
◆◆◆◆◆  凡 例  ◆◆◆◆◆ 

１．この点字図書目録は、平成２１年４月から、平成２２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．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

０．総記

当　　館

（点字データ）

１．哲学・宗教

ロビン・ノーウッド 当　　館

落合恵子　訳 （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）

　君たちはなぜ勉強しているのだろう。青春の貴重な１ページを、どうして勉強
なんかに費やさなきゃいけないのだろう。当代きっての特別講師７人が「なぜ学
び、なにを学ぶのか」に答える特別講義、遂に開講。大人が読んでも面白い!

159 悩む力

一般図書

姜尚中 3

 悩んで悩んで突き抜けた!悩みなき人生こそ貧しく不幸な生き方ではないか。

持たない暮らし 下重暁子 2

　愛することが苦痛をともなう時、私たちは愛しすぎているのである…あなたが
自分自身と向かい合い、「愛しすぎ」症状から抜け出す不断の挑戦をし続けるた
めの、優れたセルフ・ヘルプの本。

143 愛しすぎる女たち 8

3002
16歳の教科書
なぜ学び、なにを学ぶのか
ドラゴン桜公式副読本

7人の特別講義プ
ロジェクト＆モー
ニング編集部　編

　朝ごはんを食べるように、ヘミシンクで超感覚に一日のエネルギー補給。メー
ルと携帯電話で遠くの人と情報交換するように、ヘミシンクで異次元に住む人と
コミュニケーション…は可能なのだ。

　今よりもっと自分を好きになりたいあなたへ　自分の人生の「最高の主役」に
なるべく、「ひとり時間」の準備を進めましょう！

159 「ひとり時間」のススメ 中山庸子 2

159

　物も心も大切にするシンプルな暮らし方、生き方を重ねてきた著者による、
“ほんとうの贅沢”のすすめ。

147
誰でもヘミシンク　サラリー
マン『異次元』を旅する

まるの日圭 4

1



２．歴史・地理

当　　館

（点字データ）

３．社会科学

302 アフリカのいまを知ろう　 山田肖子　編・著 4 日本ライトハウス

日本点字図書館5荒このみ　編訳
アメリカの黒人演説集
‐キング・マルコムⅩ・モリ
スン　他‐

　またまた泣けた!!感動の完結編。田村家・長男が語るアナザーストーリー。

289 ホームレス大学生 田村研一 2

　憲法が謳う自由と平等、アメリカの夢と現実。奴隷制、南北戦争、公民権闘
争。人権問題から人権への歴史と２１世紀までの旅路を、オバマまで２１人の声
を聴く。

316

日本点字図書館

　平成１８年１２月に全面改正された「教育基本法」と、平成１９年６月に改正
された「学校教育法」を収録。

320
教育基本法
学校教育法

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることに
より、感染症の発生の予防、まん延の防止を図り、公衆衛生の向上及び増進を図
ることを目的とした法律。

1 日本点字図書館

320

1 日本点字図書館

日本点字図書館320 割賦販売法
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

2

感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

2

　国際社会では、〈支援する地〉であり〈資源を持つ地〉としても大きく注目さ
れ続けているアフリカ。政治・経済･交流史・農業・社会学・民俗学など様々な分
野の研究者達へのインタビューを通して、アフリカ社会の面白さやダイナミズム
を感じとり、アフリカとどう関わっていくかについて考える。

　割賦販売等に係る取引を公正にし、健全な発達を図ることにより、購入者の利
益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、国民経済発展に
寄与することを目的とした法律。

携帯音声通信事業者による契
約者等の本人確認等及び携帯
音声通信役務の不正な利用の
防止に関する法律　他

320
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

　表題他、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」「青少年が安全に
安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」「インター
ネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の、
全４法令を収録。

2



住生活基本法
特定住宅瑕疵担保責任の履行
の確保等に関する法律　他

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1 日本点字図書館

　『住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律』(通称：「住
宅セーフティネット法」）を収録。

1

320
障害のある児童及び生徒のた
めの教科用特定図書等の普及
の促進等に関する法律　他

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1 日本点字図書館

320
裁判所法
検察庁法

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

　表題ほか、「厚生年金保険の保険給付及び保険科の納付の特例等に関する法
律」など、全４法令を収録。

320

日本点字図書館

　犯罪になる行為とそれに対する刑罰を定めた法律。　最終改正：平成19年5月23
日法律第54号

320

  少年の健全な育成のために、非行のある少年の性格矯正及び環境調整に関する
保護処分と、少年の刑事事件についての特別措置等を定めた法律。　最終改正：
平成20年6月18日法律第71号

日本点字図書館

日本点字図書館

日本点字図書館

　最高裁判所及び下級裁判所の構成、裁判権、裁判事務の取扱い等を定めた「裁
判所法」と、検察庁の構成と検察官の任命手続等を定めた「検察庁法」を収録。
最終改正：「裁判所法」平成20年6月18日法律第71号　「検察庁法」平成17年7月
15日法律第83号

刑法
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1

320

　消費者の利益と擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄
与することを目的とした法律。

1

　消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るた
め、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、製品事故に関する情報の収集
及び提供等の措置を講じ、一般消費者の利益を保護することを目的とした法律。

320 消費生活用製品安全法
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1

消費者契約法
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

日本点字図書館320 少年法
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1

3



（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

　表題のほか、「放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処
罰に関する法律」（通称「放射線発散処罰法」）「映画の盗撮の防止に関する法
律」を収録。

