
◆◆◆◆◆  凡 例  ◆◆◆◆◆ 

１．この点字図書目録は、平成２０年４月から、平成２１年３月の間に、熊谷

点字図書館に新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（記載し

てないものもある）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

１．哲学・宗教

104
高校生のための評論文
キーワード１００

中山元 6 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）

　悪をめぐる東西比較文化。神話学の第一人者が、鬼と悪魔の系譜をたどり、西
と東の文化原理を明らかにするユニークな考察。

164 鬼と悪魔の神話学 吉田敦彦 4

　“自力”と言っても違う。“他力”と言っても正しくない。自分に嘘のない
日々をコツコツ生きていたら、不思議と計らいを超えた力が、そっと後ろから押
してくれた。怖れをなくし、身をその力に委ねきることができた時、道はおのず
から開けてきた。そこから喜びに満ちた精進が始まった…。

嶋野榮道 3

一般図書

　評論文が読めるようになるために、最新の入試傾向を踏まえて、読解上欠かせ
ない１００語を厳選。定義及びその語が持っている思想的背景や、押さえておき
たい文脈など複数提示。文章を読む「視点」が養える一冊。

141
赤を見る
感覚の進化と意識の存在理由

ニコラス・
ハンフリー
柴田裕之　訳

3

　あなたの見ている赤と私の見ている赤は同じものか。赤の感覚と感情や知覚と
の関係は？　進化心理学者が「赤を見る」というただひとつの経験を通し、感
覚･感情･知覚の謎、そして「意識の迷宮」へと誘う。

159
女性の品格
装いから生き方まで

坂東眞理子 3

　ビジネスから装い、話し方、恋愛にいたるまで、女性としての振舞い方を具体
的にアドバイス。「礼状が書ける」「約束を守る」「型どおりの挨拶ができる」
といったふだんの言動に、女性の生き方と品位はおのずと表れるのである。

188
愛語の力　－禅僧ひとり
ニューヨークに立つ－

1



２．歴史・地理

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

３．社会科学

日本ライトハウス

(点字データ）

当　　館

（点字データ）

日本点字図書館1

　娘よ！妻よ！絶海の孤島からの手紙が胸を打つ‐水涸れ弾尽きる凄惨な戦場と
化した、本土防衛の最前線・硫黄島。その知略で米軍を最も怖れさせた陸軍中将
栗林忠道は、粗末なテントに起居しながら、留守宅の幼い末娘を夢に見、お勝手
の隙間風や空襲の心配をする愛情こまやかな父でもあった‐。死よりも、苦しい
生を生きた烈々たる記録。

289
散るぞ悲しき
硫黄島総指揮官・栗林忠道

梯久美子

　自分が歩いている通りの名前が気になる。東京が舞台の映画や小説が大好きだ
…以上の症状が一つでも当てはまる方は、このまま検定にお進みください。

291
東京検定　ぐんぐん東京力が
つく厳選１００問

泉麻人 3

4

日本点字図書館

316
障害のある人の権利に関する
条約　仮訳

国際連合

319
訪ねてみよう　戦争を学ぶ
ミュージアム／メモリアル

〔記憶と表現〕
研究会

　衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙につい
て定める法律。

320 公職選挙法施行令
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム

5

　沖縄県平和祈念資料館、広島原爆ドーム、丸木美術館、ベルリン・ユダヤ博物
館など国内外の平和博物館や資料館、モニュメントを紹介。今「戦争の記憶」が
どう伝えられているか、展示の歴史的背景や意図をわかりやすくガイドする。

320 公職選挙法
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム

7

327 裁判官のお言葉集 長嶺超輝 3

5 日本点字図書館

　「死刑はやむを得ないが、私としては、君にできるだけ長く生きてもらいた
い」(死刑判決言い渡しの後で）。裁判官は無味乾燥な判決文を読み上げるだ
け、と思っていたら大間違い。ダジャレあり、ツッコミあり、説教あり。法廷で
の個性溢れる肉声を集めた本邦初の語録集。

