
◆◆◆◆◆  凡 例  ◆◆◆◆◆ 

１．この点字図書目録は、平成１７年１０月から、平成１８年３月の間に、熊

谷点字図書館に進入した蔵書をまとめたものです。 

２．分類は、日本十進分類法（新訂９版）を基に分類し、児童図書は別記に分

類しております。 

３．記載事項は、分類番号・書名・著訳編者名・巻数・発行所・内容の順とし、

分類は３桁としました。 

４．当館製作点字データは、フロッピーと冊子の両方の形態での貸出ができま

す。 

５．逐次刊行物の記載事項は、形態・タイトル名（おもな内容）・発行所の順と

しました。 

 

 

◆◆◆◆◆  利用案内  ◆◆◆◆◆ 

１．利用方法 

目の不自由な方で、登録された方は、どなたでも無料でご利用できます。

申し込みは、直接来館していただくか、電話または手紙でも結構です。希望

書を郵送致します。 

  県外の方は、最寄りの図書館等を通しご利用ください。 

２．貸出と閲覧 

  貸出巻数…原則として、１人１回３タイトル。 

貸出期間…郵送にかかる日数を除く、１５日以内。 

（点字雑誌においては、１週間以内。） 

３．開館時間 

月曜日～金曜日  午前９時～午後５時 

４．休館日 

毎週土・日、祝祭日、12 月 29 日～1月 3日（年末年始） 

 

＊貸出延長の場合は、電話でご連絡ください。 

＊貸出の点字図書は、点字郵便物として郵送料は無料となっておりますので、

お気軽にご利用ください。 

＊ご意見、ご希望、お気付きの点がございましたら、ご連絡ください。 



分類 書　　　　　名 著訳編者名 巻数 発　行　所

２．歴史・地理

当　　館

(点字データ）

３. 社会科学

(使用原本）

平成16年版 1 日本点字図書館

六法全書

288

高度情報通信ネットワーク社
会形成基本法　他
個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律
施行令

320

　高度情報通信ネットワーク社会形成基本法他、個人情報の保護に関する法律。

杉崎泰一郎 3

　キリスト教の信仰と自然崇拝や祖先崇拝は交錯し、理性に目覚めつつも幻想に
浸っていた中世ヨーロッパ人の精神世界を中世人が残した豊富なテクスト図版と
ともに描く異色作。

　すべては伝説にすぎない。実在の根拠とされる文献や遺物のどこにどのような
問題があるのか？誰がなぜこのフィクションを必要としたのか？禁忌の扉を開く
衝撃の書。

3谷沢永一聖徳太子はいなかった

日本点字図書館

一般図書

　現在の東京都にあたる地域で、江戸のはじめから現代までに起こった出来事を
まとめた、他に類のない年表。政治・経済にかたよらず、事件や流行、生活風俗
など、暮らしに密着した記事を中心に編集してある。

213 江戸東京年表 大濱徹也
吉原健一郎　編著 14 日本点字図書館

230
欧州百鬼夜行抄
‐「幻想｣と「理性」のはざま
の中世ヨーロッパ　‐

1



(使用原本）

平成16年版 2 日本点字図書館

六法全書

(使用原本）

平成16年版

六法全書

(使用原本）

平成16年版

六法全書

(使用原本）

平成16年版

六法全書

さおだけ屋はなぜ潰れないのか？

‐身近な疑問からはじめる会計学　‐

　表題のほか「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」
「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」など、全４法令を収録。

　「会計が嫌い」「会計が苦手」「会計を学んでも意味がない」と思っている方
に「会計」は決してやさしいものではないが「会計の本質的な考え方」はそれほ
ど難しくない。本書では、日々の生活に転がっている「身近な疑問」から考えは
じめることで会計の重要のエッセンスを学んでいく。

