
◆◆◆◆◆  凡 例  ◆◆◆◆◆

１．この点字図書目録は、平成２２年４月から、平成２３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、冊子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

１．哲学・宗教

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）

日本点字図書館

米山公啓 2

心理学に興味を持ったあなた
へ　大学で学ぶ心理学

5
境敦史･小貫悟・
黒岩誠　編

　心理学全体の基礎や、カウンセラーなどの心理臨床の仕事について紹介し、大
学で心理学を学ぶことはどのようなことかを説明。心理学の各分野について興味
のひくエピソードや実際例も豊富に収録。

日本ライトハウス

159

140

もの忘れを９０％防ぐ法

　名前が出てこない！漢字を思い出せない！どこに置いた！「年のせいにする
人」が一番危険です！

　明治期の「美人罪悪論」から、昨今では「すべての女性は美しい」と転回す
る。美人・不美人をめぐるレトリック。この背景にある倫理の変容を徹底調査。
あえて容姿についてことあげする。「ブス」はタブーなのか。面喰いをおろかと
蔑む正義の正体とは？賛否の大論争を巻き起こした、問題の書。

150 美人論 井上章一 5

141

　絶望の中でも生き抜いてみよう！そこに幸せがまっている。幼くして視力を
失ったエッセイストが、あなたに贈る渾身の体験的幸福論。

解説著作権法の一部を改正す
る法律（平成２１年改正）に
ついて

文化庁長官官房著
作権課

2021

中村天風 3

人生を幸福で満たす２０の方法 三宮麻由子 3

一般図書

　インターネットを活用した著作物利用の円滑化を図るための措置と違法な著作
物の流通の抑止、障害者の情報利用機会の確保を大きな柱として、２００１年１
月に大きく改正された著作権法。改正の経緯、概要、各改正事項を詳細に解説。
視覚障害者等のための複製等（第３７条）についても解説。

159 君に成功を贈る

　魂に直接に語りかけてくる感動の教え５４項目…東郷平八郎、原敬、松下幸之
助、ロックフェラー三世など、時代のリーダーたちがなぜ天風師に心服したのか
…。希望に満ち溢れる若者たちを前に、熱く、優しく、しかも面白く“人生成功
の哲学”を解き明かす。

1



当　　館

（点字データ）

パスカル・ボイヤー 当　　館

鈴木光太郎・

中村潔　訳 （点字データ）

２．歴史・地理

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

３．社会科学

刑事訴訟規則

159

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

2

　刑事収容施設の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項を定めた法律。

自分らしく生きて、死ぬ知恵 斎藤茂太 3

161

　日本における刑事訴訟手続に関して、最高裁判所が定めた規則。

日本点字図書館320

　宗教とはなにか、宗教は、なぜ、どのようにしてうまれたのか。なぜ、すべて
の社会に宗教があり、一見奇妙に見える信仰や儀式が、現在も行われているのだ
ろうか。文化人類学、認知科学、進化生物学、進化心理学などの最新知見を駆使
し、ヒトの心の進化に焦点を当てることで、宗教の謎を解き明かす。

　成功者たちの生き様に人生の成功は隠されている。自分はもっとやれる－そう
信じている人たちに贈るテリー流・いまから実践できる生き方マニュアル。

288
道　天皇陛下御即位二十年
記念 記録集
（平成１１年～平成２０年）

宮内庁　編 9

281
天才たちの流儀　いつもの自
分から抜け出す２２のヒント

テリー伊藤 2

神はなぜいるのか？

3

　「弱虫でも、どん底でも、必ず夢は叶う」。両目を失明し、絶望の淵に立った
中学教師。家族や周囲の人々に支えられ、奇蹟の復活！見えないからこそ見え
た、人生の「本当のこと」。

日本点字図書館

　平成１１年以降、天皇皇后両陛下が式典で述べられたお言葉や、記者会見にお
ける御解答、年毎に要請に応じ御発表になった御製や御歌等を、なるべく項目別
に整理して収録。１０年間の両陛下の道のりをたどれる、珠玉のお言葉集。

