新聞記者ティベが、元ネコのミヌースと町中のネコの
力を借りて、事件の真相を伝えようと奮起する。

日本ライトハウス

 J908 はじめてのクリスマス・ツリー 2 日本ライトハウス

 J908 3ネコのミヌース

　５年生のマリアンナはまだクリスマス・ツリーを飾ったことがない。人と同じ事をするの
が嫌なママが許してくれないからだ。「今年こそは」と決心して、兄や友達とモミの木を裏
庭に運び込むが…。

 J908 ビクトルの新聞記者大作戦 2 日本ライトハウス

　１１歳のビクトルの夢は作家になる事。ある日、学校にきた作家の一言をきっかけに、新
聞作りを始める。仲間集めから町の特ダネ探しなど、悪戦苦闘の末に完成した創刊号は、町
中に大騒動を巻き起こした。
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ぼくは農家のファーブルだ

－ﾄﾏﾄを守る小さな虫たち－

ﾌｨﾘﾊﾟ･ﾋﾟｱｽ 作

猪熊葉子 訳

ｱﾝ･ﾀｰﾝﾌﾞﾙ 作

渡辺南都子 訳

S･ｸﾞﾘｰﾝｳｫﾙﾄﾞ 作

小杉佐恵子 訳

ﾎﾟｰﾙ･ﾌｧﾝ･ﾛｰﾝ 作

若松宣子 訳

 J908 2 日本ライトハウス

　農業をする中で、害虫対策は悩みの種。トマト農家の石川さんは、農薬を使わず「虫を虫
でやっつける」という、安全で自然な「天敵農法」にチャレンジしている。新しい農業に取
り組む姿をわかりやすく描く。

谷本雄治

 J908 真夜中のパーティー 3 日本ライトハウス

　ハエの羽音で夜中に目を覚ましたチャーリーは、水を飲みに台所へ。そこへ姉弟４人が集
まり秘密のパーティーに…、という表題作のほか７編を収めた短編集。

 J908 メアリーの鳩 2 日本ライトハウス

　姉と違って家事の苦手なメアリーは、職探しでいない父さんの代わりに伝書鳩の世話をし
ている。夢は、自分の鳩がレースで優勝することだ。しかし、苦しい生活の中で、母さんは
何羽かの鳩を料理してしまう。怒った彼女は家を飛び出すが…。

 J908 わが家のバイオリンそうどう 1 日本ライトハウス

　エミーの誕生日に届いたのは、なんとワニの卵！だけど、パパとママは大の動物嫌い。エ
ミーがありったけの思いを込めて卵がかえるようにお願いすると…。

　ロージーの二人の姉は、１０歳の時に写真集を出している。大嫌いなバイオリンのレッス
ンを写真集の題材に決められたロージーは、断りきれないままに巻き込まれて行くが…。

 J908 ワニがうちにやってきた！ 1 日本ライトハウス
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からだの科学　（『からだの科学』より抜粋。医学関係。）
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新生（文芸）
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婦人文化（婦人向け実用記事）
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