336 日本点字図書館2山田真哉

　表題のほか「情報公開・個人情報保護審査会設置法」「コンテンツの創造、保
護及び活用の促進に関する法律」を収録。

320
武力攻撃事態等における国民
の保護のための措置に関する
法律　他

4 日本点字図書館

1 日本点字図書館
独立行政法人等の保有する個
人情報の保護に関する法律
他

320

320

障害者基本法
心神喪失等の状態で重大な他
害行為を行った者の医療及び
観察等に関する法律　他

　地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行
う投票方法等の特例に関する法律／身体障害者補助犬法　他

　表題他「少子化社会対策基本法」「次世代育成支援対策支援法」「性同一障害者の性
別の取扱いの特例に関する法律」「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」を
収録。

地方公共団体の議会の議員及
び長の選挙に係る電磁的記録
式投票機を用いて行う投票方
法等の特例に関する法律
身体障害者補助犬法　他

320 1 日本点字図書館

2



｢生活者」とはだれか　 日本点字図書館

自律的市民像の系譜 （点字データ）

当　　館

（点字データ）

　奥武蔵に伝わる民話５０話を収録。

当　　館

（点字データ）

４．自然科学・医学

暦と数の話　 スティーヴン・ジェイ・グールド 当　　館

グールド教授の2000年問題 渡辺政隆　訳 （点字データ）

フランセス・アッシュクロフト

矢羽野薫　訳

492 秘傳・杉山眞傳流 大浦慈観　編 4 桜　雲　会

　管鍼術の祖であり、江戸期を通じて日本鍼灸の基礎を築いた杉山検校。彼が見
出した「杉山眞傳流」解説の他、和訓篇として重要な章を抜粋して紹介。

　喜多院や川越にまつわる民話やこわくて震えたり思わず笑いの出てしまう話な
ど川越やその周辺に伝わる民話から50話を収録。

449

　世紀の対決「2000年」VS「2001年」　祝うべきは、2000年の正月か、2001年の
正月か？百年ごとに繰り返される大論争への疑問から暦と千年紀にまつわる諸問
題を考察。新たな驚きと感動の最新エッセイ。

491 人間はどこまで耐えられるのか 7 日本点字図書館

　高さと深さの限界、暑さと寒さの限界、スピードの限界。エベレスト登山、ス
キンダイビング、灼熱砂漠など、極限の環境における人間の生理学的反応を説明
しながら、人間が生き延びる限界を探る。

388 小江戸の民話 市川栄一 1

　時代のキーワードとして定着した「生活者」という言葉に、個人の思いだけで
なく、人々が生きた時代の思いを読み解く。

388 奥武蔵の民話 市川栄一 2

365 天野正子 5

3

3



５．技術・工学・生活科学

おいしい店とのつきあい方

‐　サカキシンイチロウの秘密ノート　‐　

的場輝佳

西川清博

加藤万紀子

鉄道と近代化 日本点字図書館

（歴史文化ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ38） (点字データ）

ラジオの時代

‐ラジオは茶の間の主役だった　‐

　著者がワインに開眼したのは、初めて旅行で訪れたイタリア。その地で出会っ
たワインにすっかりとりつかれた著者はイタリアのライフスタイルにも惚れ込ん
でしまいました。　イタリアワインってフレンチに比べて種類が多すぎて何を飲
んだらいいのか混乱しませんか。この本があればお気に入りの一本発見です。

　６．産業

686 原田勝正

　異文化として導入された鉄道は、「文明の利器」にとどまらず、新しい社会･文
化の母体となった。鉄道の受容と発展の過程から近代化を考える。

3

699

　肉料理、魚料理からソースまで、西洋料理のあらゆる「なぜ？」に、プロの
「技とコツ」、科学の「目」で明快に答える。

596 ワインデイズ マーク・ピーターセン 2 日本点字図書館

596 サカキシンイチロウ 4 日本点字図書館

　レストランをもっと楽しむには秘密があります。ないがしろにされずお店の粋
な常連さんになって、優雅で至福な時間を楽しむための秘訣を、この道のプロが
こっそりお教えします。大人のための必携レストラン講座。