289
全盲先生、
泣いて笑っていっぱい生きる

320

　人生の後半生は「もうひとつの人生」だ。現代は人生８０年である。６０歳な
どまだ人生の中ほどという考え方もできる。であれば、座して死を待つのではな
く積極的に自分の人生を作り上げていくぐらいの時間があるということだ。そん
な後半生の命を全うしないのは、いかにももったいないではないか。モタさんか
らの最後の養生訓。

日本点字図書館

新井淑則

12

刑事収容施設及び被収容者等
の処遇に関する法律

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

3

2



　我が国での自殺の現状、自殺対策の経緯等を説明するとともに、平成２０年度
から平成２１年度前半にかけて政府が講じた施策の概要をまとめる。

334

　秘書検定２級公式参考書。秘書として、ひいては社会人として必要とされる資
質や職務知識、一般知識、マナー・接遇、技能についてわかりやすく解説。ま
た、過去に出題された問題なども掲載する。

336
秘書検定クイックマスター
２級　ｋｅｙフレーズとイラ
ストで覚える

日本点字図書館368
自殺対策白書（概要版）
平成２１年版

内閣府政策統括官　編 1

ロゴス点字図書館
共用品推進機構
編

　犯罪捜査の手段としての通信傍受の要件、手続等について定めた「犯罪捜査の
ための通信傍受に関する法律」と、警察官の職務遂行に必要な手段を定めた「警
察官職務執行法」を収録。

内閣府政策統括官　編 日本点字図書館

320
犯罪捜査のための通信傍受に
関する法律
警察官職務執行法

1 日本点字図書館

320 刑事訴訟法
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

3 日本点字図書館

　刑事事件について、真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現す
るため、必要な手続等を定めた法律。

実務技能検定協会　編 5 日本点字図書館

　我が国の最近の少子化の現状を説明するとともに、これまでに実施してきた少
子化対策についての評価を行ない、また、平成２０年度に政府が講じた施策の概
況をまとめる。

少子化社会白書（概要版）
平成２１年版

内閣府政策統括官　編 2 日本点字図書館

　第１章では、犯罪被害者等基本計画策定３年を振り返る。第２章では、平成２
０年度に政府が講じた犯罪被害者のための施策を、基本計画の５つの重点課題に
沿ってまとめるとともに、推進体制に関する施策の進捗状況を記述する。

326

326
犯罪被害者の方々へ
被害者保護と支援のための
制度について

検察庁 1

犯罪被害者白書　（概要版）
平成２１年版

2

　行政・民間が協力して、健常者・高齢者・障害者がともに生きる社会づくりの
一環としての共用品提供活動が、どの程度普及しているか、その今日的到達点が
具体的に示されている。

3

バリアフリームーブメント
過去から学べ、新たな壁に向
かって　「障壁を取り除いた
取り組みの軌跡を追う」

369

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

3



日本点字図書館

1369

障害のある人から見た障害を
理由とする差別の事例等
してほしくないこととしてほ
しいこと

内閣府
日本障害者リハビ
リテーション協会

369
障害を理由とする差別等に関
する意識調査　平成２１年度

内閣府政策統括官　編 1

　我が国の高齢化の状況等を検証及び分析するとともに、平成２０年度に政府が
講じた高齢社会対策の実施状況及び平成２１年度において講じようとする対策の
概要をまとめる。

369
高齢社会白書（概要編）
平成２１年版

内閣府政策統括官　編 1 日本点字図書館

369 1 日本点字図書館
厚生労働省大臣官
房統計情報部社会
統計課　編

369
高齢者の住まいのガイドブッ
ク　これからどこで誰と住み
ますか？

高齢者住宅財団 3 日本点字図書館

　一人一人の価値観や家族・経済状況、心身状況にふさわしい高齢期の住まい方
を見つけるためのガイドブック。高齢期の住まいの考え方や選び方、資金計画、
契約、重要用語等を解説。住まい方の事例を８つのモデルストーリーで紹介。相
談・支援機関の連絡先も収録。２００８年現在。