日本点字図書館

　特定商取引を公正にし、購入者等が受けることのある損害の防止を図ることに
より、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正か
つ円滑にし、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律。

　日本国憲法について、国民の承認に係る投票（「国民投票」）に関する手続を
定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続きの整備を行うための法
律。

320

320
犯罪による収益の移転防止に
関する法律　他
特定商取引に関する法律

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1

1 日本点字図書館

日本点字図書館320 特定商取引に関する法律
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

2

日本国憲法の改正手続に関す
る法律

  組織的な犯罪に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受等の行為
を処罰するとともに、犯罪による収益の没収･追徴の特例を定めた法律。　最終改
正：平成21年7月15日法律79号

320
身体障害者補助犬法
労働契約法
最低賃金法　他

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1 日本点字図書館

　表題のほか、「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関
する法律」を収録。

320
組織的な犯罪の処罰及び犯罪
収益の規則等に関する法律

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

2 日本点字図書館

1

  国民主権･基本的人権の尊重・平和主義を基本原則とした日本国の最高法規「日
本国憲法」、国または公共団体の損害賠償責任を定めた「国家賠償法」、皇位継
承など皇室に関する事項を定めた「皇室典範」を収録。

320
日本国憲法
国家賠償法
皇室典範

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

日本点字図書館

320
犯罪被害者等の権利利益の保
護を図るための刑事手続に付
随する措置に関する法律　他

1

　表題他、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に
関する法律」を収録。

日本点字図書館
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

4



329 国際連合憲章　 国際連合 1 日本点字図書館

日本ライトハウス
地球を救う仕事①
平和な世界を作りたい

333

日本ライトハウス

　世界が抱える問題を伝えながら、実際に地球を救う仕事に携わっている人々の
声を通じて、何をなすべきか考える道しるべとなるシリーズ｡人と人をつなぐ、兵
士を兵士でなくす、国連やＮＧＯ、ＪＩＣＡで平和づくりの仕事に取り組む５人
の姿を紹介｡

日本ライトハウス2くさばよしみ　編著
地球を救う仕事②
貧しさをなくしたい

333

くさばよしみ　編著 2

　貧しい村を豊かにする、きれいな水を届ける、ユニセフやＪＩＣＡ、企業で教
育や開発の仕事に取り組む５人の姿を紹介。

327 裁判員制度対応マニュアル

  弁護士の使命及び職務、資格、権利及び義務、弁護士会に関する事項等を定め
た弁護士制度の基本法。　最終改正：平成21年7月15日法律第79号

労働新聞社　編 1

　保険契約の成立、効力、履行、終了等について定めた「保険法」と、中小企業
における事業承継の円滑化を図る「中小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律」を収録。

320

320
保険法
中小企業における経営の承継
の円滑化に関する法律

日本点字図書館

日本点字図書館

333
地球を救う仕事③
命を助けたい

くさばよしみ　編著 2

　エイズの苦しみから救う、地雷の被害を減らす、海外で治療に関わる医師や災
害救助隊員など５人の姿を紹介。

  辞退が難しいといわれている裁判員制度に従業員が裁判員として選出された場
合、会社はどのような対応をとるべきだろうか。選ばれた人の義務や、休暇の付
与、その間の賃金の支払い、移動中の事故の扱いなどについて解説する。

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

1

日本点字図書館

弁護士法
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

2

5



豊島区立中央図書館

（点字データ）

筑波技術大学

（点字データ）

４．自然科学・医学

嶺重慎 筑波技術大学

高橋淳 （点字データ）

当　　館

(点字データ）
460

　新書大賞、サントリー学芸賞ダブル受賞!!読み始めたら止まらない、極上の科
学ミステリー。生命とは何か？

生物と無生物のあいだ 福岡伸一 4

日本点字図書館378

369
さわる文化への招待
‐触角でみる手学問のすすめ

広瀬浩二郎　 3

天文学入門　－宇宙と私たち

　日本語、韓国語、中国語はもちろん、ウズベク語、チベット語、ラオ語などア
ジア地域２５言語の点字の考案・発展過程と点字コードについて解説。各国に点
字を導入した人々の功績にも言及している。

440 5

378 韓国語点字入門 金娜英 3

日本点字図書館

　製品に関わる事故は、設計ミスなどの製品自体が原因で発生する事故だけでな
く、使用者の誤使用や不注意によって起こる事故が多く発生していることがわ
かった。実際発生した事故事例を取り上げ、製品と安全に付き合うための心構え
をまとめる。

365
製品事故から身を守るために
身・守りハンドブック
消費者用

製品評価技術基盤
機構生活福祉技術
センター　編

1

368
いざというときの警察ご利用
案内

北芝健 2

アジアの点字
財団法人三菱財団研究助成報
告書

田中徹二　編 3

日本ライトハウス

　頻発する犯罪の手口、困ったときの警察活用術、女性や子ども、高齢者を危険
から守る防衛策…。体感治安が急速に悪化している現在の日本において、恐ろし
い事件から身の安全を守り、危険を避ける方法と知恵を紹介する。

　１０代で失明した著者は、日々、様々な感覚を駆使し、想像力を働かせ、旅行
や花見も楽しむ「豊かな触生活」を送る。勤務先の博物館では「触文化」の魅力
をすべての人へ伝えたいと、彫刻等に触るワークショップを開催。「無謀と希望
に満ちたユニークな人生を切り開く」気概に満ちた著者が、さわって「みる」楽
しさ、「手学問」の広くて深い世界を紹介する。