2



当　　館

（点字データ）　

当　　館

（点字データ）　

　大地震から家族を救う方法をＱ＆Ａ方式で分かりやすく著す。

埼　玉　県

当　　館

（点字データ）

　少子化、核家族化、共働きで難しくなった親子関係のあり方を、６６の例をあ
げて具体的に語る。－働きながら子育てをしている母親をはじめ、父親にもぜひ
読んでもらいたい一冊。著者の体験をもとに、今の時代にふさわしい新しい考え
方、振る舞い方を提案する。

　世界九十か国で読まれる『ひらがなタイムズ』の元編集長で、渡英七十回を超
えるイギリス通としても知られる著者が、欧米人の目に映った日本人のたたずま
いを鮮やかに描く。やっぱり、おかしい。それでも、うらやましい。

　語りで味わう秩父路。選りすぐりの５０話。

398
世界No.1詐欺師が教える
華麗なる騙しのテクニック

フランク・Ｗ・
アバグネイル
高橋則明　訳

4 日本点字図書館

市川栄一　文 2

3

ぶどうの木ロゴス点字図書館

369
大地震から家族を救う方法
－緊急地震速報対応-

和田隆昌 2

3

やさしいシリーズ１９
より多くの人が使いやすいア
クセシブルデザイン入門

星川安之・佐川賢 2

子どもが輝く「とっておきの
言葉」-先生はぼくのことがん
ばっているところをちゃんと
見ていてくれる‐

東京ヘレンケラー協会

369

388 秩父の民話

3361 日本人の背中 井形慶子

367 親の品格 坂東眞理子

埼玉県教育委員会　編370

　実際に行われたプロの詐欺師たちの巧妙な手口の数々を紹介し、その被害にあ
わないための防護術をレクチャーする珠玉のノンフィクション！

　近年活発化している、市民・障害者・高齢者が日常生活において共に使える商
品開発。障害者サイドも消費者として前向きな提案を反映させる立場にある。共
用品開発への入門書。

　子ども達に自信とやる気をもたらした「励ましの言葉」、悩んでいる子どもを
そっと包み込んだ「やさしさあふれる言葉」など、子どもの気持ちを動かした
「とっておきの言葉」とそのエピソード集。

3



４．自然科学・医学

当　　館

（点字データ）

５．技術・工学・生活科学

当　　館

（点字データ）

６．産業

当　　館

（点字データ）

７．芸術

760 愛と妄想のクラシック 鈴木淳史 3 日本点字図書館

774 歌舞伎ハンドブック　改訂版 藤田洋　編 7 日本点字図書館

 「お前、盲導犬やる？」魔術師と呼ばれる訓練士は最後にいつも、犬と「話を
つけ」ます。魔術の種は、難しい話ではありません。犬を動かすのは、飼い主へ
の「尊敬の念」なのです。

青果店「築地御厨」直伝
野菜の選び方、扱い方。
‐料理上手の基礎知識‐

内田悟 2

　日本が誇る有数のレストランに、無肥料無農薬野菜を中心に卸す青果店「築地
御厨」。築地御厨代表･内田悟さんが主催する「やさい塾」が教える、おいしい
「野菜選び」と「扱い方」を1冊に。

　「日本のこころ」が詰め込まれた日本演劇の宝、歌舞伎をもっと身近に感じ取
るためのガイドブック。歌舞伎の歴史から名作の鑑賞、用語などを平易に解説。

厚生労働白書　平成19年版
医療構造改革の目指すもの

厚生労働省　編 4 日本点字図書館

日本点字図書館

645 犬と話をつけるには 多和田悟 2

596

596
ラジオ深夜便料理帖パート２
『ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄｸｯｷﾝｸﾞ』ｱｲﾃﾞｱ料理
集