日本点字図書館596
西洋料理のコツ
プロの技と料理の科学シリー
ズ

5

竹山昭子 6 日本点字図書館

　日本モダニズム期に誕生したラジオとはどういうメディアであったのか？大正
から昭和初期の天皇報道やオリンピック放送、ラジオ体操、戦後の占領政策との
関わり等の分析を通して、日本のラジオが生み出したものを再検証する。

4



当　　館

（点字データ）

７．芸術

779 江戸の見世物 川添裕 3 日本点字図書館　

９．文学　－　日本文学　－

司馬遼太郎の幕末明治 日本点字図書館

‐『竜馬がゆく』と『坂の上の雲』を読む‐ (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）

　笑って味わう人生の深さ。

2 毎日新聞社
点字毎日

699 玉置宏の昔の話で、ございます 玉置宏 3

　芸能プロダクションの雄ホリプロはいかに成長したか。創業者・堀威夫のワゴ
ンマスターズとスイング・ウエストのミュージシャン時代、そして会社の旗揚げ
から株式上場まで。数々のスターの逸話を交えて語り尽くした異色の芸能史。

　江戸時代の見世物は誰にとっても親しみやすい代表的な大衆娯楽だった。一目
見ただけでご利益があるといわれた象などの動物見世物をはじめ、細工見世物、
軽業など近世後期の見世物の実像に迫る。

6成田龍一910

　昭和３０年代、『平凡』が『明星』が輝いていた時代、「本物のスター」たち
のもっとも近くにいた男、玉置宏が今あかす「きら星のようなゴシップ集」。

767 いつだって青春わが人生のホリプロ 堀威夫

　司馬遼太郎の二大作を、作品全体を通してたんねんに読み込む。記述の作法に注目
しながら、「三つの時間軸」の視点で歴史家が読み解く。

911

911

911

相合傘　

相合傘　２

相合傘　３

中田まき子　編

中田まき子　編

中田まき子　編

1

1

2

5



佐藤謙三

小林弘邦　訳

佐藤謙三

小林弘邦　訳

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

おいしいコーヒーの入れかたⅨ 当　　館

聞きたい言葉 （点字データ）

　義経を愛する「判官びいき」が育てた悲運の英雄「義経」の物語。民衆のつく
りあげた数多くの「義経」のイメージの祖型と、その成立過程を解明する豊富な
注を加えた現代語訳。第1巻は、巻一から巻四、物語の発端、義朝の都落ちから、
頼朝に追われた義経の都落ちまで。巻末に解説を付す。

913 義経記　１ 5 日本点字図書館

　巻五から巻八、義経吉野入りから、平泉での合戦、義経の自害、奥州藤原氏の
滅亡まで。

913 義経記　２ 5 日本点字図書館

曽野綾子

5

5

　「鳥飼さんは必ず受けた運命を受諾する」　いつ終わるとも知れぬ部族虐殺の
渦中で、鳥飼春菜を襲う悲劇。信仰とは何か、本当の愛の意味とは何かを問う、
ファン待望の長編小説。

913

913

哀歌(下)

哀歌(上)

　「どうしたら人間を失わないでいられますか？」　貧困と飢餓と動乱の大陸ア
フリカ。修道女・鳥飼春菜を通じて、生きることの喜びと悲しみの原点を描く、
曽野文学、不滅の金字塔。

曽野綾子

913 秋の花火 篠田節子 5

　今度の恋は、低く静かな旋律。人生の盛夏を過ぎた頃の恋情は、静かで儚い花
火のよう。生きることの痛みと意味を繊細かつ大胆に描く佳品、全五篇。

3913

　遠く離れていても変わらない！？交差する二人の想い。僕たちが遠距離恋愛…
かれんへの想いと不安を抱えた勝利に新たな試練が！？人気シリーズ第9弾！

村山由佳

6



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）

913 サンネンイチゴ 笹生陽子　作 2 日本ライトハウス

当　　館

（点字データ）

当　　館

(点字データ）

　伊三次が仕える不破友之進の息子、龍之介が元服して見習い同心に。同じ頃、江戸の
町には乱暴狼藉を繰返す無頼派の影が…。

　「愛した女性と踊りたい」亡者の魂魄が彷徨い出る。越中と飛騨を舞台に名探
偵・浅見光彦と迷作家・内田康夫が織りなす、鮮やかな推理競演！！

913 贈られた手　家族狩り第３部 天童荒太 4

　児童心理に携わる氷崎、高校教師の巣藤、警部補の馬見原。三人がそれぞれに
かかわる哀しみ、虚無、歪みが交錯し、人々は手探りで道を探そうとする。愛と
いう言葉の持つ様々な顔と、かすかに見える希望を描く、第三部。