6



当　　館

（点字データ）

５．技術・工学・生活科学

　ヘアケア、スタイリング剤の使い方、ボディーと汗対策、フレグランスのつけ
方。

厚生労働白書　平成２０年版
生涯通じた自律と支え合い
暮らしの基盤と社会保障を考
える

498 厚生労働省　編 4

1

　旭山動物園にいる動物達は「命の絆」を知っている。一生懸命に生きる動物達
は「命」と「死」の意味、生きる知恵を私たちに教えてくれる。日常生活ではな
かなか伝わらなくなってしまった「命」。動物達と接する中で考え、思った“命
のメッセージ”の話が満載。

480
生きる意味って何だろう？
旭山動物園園長が語る命の
メッセージ

小菅正夫

1

1

すこやか食生活協会

日本点字図書館

　自立して食生活が送れるような環境作りをめざしたガイドブック。

日本点字図書館

ビューティーテキスト
（女性編）資生堂のヘアケア
＆ボディーケア

　スキンケアの４つの働き「取り除く」「育む」「与える」「守る」の説明と具
体的なお手入れ方法、簡単マッサージなど。

595
ビューティーテキスト
（女性編）
資生堂のスキンケア

資生堂 1

592
障害者・高齢者にやさしい食
生活用品ガイドブック
食のバリアフリーをめざそう

すこやか食生活協会

日本点字図書館

　メーキャップの役割に関する説明と、下地、ファンデーション、眉、アイシャ
ドー、口紅、など具体的なメーキャップ方法。

595
ビューティーテキスト
（女性編）
資生堂のメーキャップ

資生堂

資生堂 1

　ひげそりの方法、洗顔・化粧水の使い方、ヘアスタイリングのポイント。

日本点字図書館595
スキンケア＆ヘアケアテキス
ト　資生堂のメンズケア

資生堂 1

日本点字図書館595
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６．産業

当　　館

（点字データ）

７．芸術

781 みんなの体操 1 日本点字図書館

当　　館

（点字データ）

岩間輝生 日本ライトハウス

坂口浩一

佐藤和夫 （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）

速習　英文法道場
整序問題１２３

飯田康夫 3835

　入試で最も差のつく英文法問題。中でも頻出形式の整序問題を厳選。短時間で
効率よく速習できる直前問題集。

８．言語

　東京ディズニーランドのキャストだけが知っている涙が止まらない物語。明日
からの人生を変える一冊。

689
最後のパレード
ディズニーランドで本当に
あった心温まる話

中村克 2

2815
絶対!恥をかかない敬語の使い
方

本郷陽二

　「頭がいい人の敬語の使い方」第２弾!!使っていませんか?「お召し上がりくだ
さい」は間違いです!!

　難関級合格のための、厳選された大問１形式５００問。ターゲットをしぼって
語彙・イディオム問題攻略。過去問に加え、オリジナル模擬テスト５回分収録！

834
英検２級
語彙・イディオム問題５００

旺文社　編 3

817
ちくま評論選‐高校生のため
の現代思想エッセンス‐

10

　高校生からの現代評論の入門書。現代社会の諸状況に鋭く切り込んだ評論を幅
広く集め、主題設定や思考方法によって類別。導入文、脚問・読解をそれぞれ掲
載し、解答編には本文解説、要旨、脚問・読解の解説を収録。

井川治久の超基礎英語塾
もっとわかりすぎる!英語の
ルール５５

835 7井川治久

　３万部突破のベストセラー著者が贈る、受験英文法の決定版！英文法のオキテ
５５で高１、高２の基礎のキソから大学受験レベルを突破できる！

8



イソップ　

Ｖ･Ｓ・ヴァーノン・ジョーンズ　訳

９．文学　　－　日本文学　－

ジーン・リース 当　　館

小沢瑞穂　訳 （点字データ）

日本ライトハウス

(点字データ）

日本点字図書館2

日本ライトハウス

837
WALKING WITH QUILLS
-1000語レベル‐

文英堂編集部　編

　古代ギリシアの時代に生まれた物語『北風と太陽』『ウサギとカメ』など、現
代にも伝わるイソップの寓話を多数収録。略字を用いた点字と用いない点字を併
記。ペ－ジごとの要約、ストーリーごとのあらすじ、巻末辞書の３つにより、内
容を確認しながら原文を読み進めることができる。

The Double Life of a very
Black Cat.（二つの名前を
持ったネコ）

アラン・ポスナー 3 日本ライトハウス837

　高等学校外国語科用副読本。盲導犬の歴史、訓練方法、パピーウォーカーや盲
導犬ユーザーの体験談など１３項目を１０００語レベルの英文で紹介。英語略字
使用。

837
ナビつき洋書
Ａｅｓｏｐ’ｓ
Ｆａｂｌｅｓ（イソップ物語）

5

  テイラー家のサラとジョーンズ家のピーターに拾われた緑色の目をした黒ネ
コ。それぞれ幸せな日々を送っていたが…。英語の略字を用いた点字と略字を用
いない点字を併記。ワードリスト付き。