谷口俊彦　編 2

492
いやしの鍼
心と体をいやす鍼灸の世界

木村愛子 3

　鍼が痛いのでは…と思っているあなた!これまでになかった鍼の入門書が、こ
の本です。

498

　作りやすい２人分の分量表示。献立のヒント、塩分、カロリーのめやすも分か
る。保存方法やおすそ分けのヒントなどのコラムも多数掲載。人気アンカーの得
意料理も収録！料理初心者の男性にもおすすめ！酒の肴もありますよ。

　観的ではなくあえて極私的に、そして妄想的に！記憶を呼び覚まさぬクラシッ
クなどない。『わたしの嫌いなクラシック』『萌えるクラシック』で客観性の幻
想を衝いてきた著者が、いよいよ「音楽と愛」を語る。

4



８．言語

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

J.スピリ 当　　館

A.ﾘｰﾊﾞｰ　英文執筆

成瀬武史　訳 （点字データ）

H.C.ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ 当　　館

P.A.ｳｲｯﾄ　英文執筆

榎本義子　訳 （点字データ）

A.ｼｭｰｴﾙ　 当　　館

A.ﾘｰﾊﾞｰ　英文執筆

成瀬武史　訳 （点字データ）

C.ﾍﾟﾛｰ 当　　館

P.A.ｳｲｯﾄ　英文執筆　

徳山洋一　訳 （点字データ）

The New constitution of Japan. 当　　館

あたらしい憲法のはなし （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）

837

Fisherman and His wife and
Other Stories.
漁夫とその妻・３人の兄弟・
ブレーメンの音楽隊

稲村松雄　編

837
O.Henry's Stories.
オー・ヘンリー短編集

納谷友一・
稲村松雄　編

1

837
Open Sesame!
アリババと４０人の盗賊

納谷友一・
小野経男　編

1

837
やさしい英語で読む世界名作
シリーズ⑭　シンデレラ

2

837
文部省
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾋｭｰｽﾞ・
山本証　編訳

2

837

837
やさしい英語で読む世界名作
シリーズ⑬　黒馬物語

2

837
やさしい英語で読む世界名作
シリーズ⑦　赤い靴

2

　基礎学力を確認し、それを少しずつ組み合わせて難問を解くことができるよう、段階を
踏んだ学習方法が設定されている。

837
やさしい英語で読む世界名作
シリーズ①
アルプスの少女ハイジ

2

8

16伊藤和夫英文解釈教室　基礎編

837
ライジング英文解釈
最高レベルの学力養成

望月正道

　入試英語のバイブル『英文解釈教室』に待望の「基礎編」、ついに登場!　基
礎レベル（高２程度）から始め、センター試験レベルの英文が読めるようにな
る。単なるテクニックだけでなく、本物の英語力をつけたい人におすすめの１
冊

1

5



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）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

宮川ひろ 　　　　 当　　館

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝﾊﾙｼﾞｭ　　

堀泰雄　編注 （点字データ）

日本ライトハウス

　船乗りのケアウェは買った人の願いをかなえてくれるびんの魔法で欲望を満た
す。突然の病に冒された彼は再びびんの魔力に頼ろうとするが…。英語の略字を
用いた点字と略字を用いない点字を併記。本文で使われているすべての語を掲載
したワードリストがある。