　障害者権利条約において規定された「合理的配慮の否定」を含む障害を理由と
する差別等に関する国民の意識を把握することを目的として、平成２１年４月～
５月に実施された調査の結果の概要をまとめたもの。

バリアフリー基本構想作成に
関するガイドブック

1

日本点字図書館
国土交通省総合
政策局安心生活
政策課　編

369

369
障害者自立支援法の施行前後
における利用者の負担等に係
る実態調査結果について

厚生労働省社会・
援護局障害保険福
祉部障害福祉課
編

　平成２０年度における各都道府県、指定都市、中核市の社会福祉関係業務の実
績についての福祉行政報告例をまとめたもの。生活保護、身体障害者福祉、老人
福祉、児童福祉等の実績の概要が数量的に把握できる。

社会福祉行政業務報告（福祉
行政報告例）結果の概況
平成２０年度

日本点字図書館

　障害者自立支援法の施行前後におけるサービスの利用者の実負担額および工賃
の状況について、２００９年に行なった実態調査の結果の概要をまとめたもの。

2

　「高齢者･障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律」第２５条に基づき市
町村が作成する移動等円滑化基本構想の作成促進を目的とし、関係事業者との調
整や住民参加を含む各種作業を円滑に進めるための体制、基本構想で明確に記述
すべき事項等を示したガイドブック。

4



369
視覚障害者の老後を豊かに
するための本（下）

桜雲会　編 1

1

視覚障害者の老後を豊かに
するための本（上）

1 桜雲会桜雲会 編

谷山尚代 2

369

知的障害、発達障害、精神障
害のある方とのコミュニケー
ションハンドブック

知的障害、発達障
害、精神障害に対
応したバリアフ
リー化施策に係る
調査研究検討委員
会　編

　舞台は外国人生徒や海外からの帰国生徒が数多く集まる「国際」的な高校。一
歩足を踏み入れると、そこには様々な言語が溢れ、様々な価値観を持った生徒達
が、泣いて笑って、異文化コミュニケーションを繰り広げていた…。その高校に
国語教師として勤務していた著者のエキサイティングでスリリングな日々のエッ
セイ。

日本点字図書館

日本って、大変！？　「国
際」的な高校の青春事件簿

日本ライトハウス

桜雲会
視覚障害者の身だしなみと
話し方（上）

桜雲会　編

　大学、短期大学、高等専門学校において、障害のある学生を支援するための体
制づくりに参考となる情報を提供。障害学生支援の基本的な考え方や障害につい
ての説明、障害種別に入試や授業などの各場面で必要な支援の情報、学内支援体
制や補助金などの情報を満載。

文部科学省 1

369

371

桜雲会

　公共交通機関、商業施設、公共施設等の職員向けに、知的障害、発達障害、精
神障害のある利用者の困難さを理解し、状況に応じて、適切な対応をするための
ポイントを説明したハンドブック。

日本点字図書館

　高齢化社会に詳しい方や実際に充実した生活を送っている高齢の方に執筆依
頼、取材して編集。高齢者、高齢化社会に対する知識を高め、掲載されている生
活を参考にし心得ることでより安定した有意義な老後を過ごすことができるので
はないでしょうか。

1

　コミュニケーションを行なうことでよい印象を与える身だしなみや、社会人と
して必要な話し方について解説。座談会の記録やインタビューも収録。

4378
教職員のための障害学生修学
支援ガイド

日本学生支援機構

378

369

369

桜雲会
視覚障害者の身だしなみと
話し方（下）

桜雲会　編 1

　小・中学校に在籍する発達障害を含む様々な障害のある児童生徒に対する学校
生活上の介助や学習活動上の支援などを行う「特別支援教育支援員」。その配置
に当たって、配置のための手続き、研修、先行事例、留意すべき点などをまとめ
たパンフレット。