908
サルガッソーの広い海
池澤夏樹個人編集　世界文学
全集より

4

　小説に描きこめれている音楽は、その小説の中で何を語るのか。音楽や音楽家
を扱った小説を取り上げ、ピアニストである著者が音楽を切り口に読み解いてい
く。第25回（2009)講談社エッセイ賞受賞。

日本点字図書館902 六本指のゴルトベルク 青柳いづみこ 3

910 教科書の文学を読みなおす 島内景二 2

　教科書の文学が、こんなに泣ける、せつない、情けない、なんて思わなかった
…。時代や言葉は変わっても、人の心の根っこは同じ。果たせぬ恋に胸焦がし、
「幸せって何？」と身悶える。わずかな成功例と無数の失敗例に人生を学ぼう。
古典から漱石まで、お堅いイメージが一変する一冊。

　植民地出身の作家によるもう一つの『ジェイン・エア』　奴隷制廃止後の英領
ジャマイカ。土地の黒人たちから「白いゴキブリ」と蔑まれるアントワネット
は、イギリスから来た若者と結婚する。異なる文化に心を引き裂かれ、やがて精
神の安定を失っていく。植民地に生きる人間の生の葛藤を浮き彫りにした愛と狂
気の物語。

9



当　　館

（点字データ）

川崎洋

水内喜久雄　選・著

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）

　気づかれないほど小さくとも、植物には必ず花が咲く。人にも、きっと。突然
逝った父、喧嘩別れした兄、ロンドンで邂逅した「初恋の人」。父の形見のヴァ
イオリン作者を尋ねる旅が教えてくれたのは、かけがえのない家族の絆と、人を
愛するということだった。

　北海道から、上京した青年。だが、挫折の末、帰郷するため向かった上野駅
で、同郷の成功者をはずみで殺してしまう。さらに数日後、新たな殺人事件が上
野駅で発生する!十津川警部の名推理が冴える、傑作推理長編!

913 茨の木 さだまさし 5

913 上野駅１３番線ホーム 西村京太郎 4

910 Who is 陳舜臣？　陳舜臣読本 陳舜臣 9

 ４０年に及ぶ作家生活の全てが明らかに。生きる自覚と勇気がわいてくる。あな
たも、いま、「陳舜臣体験」してみませんか。

911
川崎洋詩集
海があるということは

1 日本ライトハウス

　海を、そして人間を深く愛した詩人、川崎洋の選詩集。

12

　「こうであったかもしれない」過去が、その暗い鏡に浮かび上がらせるのは、
「そうではなかったかもしれない」現在の姿だ。

　東京に深紅の雪が降った。雪国では、赤い雪が降ると雪女が現れるという伝説
があり、妖魔の目覚めを意味する。東京の異変を聞いて駆けつけた聖と弓生は、
四性の鬼の力を持つ成樹と再会。謎の強敵と対峙するが…。

3

  ポロシリを仰ぎ、農業に就いて４０数年。喜びと悲しみがこもごもに来た歳
月。明日へと誘ってくれるポロシリと共に、今日も生きていく。大地と人を詠
う、第９歌集。

日本点字図書館911 ポロシリ　‐時田則雄歌集‐ 1時田則雄

913
朱の封印
封殺鬼シリーズ③

霜島ケイ

913
１Ｑ８４　BOOK１
〈4月～6月〉

村上春樹

1

　生涯を通して生み出された優しく、時に強く心に響く詩集。

東京ライトハウス911
詩集　念ずれば花ひらく
（抜粋版）

坂村真民
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埼玉点訳研究会

（点字データ)

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

913 義民が駆ける 藤沢周平 6 当　　館

都城市点字図書館

（点字データ）

石川英輔 当　　館

宇江佐真理　他 （点字データ）

　“俺な、こう見えても千年生きとるんや”。新宿西口、三沢成樹が出会った若
い男は、そう告げた。鬼の系譜をひく成樹をめぐって、怨霊を相手に、現代に生
きる二人の鬼の活躍を描く、傑作伝奇ロマン開幕!!

913
鬼族狩り
封殺鬼選集①

霜島ケイ 4

5

　せつなさ、やるせなさ…競作時代小説アンソロジー!

913

　大華三国の一角、デルフィニア。かの地に二人の若者がいた。一人は王国を代
表する大貴族の才気煥発な１2歳の嫡子。もう一人は天才的な腕を持つ１７歳の剣
士。国王崩御の混乱の陰で彼らは戦う。未来を掴むそのために…。

しぐれ舟　　時代小説招待席

　天保期、荘内を震撼させた義民一揆の始終。

  私は、朝の神戸再度山を散策中に、道沿いの茶店で将棋に興じる２人の老人と
知り合った。元コックのヤンさんと元英国商館員のオキゲンさん。いつしか私
は、ヤンさんのベッドに妙齢の女性の死体があった事件を皮切りに、戦前２人が
同居していたゴキゲンハウスという異人館で起きた奇々怪々な出来事の数々を、
こもごも聞かされることになった…。

　天平９年、平城京は「もがさ」と呼ばれる疫病の流行でひどいありさまだっ
た。都に渦巻く不安を逆手にとって、川原の石をお守りと偽って売りながら、一
人で生きていくのだと、全てを覚めた目で見ている少年・千広。ある日、氷石
（水晶）に似た石を欲しがる少女と出会って…。