837
Q　and A why? Why?
なぜなぜ博学誌

837
The Bottle Imp
（びんの小鬼）

Ｒ．Ｌ．スティーヴンスン 2

837
ECHOES　OF SPRING
春駒のうた

2

Rald Dahl
吉澤貞･相島倫嘉
注釈

4

837
Love Adventure to Laputa.
天空の城ラピュタ

宮崎駿
ポール・レクター
堀泰雄　編訳

1

837
Daisy Miller
デイジー　ミラー

837
Western Composers.
西洋音楽の歩み

江崎優子　編注 3

ﾍﾝﾘｰ･ｼﾞｪｰﾑｽ
W.L.ﾑｰｱ　改作
辻陽一　編注

2

837
Ah, Sweet Mystery Of Life
ダール最傑作短編集

3

稲村松雄　編 1

837
The Father's Will & Other
Stories.

納谷友一・
小野経男　編

1

837
The strange Island.
神秘の島

837
The maid of Orleans.
ジャンヌ・ダルク

納谷友一・
中西秀三　編

1

Jane Barness
Mack

6



当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

アマンダ・グリースバック　　 当　　館

黒川泰雄　編 （点字データ）

９．文学　　－　日本文学　－

もっとすごい！！　　　　　　

『このミステリーがすごい！』

‐20周年記念永久保存版‐

当　　館

（点字データ）

 優しく導くような言葉を紡ぎだす詩人、岸田衿子の作品５１編を収録。

　文化勲章をはじめ多くの受賞暦を持つ巨匠・大岡信の作品から「朝の頌歌」
「わたしは月にはいかないだろう」など３２編を収録。

911
岸田衿子詩集
たいせつな一日

岸田衿子
水内喜久雄
選・著

1 日本ライトハウス

日本ライトハウス

911
盲学生短歌集　　全国盲学生
短歌コンクール五十回記念

岐阜県立岐阜
盲学校　編

1

911
大岡信詩集
きみはにんげんだから

大岡信
水内喜久雄
選・著

1

　過去20年で最も面白かったミステリー＆エンターテインメントはコレだ！ベス
トセラー作家が語る歴代1位作家インタビュー。

910
兼好法師の虚像
偽伝の近代史

川平敏文 6

日本ライトハウス

　親子の軽快な会話が楽しい「初天神」ほか、古典落語の人気演目の「猫の皿」
「饅頭こわい」「目黒のさんま」「芝浜」の５作品を収録。英語の略字を用いた
点字と略字を用いない点字を併記。

837
Waribashi and disappearing
rain forests.
ワリバシと熱帯林

837 ＲＡＫＵＧＯ　落語 中山幸男 4

1

837
THE PELICAN BRIEF.
ペリカン文書

John Grisham 11

837
The King Midas and The
King's New Clothes.
マイダス王・はだかの王様

納谷友一・
青木昭六　編

1

　近世、徒然草の大ブームのなかで、偽りの兼好伝記資料が流布、それをもとに
いくつもの伝記が書かれ兼好像は変容する。好色法師、まことしき隠者そして南
朝の忠臣！偽伝で読む近世の文化史。

903
「このミステリーがす
ごい！」編集部編

6 日本点字図書館

7



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）

　パールハーバーが襲撃され、リトル・トーキョーは震え上がった。アメリカで
生まれた日系二世たちは、自らのために戦う決意をした。「憎き日本人を殺す手
伝いをさせてください」　第二次世界大戦という激動の時代に生きる若者を描く
青春群像大作。

　そこには、暗い時代をも照らす家族の絆があった。太平洋戦争前夜、治安維持
法により検挙された父親と、留守を預かる母娘。深刻な状況の中、「父べえ」
「母べえ」「初べえ」「照べえ」と呼び合う一家が交わした手紙には明るいユー
モアと、互いを気遣う愛情があふれていた。今なら、父の、母の気持ちを分かっ
てあげられるのに…。

2野上照代母べえ913

913 お神酒徳利　深川駕籠 山本一力 5

　重い人生、深い恋。時を重ねても忘れられない人…。イタリア北部・アバノ温
泉。妻を亡くした元大学教授と、人妻の運命の７日間をえがく、古典的純愛小
説。

１１

１２真保裕一栄光なき凱旋　（下)913

913 栄光なき凱旋　（上) 真保裕一

913 アバノの再会 曽野綾子 3

　優しさに心地よいユーモアをのせた辻征夫の世界から３０編の作品を厳選した
選詩集。子どもから大人まで、すべての人に贈る現代詩集シリーズの一冊。

　光がやってくる最初の日の物語…。時に力強く、ときにやさしく、いとおしさ
を表現する新川和江の作品集。子どもから大人まで、すべての人に贈る現代詩集
シリーズ第4弾。