日本点字図書館
「特別支援教育支援員」を
活用するために

5



４．自然科学・医学

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）
帯津良一

　体温が１度下がると免疫力は３０％低下する。第一線で活躍中の医師たちが絶
賛する画期的な書。

2

ポックリ名人

498
病気にならない人の免疫
新常識

498 体温を上げると健康になる 斎藤真嗣

安保徹

3

　治療院経営を目指す人向けの入門用テキスト。

498
1分でスッキリ！たまった
「疲れ」がとれる本

ベスト・ライフ・
ネットワーク

　頭のてっぺんから足の先までぜ～んぶおまかせ！カラダもココロも軽くする凄
ワザ満載！自分でできる！今すぐできる！

498

チャレンジ！
按摩・鍼灸治療室経営（開業
に向けての第一歩）

ひかり会　編

現役医師がやさしく教える
病院のことば

友利新 3 豊島区立中央図書館

2

日本点字図書館
厚生労働白書　平成２１年版
暮らしと社会の安定に向けた
自立支援

桜雲会

　個人の自立と社会の安定に向けた取組みとして、就労支援をはじめ、様々な自
立支援の状況や取組みを解説し、今後の自立支援の方向性を展望する。

498 3

厚生労働省　編 9

491 ひらめき脳

　自分の健康に関することです。“わからない”ままですませないようにしま
しょう。現役医師がわかりにくく難しい「病院のことば」約４００語を、患者目
線でやさしく丁寧に解説。診療科の説明、健康コラムも収録。

茂木健一郎 3

　ひらめきは一部の天才の脳だけに起こるものではない。すべての人間の脳にそ
の種は確実に存在している。創造の瞬間を生かすも殺すもあなた次第。不確実性
に満ちた世界をより豊かに生きるために、ひらめきをこの手でつかみ取ろう。

　人間の本来持っている病気を治す力「免疫力」をフル活用し、クスリを使わず
に日常的なカラダの悩みを解消する方法についてわかりやすく解説。免疫力アッ
プの具体的方法も紹介。

490

498

　「これぞポックリ名人だ」と著者が感動した人々を紹介。いい生き方をして、
いいリタイアをして、いい死に方をする。その一連の過程を見ることにより「生
き方、死に方」を学び、安心して生をまっとうする指針を示す。

2

6



５．技術・工学・生活科学

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

６．産業

　夢がかなう人の机はなぜ美しいのか？片づけ下手な「あの人」にもすすめてあ
げてください。

日本点字図書館

　ハイブリッド車や電気自動車等は構造的に音が小さく、車両の接近に気づきに
くい。このようなハイブリッド車等の静音性に関して、検討委員会で検討した対
策をとりまとめた報告書。対策が必要な場合、発音の種類や方法、音量などにつ
いてまとめる。報告を受けて国土交通省で定めたガイドラインも収録。

597
たった１分で人生が変わる
片付けの習慣

小松易 2

　ちょっと魚博士になれて、そのうえ美味しい食べ方までわかる！砂にもぐって
冬眠する魚は？イカとタコの吸盤の違いは？青魚には山葵？生姜？えっ！くさや
と赤ワインが合うの？鹿尾菜とは？などなど。面白い話題が一杯。

537
ハイブリッド車等の静音性に
関する対策について（報告）

ハイブリッド車等
の静音性に関する
対策検討委員会
編

1 日本点字図書館

　視覚障害者の方が料理を作る手引書として、あるいは自立的な食生活確立に向
けた教材として役立てていただくことを目的とした書。

596 魚のあんな話・こんな食べ方 臼井一茂 2

　陸上、海上及び航空の分野ごとに、平成２０年度の交通事故の状況及び交通安
全施策の実施状況、平成２１年度の交通安全施策の計画の概要をまとめたもの。

681
交通安全白書（概要版）
平成２１年版

内閣府政策統括官　編 2

　「国民運動としての食事の推進」を中心的なテーマとして、民間における食育
推進の取り組みについて、事例を交えて紹介。また平成２０年度に講じた、家
庭、学校、保育所、地域等における食育推進施策の概要をまとめる。