913

913
神戸異人館事件帖
夏の海の水葬

陳舜臣

913
大鷲の誓い
デルフィニア戦記外伝

茅田砂胡 4

　究極の格差社会がやってくる!〈Ｂ・Ｄ・Ｔ〉と呼ばれるスラム化に、東京は蝕
まれていた。新東京として何とか再生を果たすが、〈ネットワーク〉という強大
なテレビ機構が、あらゆる産業を牛耳るまでに発展を遂げていた。番組を通じて
殺人予告が横行。世間の関心を独り占めする。

913 影絵の騎士 大沢在昌 8

5

日本ライトハウス氷石 久保田香里　作 3
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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）

日本ライトハウス

（点字データ）

封殺鬼　-鵺子ドリ鳴イタ④‐ 霜島ケイ 3

榊邦彦

　中2の夏休み、朋花は、中学で常に一番の美咲と、ワルの評判が高い玲奈がダブ
ルダッチ（二本のロープを使って跳ぶ縄跳び）をしているのを目撃する。その
かっこよさに魅せられてチームに参加した朋花は、ダブルダッチとブレイクダン
スを融合させたフュージョンに目覚め、新しい友情を育んでいく。

913 １００万分の１の恋人

　ある日、彼女は秘密を打ち明けた。自分は０．０００１％の運命を背負って生
きていると。恋に落ちることの奇跡を描いた、号泣のラブストーリー。

　魔人・乙夜に案内された地下室で桐子が見たものは、『人喰い』の実験体とし
て横たわる血まみれの聖だった!鬼の本性を現し、再び襲いかかる鵺・真明と対峙
する聖の姿に弓生は…？

913

　血に染まる湯船、湯気の向こうに浮かぶ犯人の影!十津川＆亀井、捜査一課の刑
事達が温泉街を駆ける!

913 十津川警部　湯けむりの殺意 西村京太郎 4

4

フュージョン 濱野京子 3913

913 死者の書・身毒丸 折口信夫 3

　古墳の闇から復活した大津皇子の魂と藤原の郎女との交感。古代への憧憬を啓
示して近代日本文学に最高の金字塔を樹立した「死者の書」他、新編集版。

　決して開くはずのない矯正施設の扉がついに開かれた。目指すは、沙布が囚わ
れている最上階。紫苑とネズミはセンサーをかいくぐり、最奥部へと突き進む。
壮絶な戦いの末に、二人が目にしたものは…。

3913
ぬばたまの呪歌
封殺鬼シリーズ④

霜島ケイ

　鬼と怨念の対決！！千年もの時を経て、現代に生きる鬼・聖と弓生。大都会・
東京に跳梁する怨念との本格的な戦いが、今まさに始まる！！

日本ライトハウス
ＮＯ．６
（ナンバー・シックス）♯７

あさのあつこ 2913
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当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

913 マリと子犬の物語 藤田杏一 3 当　　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）

　時は平安。二人の鬼のうちの一人、戸倉聖が、希代の天才陰陽師・安倍晴明と
出会い、いかにして怨恨を鎮めていったかを描く感動作!!

913
鳴弦の月
封殺鬼選集②

老醜の記

4913
妖面伝説
封殺鬼選集③

霜島ケイ

913 靖国への帰還 内田康夫 5

913 窓の灯 青山七恵 2

　大切な人を想うこと。ただ未来を、信じること。日本を代表するベストセラー
作家がいま書かなければならなかった物語。これは私の代表作になるかもしれな
い。

 姉さんが私を拾ってくれたのは、二月のわりと暖かい日だった－大学を辞め、憧
れのミカド姉さんの喫茶店に住み込みで働くまりも。いつしか向かいのアパート
の窓を覗くことが日課となった彼女が見つけた「窓の向こう側」の世界とは?芥川
賞作家のデビュー作。第四十二回文藝賞受賞作。

　千年の時を生き抜いてきた鬼二人は、静かな古都・鎌倉にいた。次々と起こる
殺人事件。犯人は般若のお面をつけているという。二人の鬼にはその面に心当た
りがあった。二百年前の哀しい思い出。二人が始末しそこねた面だったのだ。

913

　父子の誇り。深川の火消し「南組三組」組頭徳太郎。その気迫で「炎のほうが
逃げていく」といわれた父を受け継いだ息子・銑太郎。男たちは命をかけてまと
いを振り、愛情こまやかな女たちが凛として支える－。

7まとい大名 山本一力

　２００４年１０月２３日新潟県中越地震が発生、山々は崩れ、地面には亀裂が
走り、家屋は崩壊する。被害が拡大するなか山古志村で暮らす石川家の愛犬マリ
と生まれたばかりの３匹の子犬が被災地に取り残されていた。実話から生まれた
感動のストーリー。家族４人の深い失意と強い絆の向こうに小さな命の奇跡が。

913

霜島ケイ 4

勝目梓 5

　この倒錯を愛と呼べるのか？七十二歳の小説家と、三十四歳の女…。真実の恋
の十三年。
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当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

ミシェル・ペイヴァー作 日本ライトハウス

さくまゆみこ　訳 （点字データ）

ミシェル・ペイヴァー　作 日本ライトハウス

さくまゆみこ　訳 (点字データ）

ジェフリー・トリーズ

多賀京子　訳

5933
クロニクル千古の闇４
追放されしもの

　胸に刻まれた邪悪な印を見られてしまったトラクは、士族からはずされ、追わ
れる身となる。トラクに寄り添ってくれるのは、オオカミのウルフだけ。全ては
〈魂食らい〉が仕掛けた罠なのか？次々と明かされる驚くべき秘密とは？