911
辻征夫詩集
みずはつめたい

辻征夫
水内喜久雄
選・著

1 日本ライトハウス

911
新川和江詩集
それから光がきた

新川和江
水内喜久雄
選・著

1 日本ライトハウス

　愛する人のために銃を手にしたジロー、ヘンリー、マット。三人の若者が未来
を掴むために地獄の戦場を駆け巡る。「友よ、死ぬな。神よ、我を救いたまえ」
愛、友情、生と死。魂を揺さぶる感動のエンターテインメント巨編。

　胸のすく面白さ！爽快時代小説　人情駕籠、江戸を走る！　火消しだった男と
元相撲取りは、深川で暮らす息のあった駕籠かき。火事に喧嘩にかどわかし、若
い二人が厄介な事件の解決に東奔西走。
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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)

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

　米国カリフォルニア州ロサンゼルス、大統領予備選当日１６時～２４時。大統
領候補暗殺を阻止すべく捜査を進める米連邦機関ＣＴＵ（テロリスト対策ユニッ
ト）ロス支局のリーダー、ジャック・バウアーは大統領候補の支援を得て、テロ
リストの捜索に再び奔走する。二転三転する衝撃の展開でついに迎えるクライ
マックス！ジャックの人生にとって最も長い一日がついに終わる！！

5

　元親が営々と築き上げてきた四国に、秀吉の侵略の手が―。

　「一寸法師」「かぐや姫」「桃太郎」の３編を、１５種類に及ぶコンピュータ
の翻訳ソフトを組み合わせて英語に自動翻訳。その英語をさらに複数の翻訳ソフ
トにかけ、日本語に再翻訳して生まれた変換昔話。見開きページごとに元の昔話
と自動翻訳された英文、その翻訳後の「新・昔話」が交互に進む。全く新しい昔
話が展開する。

913
匂いをかがれるかぐや姫
‐日本昔話　Remix‐

原倫太郎　文 1 日本ライトハウス

913 夏草の賦　(下）

　戦国の世、土佐に興った風雲児長曾我部元親の野望とは？

ｼﾞｮｴﾙ･ｻｰﾅｳ
ﾛﾊﾞｰﾄ･ｺｸﾗﾝ　原案
小島由紀子　編訳

5

　慟哭の長編恋愛小説。愛の内側、愛の外側。18年ぶりに再会した姉が選んだ夫
は、かつて人を殺めた男だった―。

913

5司馬遼太郎夏草の賦　(上）913

　第1巻。秀麗は彩雲国でもピカいちの名家・紅家のお嬢様。なのに家計は火の
車。明日のご飯代を稼ぐため、舞い込んだオイシイ話に飛びついたのはいいけれ
ど…。

913
２４
ＴＷＥＮＴＹ　ＦＯＵＲ
(下）

彩雲国物語
はじまりの風は紅く

雪乃紗衣 4

5真保裕一最愛913

　矯正施設の地下深くへたどり着いた紫苑は、ネズミの過去を知る長老から、
NO.6が犯した侵略と虐殺の歴史を聞かされる。聖都市を待ち受けるのは、破滅
か、それとも救いか…。最後の闘いをかけて、運命の扉が開かれる。

司馬遼太郎
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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）

　様々な断片が結びつき、見えてくる真実とは…？桐子と鬼たちがついに動く！

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）
913

封殺鬼
花闇を抱きしもの　(下)

霜島ケイ 3

913
封殺鬼
花闇を抱きしもの　(上)

霜島ケイ 3

　陰陽師「本家」の当主・神島桐子は東京に出て来た。　自ら囮にして東京を震
撼とさせている「人喰い」事件に迫ろうと。孤高の鬼使い神島桐子に思わぬ心の
動きが…！

913 封殺鬼　鵺子ドリ鳴イタ③ 霜島ケイ 3

　千年を生きる鬼・戸倉聖と志島弓生―彼ら二人を中心に、登場人物それぞれの
生き様を鮮やかに映した「封殺鬼」が、装いも新たに登場!　表の陰陽師が捨て
た「力」の系譜を継ぐ裏の陰陽師にして若干十歳で当主となった美少女「鬼使
い」神島桐子が中学生だった頃の物語を描く新章が、ついに幕を開ける!