913 風の盆幻想 内田康夫 5

913 君を乗せる舟髪結い伊三次捕物余話 宇江佐真理 4

913 紅の袖 諸田玲子 4

　風が唸り、砂が舞う。禍々しく、悩ましく煽り立てるかのように。黒船来航に
翻弄される男と女。

　くだらない日常、灰色の毎日、やることなすことカラ回りのあたし。ウツウツ
と登校したある朝、学校一のトラブルメーカーが、隣の席に座っていた。そして
あたしは、いつのまにか友情の三角関係の中にいた…。１４歳のホンネ小説。

913 柴笛と地図 三木卓 9

　道よ、ひらけ！生に、文学に、性に目覚めた日々…。敗戦の混乱にひきつづく
激動の時代を高校生として生きた、自伝的長編。

913 長崎乱楽坂 吉田修一 3

　三村家では毎晩が酒盛り。若い男どもが、風呂上りのからだに下穿き一つで出
入りする大家族。男たちの肌の火照り、女たちの熱い息。駿と悠太は幼い頃か
ら、性と暴力の渦の中にいた。強い引力を感じながらも、少年たちは、彼らとは
違う男に育ってゆく。

7



913 ＮＯ．６(ﾅﾝﾊﾞｰｼｯｸｽ）♯２ あさのあつこ 3 日本ライトハウス

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）

　聖都市「Ｎｏ．６」のエリート候補生から、一転して犯罪者となった紫苑。ネ
ズミに救われ、西ブロックに潜伏することになる。壁一枚隔てて、あまりにも異
なる世界がそこにあった。ネズミの言った「すべてを知ってもなおＮＯ．６に帰
りたいならオマエは敵だ」の真意は？近未来サバイバル小説、第2弾。

913 人間の天敵 森村誠一 4

　ホテルの苦情処理担当・椎津の妻が、別のホテルの地下駐車場で死体となって
発見された。椎津は妻と宿泊した宿泊客を割り出そうとする…。表題作をはじ
め、全４編を収録する社会派ミステリー集。

913 廃用身 久坂部羊 6

　悪魔による老人虐待か、それとも奇跡の療法か！？すぐ、そこまで来ている現
実を予言する、衝撃のミステリ。「グロテスク」に対して、これほど真摯に取り
組んだ作品はない。文学が忘れかけていた異様で危険な手応えが、ここにはあ
る。

913 藤沢周平短篇傑作選２父と呼べ 藤沢周平 2

　市井小説集１。裏店住まい、酔いどれの叩き大工の哀歓を描く市井小説の秀作
他、股旅小説。

913 藤沢周平短篇傑作選３冬の潮 藤沢周平 6

　名もない市井の人々の明澄な人生絵図といえばこの作家の土壇場であろう。選
りぬきの十二編。

913 藤沢周平短篇傑作選４又蔵の火 藤沢周平 6

　歴史短篇小説集。悽愴な復讐物語の名品「又蔵の火」をはじめ、歴史の傍の小
さな事件を材に描く六つの物語。

8



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）

913 星が降る 白川道 4

　少年時代、父の後妻が連れてきた弘。私は弟を、血の繋がりを超えて愛した。
彼は夢を追っていた。だが、ついに羽ばたく機会のないまま、あの日、弟は私の
妻と心中してしまった。

11913 炎の条件 森村誠一

　死ぬために登った北アルプスの雪渓で、真由美は運命の人・朝倉とめぐり会っ
た。教団「お告げの天使」の魔の手が、真由美に迫る。そして真由美を守る朝倉
にも、教団と闘うべき宿命があった…。