517
黄河断流　中国巨大河川を
めぐる水と環境問題

福嶌義宏 3

内閣府　編 1 日本点字図書館498
食育白書（概要編）
平成２１年版

日本点字図書館

　その年、黄河には１滴の水もなく、河原では農民がただ１人立ちすくんでい
た。中国第２の流量と流域面積を誇る黄河に、何が起こったのか？歴史と自然、
政策を統合して検証し、巨大国家・中国を襲う環境問題に迫る。

596 作ってみたい私の料理 すこやか食生活協会 1 すこやか食生活協会
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７．芸術

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）

　膨大な数の教則本、指の強化器具、大人数を同時に教えるスパルタ音楽教室。
世俗超越の精神性を重んじたロマン主義時代は、同時に非人間的で抑圧的なもの
をも孕んでいた。ピアノ教育の起源とその過程での「芸術」の変質を描く。

　青羽の夢の世界に再び潜ることになった渡会。その夢の中で青羽が幸せに暮ら
す島“バルバラ”では、永遠の命を手に入れるための奇妙な儀式が行われてい
た。一方、キリヤの前に現れた青羽の幻影は、かつて豊かな水をたたえていた
〈火星の海〉について語り始めるが…。

　渡会の夢調査によると、青羽の夢の中の島“バルバラ”は、１００年後の地球
で、火星と戦争が起きた後の世界であるらしいことがわかってきた。彼は、“バ
ルバラ”の謎を解く鍵が火星にあると考え、キリヤと菜々美たちとともに遠軽へ
と向かう。その地で、ヨハネによく似た老人に遭遇するが…。

726 バルバラ異界　４ 萩尾望都 1

726 バルバラ異界　３ 萩尾望都 1

　研究所の近くで青博士（＝エズラ）に会ったキリヤは、彼の一族の秘密や研究
データなどが入ったメモリーチップを受け取る。そして、自分が“本当のキリ
ヤ”ではないことをしってしまい…。近未来ＳＦロマン衝撃の最終巻、青羽の夢
の中に存在する島“バルバラ”の謎がついに明らかに！！

762 のぶカンタービレ！ 辻井いつ子 3

　国際ピアノコンクールで優勝！ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで
日本人初の快挙！伸行の母が綴った、本当にあった感動の物語。辻井伸行１３歳
～１９歳までの物語。

763
ピアニストになりたい！
１９世紀もうひとつの音楽史

岡田暁生 4 日本点字図書館

　西暦２０５２年。他人の夢に入り込むことができる“夢先案内人”の渡会時夫
は、ある事件から７年間眠り続ける少女・十条青羽の夢をさぐる仕事を引き受け
ることになった。そして、その夢の中に青羽が幸せに暮らす島の名〈バルバラ〉
をキーワードに、思いがけない事実が次つぎと現れはじめ…！？

726 バルバラ異界　２ 萩尾望都 1

726 バルバラ異界　１ 萩尾望都 1

689
首里城公園ガイドブック
平成２２年３月

1
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日本の伝統音楽シリーズＣＤ

日本の民謡

日本の伝統音楽シリーズＣＤ

日本の音楽入門

日本の伝統音楽シリーズＣＤ

津軽三味線

日本の伝統音楽シリーズＣＤ

尺八

日本の伝統音楽シリーズＣＤ

日本の太鼓

日本の伝統音楽シリーズＣＤ

雅楽

日本の伝統音楽シリーズＣＤ

声明

日本の伝統音楽シリーズＣＤ

筝曲　宮城道雄

日本の伝統音楽シリーズＣＤ

能

日本の伝統音楽シリーズＣＤ

歌舞伎名台詞集

773 1 東京ヘレンケラー協会

774 1 東京ヘレンケラー協会

日本ライトハウス

　『ウエスト・サイド物語』などの振付家ジェローム・ロビンスは、臆病な密告
者だったのか。現代アメリカを代表するダンス界の巨匠の栄光の生涯に潜む影
を、「赤狩り」などをキーワードに鮮やかに描く。