　―　外国文学　―

　詩人谷川俊太郎が贈る、言葉集。生きること、愛すること、死ぬこと、暮らす
こと、自分自身に出会うことなど、今まで書かれたものから言葉を択んで編みな
おしたもの。詩人に問う言葉から世界は始まる。

914 そうか、もう君はいないのか 城山三郎

　五十億の中でただ一人「おい」と呼べる妻へ－愛惜の回想記。

2

　２３年続いている人気番組のコーナー『女のリポート』が本になった。「家の
一戸一戸には灯りがついているでしょう。その灯りの奥にはその数だけドラマが
あるんです。」　涙が止まらず、人前では読めない一冊。ひとり一人がドラマを
背負って生きている。

914
大沢悠里のゆうゆうワイド
女のリポート１００選

女のリポート編集部　編 4

日本ライトハウス914
谷川俊太郎の問う言葉答える
言葉

谷川俊太郎 1

　「夢は、情報バリアフリー」という人生目標を達成するべく、日々、力強く歩
み続ける著者が、これまでの、これからの人生への思いを綴る。

916
Let it be
視覚障害あるがままに
-夢は、情報バリアフリー‐

岩井和彦 4

　きみに誓うよ、仇はぼくが討つ!大切な友を〈魂食らい〉に奪われ、復讐に燃え
るオオカミ族の少年トラクは、犯人を追って、自分が生まれた〈深い森〉へと足
を踏み入れる。そこで見つけたものとは？母が託した思いとは？さまざまな秘密
が明かされる、シリーズ第５弾。

　島の持ち主アルフレッド卿の「あの湖はボート禁止だ」の一言。島には何が隠
されているのだろう。〈旗の湖のなぞ〉を追いかけ、埋もれた千年前の僧院の宝
物を発見するが…。

日本ライトハウス933

4

この湖にボート禁止 5

933
クロニクル千古の闇５
復讐の誓い

日本ライトハウス
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テア・ベックマン　作 日本ライトハウス

西村由美　訳 (点字データ）

テア・ベックマン　作 日本ライトハウス

西村由美　訳 (点字データ）

キャシー・ケイサー

石岡史子　訳

当　　館

（点字データ）

谷田貝公昭　監修

西方毅・高橋弥生　編

土方正夫
円城寺守　監修

　盲導犬は、年をとったらどうなるの？４頭の引退犬の、命の感動ノンフィク
ション。

  ユダヤ人迫害の嵐が吹き荒れた時代のヨーロッパを舞台に懸命に生きたユダヤ
人少女エーディトと、町全体でユダヤ人の子どもをかくまい、命をかけて守った
モアサックの町の誠意ある人々を描くノンフィクション。

エーディト、ここなら安全よ
‐ユダヤ人迫害を生きのびた
少女の物語‐

3 日本ライトハウスJ316

J369
引退犬　命の物語
－命あるかぎり輝きつづけた
盲導犬たち－

沢田俊子 1

日本ライトハウスJ385
これだけは身につけたい
小学生のマナー（常識）６７

2

　小学生に合った「これだけは身につけてほしいマナー」６７項目を厳選し、学
校・家庭・公共・お付き合いの４場面に分けて紹介。

 毎日の暮らしの中で、子どもたちがふしぎだなぁと思っていることに回答しま
す。ピアノの音が出るしくみ、缶ジュースが出てくるしくみなどの点図入り。

J049
人のくらしのなぜ？ｰズバリ答
えます!６００人の小学生から
とどいたたくさんのなぜ？-

2 日本ライトハウス

Ｊ．児童文学

　一行は、イタリアのジェノヴァを目指して険しいアルプス山脈を越える。寒さ
や飢えや病気で次々と倒れていく大勢の子どもたち。ドルフはこの少年十字軍に
は恐ろしい陰謀が潜んでいることをかぎつける…。ドルフの運命は？自分自身の
世紀に戻ることができるのだろうか？

4

  オランダの少年ドルフは、知り合いの博士が発明したタイムマシーンに乗り、
１３世紀へタイムトラベルしてしまった。思いがけず彼は何千人もの子供たちの
真っ只中に巻き込まれてしまう。この大集団は、羊飼いの少年ニコラースの率い
る「少年十字軍」だった…。

949 ジーンズの少年十字軍　（上） 5

949 ジーンズの少年十字軍　（下）
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　日常「見慣れて」いるマークも、見えない人にとっては知らないもの、直感で
は意味の分からないものがいっぱい。そんな身の回りのマークを触図にしてみ
た！図のほか絵柄の説明を加えてある。

J727
世界のマーク
由来や意味が分かる３４３点

　料理歴４０年、左利きの主婦の創意工夫とは？障害のある子も一緒に楽しめる
おもちゃの開発に、全盲の立場を活かして携わる社員の「おもちゃ哲学」、ふだ
んづかいの漆の器をつくる輪島の塗師など、ものづくりの世界でユニバーサルデ
ザインの精神を追求する人たちを紹介したドキュメント。

太田幸夫　監修 5 日本ライトハウス

　地球の形や大きさ・構造から地球の未来まで、たくさんの不思議に答える。地
震によって発生した津波が伝わってくるまでの時間を表した図など大人にも充分
読み応えのある内容。