8913 宮尾本　平家物語(一）青龍之巻 宮尾登美子

　清盛を中心に平家一族の視点から物語をとらえ、新平家物語として世に問う超
大作。軍記物としてだけでなく、宮尾作品の醍醐味ともいえる女たちのドラマが
織り込まれた物語。

7913 宮尾本　平家物語(三）朱雀之巻 宮尾登美子

　平家没落への序曲を圧倒的な筆致で描く。清盛亡き後、平家の栄華もかげりを
見せる。源氏の挙兵、無残な敗走、そして都落ち。戦乱のなか女たちは一門のた
めに力の限りを尽くす。

8913 宮尾本　平家物語(二）白虎之巻 宮尾登美子

　いよいよ「平家物語」本編へ。平家の興隆を脅かす者ども。頼政、蜂起し、義
経、奥州へ下る。清盛、ついに法王を幽閉し、権力の頂点に立つが…。動乱の世
を平家一族は、如何に生きたのか？

8913 宮尾本　平家物語(四）玄武之巻

　戦の果て西海へと消える者、平家の血を受け継いだ者の末期とは？

宮尾登美子
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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）

　－　外国文学　－

シェイクスピア　

野島秀勝　訳

カレン・マコンビー

築地誠子　訳

4913 寄物 石月正広

　これ以上ない、切なく、うつくしく、哀しく、優しい、時代小説。野蛮で凶暴
な海賊の村で拾われた美しい少女と彼女を愛する無骨な若者の切なすぎる因縁、
涙なくしては読めない表題作「寄物」。全四編。

3914 希望という贈りものこころに花を咲かせるために 三宮麻由子

　静かにこころが動き出す、ヒーリング・エッセイ！光を失った著者がみずみず
しい感性で綴る、豊かで輝きに満ちたメッセージ。

4914 透明な歳月の光 曽野綾子

　継続する不況と雇用不安、凶悪犯罪と加害者の低年齢化、国際紛争とテロなど
未曾有の社会不安の渦中での生き方の指針を探る書。

　圧倒的、面白さ。まさに王道！！テーマは「青春」。爆笑、そして感動！もも
こワールド・最高傑作！！

932 ハムレット 6 日本点字図書館

914 ひとりずもう さくらももこ 2

　弟に毒殺されたデンマーク王の亡霊が王子ハムレットに真相を告げ復讐に迫
る。苦悩しながらも復讐を遂げ、自らも毒刃に倒れるハムレット。世界中で愛読
され繰返し上映されてきた、シェイクスピアの代表作。

933 アリーズワールド 3 日本ライトハウス

　ロンドン北部に住む、１３歳の少女・アリー。強烈な個性の兄弟に囲まれてい
るだけでも毎日が大変なのに、でしゃばりな転校生の世話役をすることに！おま
けに、課題の歴史プロジェクトはまるで進んでいないし…。等身大の主人公が、
愛すべき家族と友人たちと繰り広げるハートウォーミング・ストーリー。
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ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ･ｻﾄｸﾘﾌ　作 日本ライトハウス

金原瑞人・久慈美貴　訳 （点字データ）

ダイアン・ウィン・ジョーンズ 当　　館

西村醇子　訳 （点字データ）

エイダン・チェンバーズ　作

原田勝　訳

クリス・クラッチャー

金原瑞人･西田登　訳

Ｄ・Ｗ・ハーウィン 日本ライトハウス

近藤麻里子訳 （点字データ）

933 ヴァイキングの誓い 4

　ヴァイキングの奴隷にされたイギリスの少年ジェスティンは、数奇な巡りあわ
せから、ヴァイキング同士のすさまじい復讐の戦いに巻き込まれてしまう…。１
０世紀のヨーロッパを舞台に、自分と自分の居場所を求めて悩む若者の成長を描
く。