769 津野海太郎 5 日本点字図書館
ジェローム・ロビンスが死ん
だ　ミュージカルと赤狩り

4804
ことばの宇宙への旅立ち
１０代からの言語学

768 1 東京ヘレンケラー協会

768 1 東京ヘレンケラー協会

768 1 東京ヘレンケラー協会

768 1 東京ヘレンケラー協会

768 1 東京ヘレンケラー協会

768 1 東京ヘレンケラー協会

767 1 東京ヘレンケラー協会

768 1 東京ヘレンケラー協会

　ことばっていったいなんだろう？どんな働きをするのだろう？言語学者ってど
んなことをやっているのだろう？方言や古文、歌舞伎のセリフから英語まで、身
の回りの疑問から、言葉の研究の面白さ、興味深さを６名の言語学者がわかりや
すく紹介。

大津由紀雄　編

８．言語

9



中山幸男 日本ライトハウス

９．文学　　－　日本文学　－

まどみちお　

水内喜久雄　選

吉野弘

水内喜久雄　選

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

　梅の花びらは、５つに開く。紅くても、白くても、どこで咲いても、花びらは
５つ。父の死、母の老い…。当たり前が当たり前であることのやすらぎ、そし
て、時にかなしみを詠う第２歌集。第６０回芸術選奨・文部科学大臣賞受賞。

911 施無畏　柳宣宏歌集 1

　本格ミステリはなぜこんなにも面白いのか。有栖川有栖や綾辻行人ら１８人の
作家たちの思想と創造へのアプローチに迫る作家論集。時代を通して本格ミステ
リを読み解く。第６２回日本推理作家協会賞、第９回本格ミステリ大賞受賞。

日本点字図書館910
「謎」の解像度　ウェブ時代
の本格ミステリ

　人間に対する深い信頼を表現し続ける詩人、吉野弘の作品を数多く収録。「素
直な疑問符」「Ｉ　ｗａｓ　ｂｏｒｎ」ほか全３４編。漢字を題材にした作品に
は漢字を示す点図を入れています。

　泣きたくなるほど優しい本です。「みなさんの『生きる』をつなげて、ひとつ
の詩みたいなものを作りませんか」。あるネットコミュニケーションに書き込ま
れた呼びかけに４年で２０００件を超える投稿が集まりました。そこから選出し
た作品に投稿者自身のコメントや写真を加え再編成したもの。

橋本忍

　理髪店を営む清水豊松は復員後、妻子とともに平和に暮らしていた。しかし、
ある日、戦犯として逮捕され、絞首刑を言い渡されてしまう。自らの無罪を信
じ、妻が必死に集めた２００人の助命嘆願書を携え、再審に臨んだ豊松に下され
た最終判決とは？５０年前にテレビで放送された不朽の名作、初の完全シナリオ
集。

911
生きる
わたしたちの思い

2
谷川俊太郎
ｗｉｔｈ
ｆｒｉｅｎｄｓ

円堂都司昭 5

837

Ｔｉｍｅ　Ｎｏｏｄｌｅｓ
ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ
Ｒａｋｕｇｏ　Ｔａｌｅｓ
（時そば　落語傑作選）

4

　「時そば」をはじめ「茗荷宿」「花見酒」「死神」「皿屋敷」の５編の古典落
語をやさしい英語で訳している。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付き。