913 封殺鬼　鵺子ドリ鳴イタ② 霜島ケイ 3

　ちょっとミステリアスで、あたたかくて、思わず涙する、ヤケな女流作家と謎
の青年の不思議な出会い。あたたかく、美しい再生の朝を―女はいつでも、手に
入れることができるんです。

4霜島ケイ封殺鬼　鵺子ドリ鳴イタ①913

　ミステリーの女王。山村美沙、没後１０年。３０年来の恋人、西村京太郎が愛
惜の思いを込めてつづる鎮魂の長編小説。

913 春の魔法のおすそわけ 西澤保彦 4

　人間は、生きようとする。あり得ない日までを…。人生の「その時」を見守る
１３の物語。著者、今世紀最初の短篇小説集。

913 華の棺 西村京太郎 6

4曽野綾子二月三十日913

　真実が見えぬ呪詛に深まる疑惑―。当主として、桐子が選ぶ道とは！？

　「我々はあなたに従います」若干１０歳で神島家当主となった桐子の孤独な戦
い。
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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）

　衝撃のノンフィクション。風俗の経験６ヶ月。介護経験ゼロの私が出会った障
害者の性の現実。それぞれが抱える悩み。少しでも役に立ちたい、もう知らない
ふりはできないから。

914 熟年革命 渡辺淳一 2

916 私は障害者向けのデリヘル嬢 大森みゆき 3

　冷静で細やかな観察、才気煥発な筆致によって、わが国随筆文学を代表する一
書として、本書はあまりにも有名である。一段一段の文章から、平安時代の生活
と感覚の具体相をうかがい知ることができ、また筆者と中宮定子との美しい魂の
触れ合いが、この草子の文学的香気をいっそう高めている。

914
あんドーナツ　－「ひとりで
暮らすよ」と言えるまで－

村山美和 1

　第１３７回直木賞受賞！嘘と真が渦巻く吉原で、全盛を誇る花魁葛城。栄華を
極めた夜、葛城は忽然と姿を消した。一体、何が起こったのか？

914 枕草子
清少納言
池田亀鑑　校訂

5 日本点字図書館

　そいつは理にかなわねえだと？男女の仲も世間さまも理とやらで動いちゃいね
えよ…胸を打つ、慶次郎の情！人気シリーズ。

4松井今朝子吉原手引草913

913 ほたる　慶次郎縁側日記 北原亞以子 4

　「最後の恋」が始まる予感!？　もっと輝く自分のために年甲斐のない不良に
なろう!

　重度障害者で施設から家庭へ、そして地域へ…私、生きることを楽しんでいま
す。
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日本ライトハウス

(点字データ）

Ｊ．児童文学

J488 わたしのカラス研究 柴田佳秀 1 日本ライトハウス

J908 あかね色の風 あさのあつこ　作 2 日本ライトハウス

933 朝のひかりを待てるから
アンジェラ・
ジョンソン　作
池上小湖　訳

　―　外国文学　―

　有名なトライアスロンに出場するため、日々過酷なトレーニングを続けている
１７歳のボーリガードは、彼を「腰抜け」呼ばわりした教師レドモンドに対して
反抗し、停学寸前になる。果たして高校生活最後のレースの行方は…？

　人生をさかさまに生きられたら、人はもっと幸せなのに。１６歳の誕生日、ぼ
くはガールフレンドのニアが妊娠したことを知った…。１０代の妊娠を少年の視
点と散文詩のような一人称で、静かにつづる。