933 [ハウルの動く城１]魔法使いハウルと火の悪魔 5

　魔法が本当に存在する国ハンガリーで、三姉妹の長女に生まれたソフィー。
「長女は何をやってもうまくいかない」という昔話のパターンが実現したかのよ
うに、ある日ソフィーは『荒地の魔女』に呪いをかけられ、九十歳の老婆に変身
させられてしまう…。

933 二つの旅の終わりに 10 日本ライトハウス

　オランダのアムステルダムを訪れた17歳のイギリス人少年ジェイコブは、第二
次世界大戦中にオランダ戦線でドイツ軍と戦った同じ名前の祖父の秘密を知るこ
とになった。異国の街で祖父の青春をたどり直すジェイコブと、戦時下のオラン
ダ人少女ヘールトラウの物語が交互に語られる。生と死、戦争と歴史、現在と過
去、さまざまな形の恋…。広く深く展開していく、読み応えのある物語。

933 ホエール・トーク 5 日本ライトハウス

　主人公Ｔ．Ｊは、ＩＱ驚異的、表現力モンスター級、身長１９０センチ、１０
０ｍのタイムは10秒４。そんな彼が率いることになった水泳部は、部員たったの7
人、もちろん全員ハミ出し者。プールもなく、あるのは熱い情熱と固い絆、それ
と一台のマイクロバス。そんな彼らが手に入れたものとは…。

933 ラスト・ダンス 5

　死ぬまで親友と誓い合ったサムとジュリー。ダンスのレッスンに励む高校二年
の夏、突然の激痛にジュリーが倒れる。原因は、完治の見込みのないガンだった
…。少女二人の対話で綴られる、誰にも打ち明けられなかった心の奥底。実話に
基づいた勇気と友情の物語。
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臆病者と呼ばれても マーカス・セジウィック作

‐ 良心的兵役拒否者たちの戦い ‐ 金原瑞人・天川佳代子訳

Ｊ．児童図書

J289 虫に出会えてよかった 矢島稔 3 日本ライトハウス

おもしろ理科こばなし１

ものの世界55話

おもしろ理科こばなし２

宇宙と生きものの世界５５話

ウルフ・スタルク　作

菱木晃子　訳

アニー・ドルトン　作

岡本浜江　訳

　５０年以上虫の研究に取り組み、現在は広大なフィールドをもつ「ぐんま昆虫
の森」園長を勤める著者が、子どもの時の戦争体験や虫一筋に生きてきた人生を
綴りながら、昆虫のすばらしさ、人生の不思議さ、面白さを語る。

936 2 日本ライトハウス

　第一次大戦当時のイギリス。戦争で闘うことを拒んだハーワードとアルフレッ
ドは、世間からは臆病者と呼ばれ、軍部からも体罰・拷問を受ける。しかし彼ら
は最後まで命をかけて自分の信じる道を貫こうとした。「戦争とは」「信念と
は」を、静かに問いかけるノンフィクション。

J400 宮内主斗　編著 3 日本ライトハウス

　ジュースは下のほうが甘い？お化けはいるの？肌はどうして弱酸性？本当の物
のリサイクルとは？など「もの」の世界が楽しくわかる、５５の短篇読み物集。
図を交えながら、身近な理科の「はてな」をわかりやすく説明。

J400 宮内主斗　編著 3 日本ライトハウス

　生きるってどんなこと？ペンギンは本当に鳥なの？宇宙人はいるの？雲が浮か
ぶのはなぜ？など、宇宙と生き物の世界を、図を交えながらわかりやすく説明。
理科の「はてな」を楽しく読んで学べる５５話。２分冊の２巻目。

J908 おにいちゃんといっしょ 1 日本ライトハウス

　パパとママが夏の休暇に外国旅行に出ると、おにいちゃんとぼくは島に住むお
じさんの家に預けられた。さびしがって泣くぼくに、おにいちゃんはホタルを捕
まえてくれたけど、ぜんぜん遊んでくれなかったりもする。夏の日々を、子ども
の視点でユーモアたっぷりに描く。