  惑星の軌道や黄道１２星座の点図もあり、子供ばかりでなく、大人にも面白く
楽しめる内容。

日本ライトハウスJ501
だれもが使えるものづくり
‐くらしを豊かにするために

くごうえり 2

J450
地球のなぜ？‐ズバリ答えま
す!６００人の小学生からとど
いたたくさんのなぜ？-

友田好文　監修 2

日本ライトハウス

日本ライトハウス

J440
宇宙のなぜ？‐ズバリ答えま
す!６００人の小学生からとど
いたたくさんのなぜ？-

海部宣男　監修 2

2 日本ライトハウスJ491
人のからだのなぜ？ｰズバリ答
えます!６００人の小学生から
とどいたたくさんのなぜ？-

山田真　監修

　子どもたちに考える力を養ってもらうためのシリーズ。人の体に関する子ども
たちの疑問に分かりやすく回答します。毛が生えかわるしくみ、声帯の開き方な
どの点図入り。

日本ライトハウス

　生き物に関する子どもたちの疑問にわかりやすく丁寧に回答します。クモの網
や人面カメムシ、恐竜などの点図入り。

J480
生き物のなぜ？ｰズバリ答えま
す!６００人の小学生からとど
いたたくさんのなぜ？-

井口泰泉　監修 2
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モンゴメリ　原作 当　　館

Ｆ・マクヒュー　文

清水奈緒子　訳 （点字データ）

モンゴメリ　原作 当　　館

Ｆ・マクヒュー　文

清水奈緒子　訳 （点字データ）

ジャクリーン・ウィルソン作 日本ライトハウス

尾高薫　訳 （点字データ）

ネット・ヒルトン

小松原宏子　訳

J908 鬼の市 鳥野美智子　作 2 日本ライトハウス

　１０歳になる衣世梨は、小さい頃のことを思い出し、通っていたすみれ幼稚園
にいってみると、なぜか幼稚園時代の衣世梨と出会ってしまい…。

アボンリーへの道１４
いたずら天使

　今日は節分。でも、健太の家では豆まきはしない。かわりに、鬼様を家にお迎
えする「鬼迎え」、そして翌日お送りする「鬼送り」を行う。今年は、その鬼送
りの役目が、弱虫の健太にまわってきて…。

日本ライトハウスJ908
ウェディング・ウェブ
-サムがつむいだ夢-

1

　ジェニーにとって、８９歳のヴァイオレット・アンと過す毎日はワクワクする
ことばかり。何より好きなのは、ココアを飲みながらアンの昔話を聞くこと。け
れど、最近アンは昔のことをなかなか思い出せません。ある日…。

　歯痛と悩みごとを抱え、さえない日々を過しているレイチェル。そんな彼女に
さらなる災難が。２５年秘めてきた若き日のロマンスをジャーナリストのオリビ
アが暴露してしまった!

　アボンリ村に、セーラのいとこの有名な女優がやってきた。彼女の心を射止め
ようと村中が大騒ぎ。アボンリーの恋のロングランには、どんな幕が下りるの
か。

J908 アルファベットガールズ 2

J908 2

　仲良しの友達５人と「アルファベットガールズ・クラブ」をつくっているデイ
ジー。今は誕生日のおとまり会をすることが大流行。だけどデイジーは、障害の
ある姉リリーのことを受け入れてもらえるか不安で気が進まない…。

J908
アボンリーへの道１９
大女優がやってきた

2

J908
衣世梨の魔法帖６　たんじょ
う日のびっくりプレゼント

那須正幹　作 1

日本ライトハウスJ908
衣世梨の魔法帖５
夏はおばけがいっぱい

那須正幹　作 1

　おじいちゃんに行ってはいけないと言われた「稚児の森」。そこには満月の夜
になるとおばけが集まるというけれど…。衣世梨の夏休みはふしぎがいっぱい。

日本ライトハウス
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フィリップ・プルマン　作

金原瑞人　訳

ルーマ・ゴッデン　作

おびかゆうこ　訳

ケイト･トンプソン

渡辺庸子　訳

ケイト･トンプソン

渡辺庸子　訳

ジョン・ボイン　作

千葉茂樹　訳

J908 ツー・ステップス! 梨屋アリエ　作 2 日本ライトハウス

2

時間のない国で（下) 3

3

　どういうわけか時間が足りない。一時間が、一日が、一週間が飛ぶように過ぎ
てしまう。音楽一家リディ家の長男ＪＪも、家族も、まわり中みんながそう感じ
ていた。そんな中、なんとかして時間を買おうとするのだが…。

日本ライトハウス

日本ライトハウス

J908

J908 時間のない国で（上)

3

J908 西遊記　７　　竜の巻 斉藤洋　文

　三蔵法師の一行が通りかかった車遅国では、５００人もの仏教の僧侶が、道志
たちの下男として苦役を強いられていた。僧侶達は、やがて天竺に向かう僧と斉
天大聖がやってきて、苦しんでいるものたちを救い出してくれる夢を見た、とい
うのだが…。

　時間が消えていることを知ったはＪＪは、その原因を探るため、遺跡の地下に
ある不思議な膜を通り抜けて“永遠なる若さの国”に入りこむ。そこでは、なん
と時間を売ってくれるという。

日本ライトハウス

　ひとりぼっちのジャックは、雷に打たれて動き出したかかしから、召し使いに
ならないかと誘われた。自分を勇敢な騎士だと信じるかかしは、盗賊退治に乗り
出したり、ほうきと恋に落ちたりと行く先々で大騒動を起こす…。