933
アイアンマン‐トライアスロ
ンにかけた１７歳の青春 -

クリス・クラッチャー作
金原瑞人･西田登
共訳

5

　白いフヨウの花のように笑う転校生の千絵。自分とは正反対に見える千絵に、
遠子は不思議な魅力を感じる。化石が好きな千絵と共に、遠子はナウマン象の化
石が出た場所を目指して山を越えてゆくが…。思春期にさしかかった少女達の
まっすぐな友情、出会いと別れを描く。

日本ライトハウス2

933 天使のすむ町
アンジェラ・
ジョンソン　作
冨永星　訳

日本ライトハウス2

　ヘヴンという町に住むマーリーは温かい家庭で育った少女。ある日突然、よく
手紙をくれる会ったことのないジャックおじさんが実の父親で、本当の母親は事
故で亡くなっていたことを知らされる…。血のつながりだけが親子ではないこと
にマーリーが気づくまでの成長を描く。

　夜中に花丸はどこへ行くの…？２匹の犬の謎…。お宮をよんでいるのはだれ
…？夜ごとに花丸を誘う犬たちの声。誰が不思議を起こしているのでしょう。衣
世梨と不思議な子犬の花丸が活躍するシリーズ第4弾。

　ごみを散らかす、人をおそう、声がうるさい…。カラスを嫌うこれらの理由に
は、思い込みや誤解があるのではないか。カラスの日常生活や、知的行動をする
めずらしいカラスなど、カラスの様々な姿を楽しく紹介。

日本ライトハウスJ908
衣世梨の魔法帳４
魔法犬花丸のひみつ

那須正幹　 1
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きかんぼのちいちゃいいもうと　

その２　おとまり

きかんぼのちいちゃいいもうと　

その３　いたずらハリー

J908 ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川宣子　作 1 日本ライトハウス

J908
いちばんたいせつなもの
－バルカンの昔話‐

八百板洋子　編訳 3 日本ライトハウス

　ケイゾウさんは幼稚園に住むにわとり。うさぎのみみこがやってきてから、ケ
イゾウさんの暮らしは一変して…。けんかばかりの二人はどうなる？遠足や運動
会など幼稚園の一年間の様子を通して、ケイゾウさんが巻き込まれる出来事を描
く。

　わがままで、やんちゃな妹が巻き起こす騒動が、ユーモアたっぷりに語られる
シリーズ3冊目。いたずらっ子のハリーと一緒に悪さをするエピソードなど8話収
録。

J908 空想動物ものがたり
マーグリット・
メイヨー　再話
百々佑利子　訳

1 日本ライトハウス

日本ライトハウス

J908
ドロシー・
エドワーズ　作
渡辺茂男　訳

J908
ドロシー・
エドワーズ　作
渡辺茂男　訳

1

1 日本ライトハウス

　賢い娘が機転をきかせて父親を助ける表題作、恐ろしくもユーモラスな「おか
みさんと悪魔」など、いくたびも戦火の舞台となったバルカン諸島で語り継がれ
た昔話２９編。

　６年生のグレッグはお金儲けが大好き。これまでも、近所の掃除を引き受けた
り、レモネードを売ったりしてコツコツお金を稼いでいましたが…。お金儲けし
か考えなかった主人公が、もの作りの楽しさや、お金を使うことの意味を知り、
成長して行く様子をコミカルに描く。

J908 お金もうけは悪いこと？
アンドリュー・
クレメンツ　作
田中奈津子　訳

3 日本ライトハウス

　いたずら好きで、言うことを聞かない妹のお話集シリーズ2冊目。きかんぼの
くせにみなから愛される妹の、やんちゃでかわいらしい様子が楽しく描かれる。
表題作など10編を収録。

　ギリシア神話のペガサスやミノタウロス、エジプトのフェニックス、中国の
竜、ユニコーンや甘い歌声で漁師を海の底に誘い込む人魚など、人間の豊かな想
像力から生まれ、世界各国で語り継がれてきた空想上の動物達の物語１０編。
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J908 西遊記４　仙の巻 斉藤洋　文 2 日本ライトハウス