J908 金曜日がおわらない 1 日本ライトハウス

　朝、起きてみたら、昨日と同じ金曜日だった。その次の日、やはり同じ金曜日
だった。そしてその次も…。くるくるとまわる「時」につかまったレニーは、ゆ
ううつな一日を繰返すうちに、次第に様々なことに気づき始める。
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日本ライトハウス

（点字データ）

J908 ズッコケ三人組の卒業式 那須正幹　作 2 日本ライトハウス

Ｏ．プロイスラー　作

はたさわゆうこ　訳

当　　館

（点字データ）

Ｅ どうぶつおんせん いちかわえいいち 1 当　　館

　さるのおんせんにどうぶつたちがやってきた。

　水車小屋の池の底にある、小さな家。そこでは水の精の家族が暮らしている。
知りたがりやの小さな水の精は、元気な男の子。池を探索するうちに、水車に巻
き込まれてしまって…。元気な水の精の、驚きと発見の毎日を生き生きと描いた
楽しいお話。

J908 声が聞こえたで始まる七つのミステリー 小森香折 1

　幽霊が取り憑いているという跳び箱をめぐる「ウはうわさのウ」、喋る鉢植え
の「ぼくとシャベリータ」など、収められた七つのミステリーは、冒頭の一行が
全て「声が聞こえた」で始まる。短篇の面白さを十二分に味わえる一冊。

　ついに、ズッコケ三人組は、ミドリ市花山第2小学校を卒業。卒業間近の３月、
三人組は自分たちだけのタイムカプセルを作って、ひそかに校庭に埋めることに
したが、別の箱を掘り当てて…。卒業直前まで事件が起こる！「ズッコケ三人
組」シリーズ最終巻。

J908 小さい水の精 2 日本ライトハウス

　ぼくﾝち二世帯じゅうたく。一階には、おじいちゃん、おばあちゃん、おばさ
んっていうとおこる、リエおねえさんが住んでいる。二階は、パパとママ、小学3
年生のぼく、川本ユウと、おしゃまなアヤの四人家族だ。二世帯七人の一人一人
が大活躍。

J908 ぼくﾝち二世帯じゅうたく 市川栄一 3
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形　態 タ　イ　ト　ル　（内　容） 発　行　所

月　刊 からだの科学　（『からだの科学』より抜粋。医学関係。） 岡山ライトハウス

月　刊 鍼灸の世界－豊桜（一般医学記事） 桜　雲　会

月　刊 新生（文芸） 愛媛県視聴覚福祉ｾﾝﾀｰ

月　刊 点字の友（医学関係・俳句等） 東京点字出版所

月　刊 鍼の研究（現代医学を基礎とした鍼の研究） 信愛福祉協会

月　刊 婦人文化（婦人向け実用記事） 日本愛盲協会

月　刊 やまびこ（大衆週刊誌より抜粋） 名古屋ライトハウス

当　　館

（点訳奉仕の会 六点会）

隔月刊 点字厚生（視覚障害関連の情報） 日本盲人会連合

年４回 盲導犬情報（盲導犬関係情報） 全国盲導犬施設連合会

年４回 『時の動き』（国の行政を伝える） 日本広報協会

年２回 ワールド・ナウ（世界の視覚障害者関連ニュース） 日本盲人会連合

★　下記をご希望の方はご連絡ください。

　［貸出し］

　　＊　寄贈による、自治体広報及び、図書館報（新刊案内）

　［有料購読］

　　＊ＥＮＧＬＩＳＨ　ＥＸＰＲＥＳＳ［フロッピー版／点字版／Ｅメール］：月刊

　　　＜内容＞　月刊誌『ＥＮＧＬＩＳＨ　ＥＸＰＲＥＳＳ』　ＣＤ版を収録。

 　　　　　　　　　　　　バックナンバー（１９９３年２月号～）もあります。

　　＊　点字ＪＢニュース：日刊（土・日・祝日を除く）

　　　＜内容＞　日本経済新聞の抜粋記事及び、日盲連独自編集情報。

月　刊 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＥＸＰＲＥＳＳ（月刊誌ＣＤ版を収録）

逐次刊行物（点字雑誌）
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