J908

　藍は小学５年生。仲良し４人で、小学生に人気のブランド「ファン・ガル」の
マフラーをお揃いにしようということに。ところが….揺れ動く少女の心を丁寧に
描いた一冊。

かかしと召し使い

縞模様のパジャマ少年

日本ライトハウス

  女の人形ばかりが暮らす人形の家にやって来た、船乗り人形の男の子カーリー
は、いなくなった男の人形たちを捜そうと決心する。ところが、人形の家から窓
の外に落ちてしまい…。外の世界を知らない人形と落ちこぼれ生徒の船上での体
験がいきいき描かれている。

J908 帰ってきた船乗り人形 4

4 日本ライトハウス

日本ライトハウス

　突然見知らぬ土地へ引っ越してきた軍人の息子ブルーノは、遊び相手もなく退
屈な毎日を送っていた。ある日、巨大なフェンス越しに、縞模様の服を着た少年
シュムエルと出会う。二人の間に友情が芽生えるが…。

J908
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日本ライトハウス

(点字データ）

日本ライトハウス

(点字データ）

荻原博子　監修

坂本綾子　構成・文

J911 ことばあそび１年生 伊藤英治　編 1 日本ライトハウス

  「審査員にアピールする、わざとらしい演奏をしなければダメなのか」コン
クールに落ち、絶望したカイトは、バイオリンをやめる決意をする。しかし、一
枚の楽譜と出会ったことからカイトの運命は大きく動き出した…。少年バイオリ
ニストのひと夏の成長物語。

　祥太は小学５年生。大好きな夏休みをのんびりと楽しんでいたら、突然、家出
バアちゃんを預かることに！バアちゃんのそばには、いつも誰かがついていな
きゃならない。その大役を祥太がひきうけることになり…。

　いささか退屈ではあるけれど、おおむね平和な高校生活を送る栞の密かな趣
味、それは休日に黒縁メガネで別人に変装し、ダーツに当たった山手線の駅で降
りて、その街を歩くこと。ある日、かつての同級生、耕也と偶然出会い、時々一
緒に駅巡りをするようになるが…。

J908

日本ライトハウス

ぼくがバイオリンを弾く理由 西村すぐり　作 2

2

濱野京子

  小学４年生の也子は、周囲からキツネに化かされた話を聞いて育つ。偶然竹や
ぶで子ギツネと出会い仲良くなった也子は…。戦時下でものどかだった子供の日
常が突然断ち切られる悲しみを、静かな語り口で描いた物語。

日本ライトハウスJ908 彼岸花はきつねのかんざし 2

J908
バアちゃんと、とびっきりの
三日間

三輪裕子　作

朽木祥　作

J908 トーキョー・クロスロード 3

日本ライトハウスJ908 ボクたちの値段 2

　おこづかいって、どれくらいもらうのが普通？なんで子どもにお金がかかると
言われるの？生活や人生にまつわる、いろいろな値段を紹介しながら、世の中と
お金の仕組みについて、わかりやすく解説。

 なぞなぞうた、さかさまことば、１２ヶ月のうた、あいうえおのうた、数字のう
た、音のうたなど、不思議でおかしい詩を４５作品収録。

J908
天山の巫女ソニン3
朱烏の星

菅野雪虫　作 4 日本ライトハウス

　国境付近で捕らえられた〈森の民〉を救うため、イウォル王子と共に〈巨山〉
へと向かうソニン。やがてソニンはこの北の国で、孤独で賢明な王女イェラに出
会う…。
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J911 ことばあそび２年生 伊藤英治　編 1 日本ライトハウス

J911 ことばあそび３年生 伊藤英治　編 1 日本ライトハウス

J911 ことばあそび４年生 伊藤英治　編 1 日本ライトハウス

J911 ことばあそび５年生 伊藤英治　編 1 日本ライトハウス

J911 ことばあそび６年生 伊藤英治　編 1 日本ライトハウス

ローレンス・ブルギニョン 当　　館

柳田邦男　訳 （点字データ）
Ｅ だいじょうぶだよ、ゾウさん 7

E つくっちゃ王　てんじ手作り絵本

　点字絵本。心が成長するとはどういうことか。悲しみと向き合ったネズミくん
に拍手！家族の病気や死を通じて、子どもはだいじないのちや死について学び、
心を成長させる。大人たちは、その機会を子どもから奪ってはいないだろうか？

金子修　文 1 桜雲会

 おならのうた、しりとりうた、意味違いことば、くりかえしことば、１２ヶ月の
うた、さかさまことばなど、ゆかいな４０作品を収録。

　ローマ字ことばあそび、ことばさがしの詩、漢字くりかえしうた、だじゃれう
たなど、ナンセンスな詩３９作品を収める。

　読みことば、しりとりうた、きりなしうた、漢字うた、わるくちうたなど、思
わず大声で読みたくなる詩３７作品を収める。

 かぞえうた、漢字ならべの詩、終わりのない詩、おもしろい形をした詩、擬音で
できた詩など、驚きとユーモアの詩４７作品を収める。

　方言ことばあそび、早口ことばのうた、意味さがしの詩、外国語と日本語くら
べの詩など、言葉の不思議を発見する詩４４作品を収める。
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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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★　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］

　　　＜内容＞　月刊誌『ＥＮＧＬＩＳＨ　ＥＸＰＲＥＳＳ』　ＣＤ版を収録。

　　＊　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。

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