J908 西遊記５　宝の巻 斉藤洋　文 2 日本ライトハウス

J908 西遊記６　王の巻 斉藤洋　文 3 日本ライトハウス

J908 たそかれ　－　不知の物語　－ 朽木祥　作 3 日本ライトハウス

J908 デビルズドリーム 長谷川集平　作 1 日本ライトハウス

日本ライトハウス

　散在ガ池を揺るがした騒動から２４年。八寸が人間の少女「麻｣と暮らした夏
から４年の月日が過ぎた。八寸が与えられた役目は、また里に下りて行き、学校
の古いプールに棲む河童「不知」を連れて帰ってくることだった…。

天山の巫女ソニン１
黄金の燕

菅野雪虫　作 3

　巫女になる修行のため、生後まもなく天山に連れて行かれたソニンは、１２年
後、素質がないと里に帰される。３つの国を舞台に、運命に翻弄されつつも明る
く誠実に生きる、落ちこぼれ巫女のソニンの物語。

日本ライトハウス

　世界的な民話採集者ルース・マニング・サンダースがよりすぐったさまざまな
「怪物」のお話。荒っぽい振る舞いをする怪物や気持ちを察し同情してくれる優
しい怪物など、いろいろな怪物が登場する民話を収録。

J908 世界の民話館　怪物の本
Ｒ･マニング・
サンダーズ
西本鶏介　訳

3

　パソコンの秘密の掲示板「デビルズドリーム」は、アキとトモネちゃんだけの
秘密の場所。普段学校では言えない本音も言えたのだが…。両親の離婚で母と長
崎へやってきたアキの心の成長を、長崎の歴史に触れながら描く。

J908

日本ライトハウス

　ついに破門を言い渡された孫悟空は、しかたなく故郷の水簾堂に帰ってきた。
水簾洞には昔の活気がよみがえったが、悟空は三蔵法師のことを考えてしまう。
そのころ三蔵法師の一行は、妖怪にとらわれの身となっていて…。

　天竺に向かう旅の途中、一行が泊まった寺で、三蔵法師はおかしな夢を見た。
夢に現れた男は、自分は烏鶏国の国王で、現在の国王は自分を殺した道士がなり
すました偽者だという。これはただの夢か、それとも本当か？孫悟空は真実を確
かめるため烏鶏国の城へ向かった…。

　骨の一本足のバーバ・ヤガー、不死身のコシチェイ、おなかの皮がぼろぼろに
むけた牝ヤギなど、個性豊かな登場人物が織りなす13の物語。語りには音楽的な
繰り返しや決まり文句が多用され、内容だけでなく耳から聞いても楽しめる要素
が豊富。

　玄奘三蔵とその弟子孫悟空、猪八戒、沙悟浄の一行がやって来たのは、五荘観
という道教の寺院。その庭には、人参果と呼ばれる不思議な木があって…。この
木をめぐって、孫悟空がまたしても大騒動を巻き起こす！

J908 子どもに語るロシアの昔話
伊藤一郎　訳・再話
茨城啓子　再話

2
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Ｅ どうぶつおさんぽ いちかわえいいち 1 当　　館

　きれいにさいた、みごとにさいた！しばざくらのおかへおはなみにいこう。お
かにひろがるたくさんのはな。ピンクにむらさき、しろにあか。しばざくらのは
ながまんかいだ。(点字絵本）

J911
かねこみすず詩のえほん
（みすずコレクション）
「ふしぎ」

天山の巫女ソニン２
海の孔雀

　瑞々しい感性といのちへのまなざしに溢れる、心あたたまる優しい作品。挿絵
を図版化。

かねこみすず　さく 1

　隣国に招かれたイウォン王子とソニン。豪華な王宮や南国の華やかさに目を見
張る一方で、庶民の暮らしぶりはあまり豊かでないことに疑問を持つ…。おちこ
ぼれ巫女ソニンの物語第２弾。

京都ライトハウス

菅野雪虫　作 4J908 日本ライトハウス
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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 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 ふれあいらしんばん(国の行政を伝える） 内閣府

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

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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