912 私は貝になりたい 3

911

柳宣宏 日本点字図書館

日本ライトハウス

日本ライトハウス

　親しみやすい言葉で幅広い世代に愛されている詩人、まど・みちおの選詩集。
表題作のほか「よかったなあ」「イナゴ」「けしゴム」「今日」など全４０編を
収録。

911
まどみちお詩集
こんなにたしかに

1

吉野弘詩集
素直な疑問符

1
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日本ライトハウス

（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）

カラクリ荘の異人たち２
お月さんいくつ、十三ななつ

霜島ケイ

　あったかい場所にお帰り　勇気を出して手を伸ばせば、届くものも、伝わるも
のもあるのだと空栗荘へ来てから知った。失っても、たとえやりなおしはできな
くても、先へ進むことはできるのだと－教わった。

　「どうして大家さんは、夕焼けの夢なんて見るんですか？」－さあね、好きな
んだろ、夕焼けが。裏の賽河原町はまたも夕焼け空のまま。一向に起きてこない
大家に、カラクリ荘の住人達は手を尽くすが…。

913 4

913 １Ｑ８４　ＢＯＯＫ２ 村上春樹

　実力派の３年生が卒業して、美術部の部長になった節子。残った部員は超個性
的な面々ばかり。しかも、校長に目をつけられ、次々に難題をつきつけられて
…。熱い文芸弱小部活の青春学園ストーリー。

3913

11

4913
ＡＬＷＡＹＳ
続・三丁目の夕日
もういちど、あのときへ。

山本甲士

　異世界へ行くとしたら、君はどうやって行きますか？現実でない世界、すなわ
ち異世界と呼ばれる場所は、実家から徒歩８分、電車で４０分、バスで１５分の
ところにあった。賽河原町奇談開幕。

4ＡＬＷＡＹＳ　三丁目の夕日 山本甲士

アート少女
根岸節子とゆかいな仲間たち

花形みつる

　即席ラーメンが発売されて、力道山が英雄で、月光仮面は茶の間に現われ、フ
ラフープが大流行、そして空に向かって東京タワーが少しずつ背を伸ばしていた
昭和３３年。暮れなずむ下町の夕空に、時代を超えてやさしく降り注ぐ十二篇の
心なごむ流星たち。

　心から一歩も外に出ないものごとは、この世界にはない。心から外に出ないも
のごとは、そこに別の世界を作り上げていく。

913

913
カラクリ荘の異人たち４
春来るあやかし

霜島ケイ 4

4

913
カラクリ荘の異人たち３
帰り花と忘れ音の時

霜島ケイ 4

　東京タワーが完成し、年が明けた昭和三十四年。駄菓子屋を営みながら児童小
説を執筆する茶川竜之助や、油まみれで車の修理に追われる鈴木オートの社長を
はじめ、夕日町三丁目に暮らす人々の周辺にまたいろいろ騒動が…。どんなに時
代が移り変わろうと、変わらない大切なものがきっとそこにはある…。

　君は帰るべきだ「自分で何も気づこうとしないで、見たいものしか見ないで、
ここにいたらそのままでいられるから気が楽だなんて、おかしいだろ。そんな
の」レンから向けられた意外な言葉に、太一は戸惑い－怒った。

913
カラクリ荘の異人たち
もしくは賽河原町奇談

霜島ケイ

11



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 静かな木 藤沢周平 1 当　　館

913 戦記小説集 五味川純平 4 当　　館

4

　藩の勘定方を退いてはや五年。孫左衛門もあと二年で還暦を迎える。城下の寺
に立つ欅の大木に心引かれた彼は、見上げるたびにあるべき老境の日々を思い描
いていた。ところが…。藤沢周平最晩年の境地を伝える三篇。

3

君が代は千代に八千代に 高橋源一郎

かんじき飛脚 山本一力

7

7

　「金沢から蜜丸を運べ。期限は十日」。お国の命運は、男たちの足に託され
た。飛脚たち、駆ける駆ける！

913 警官の血　（下）

警官の血　（上）

　つらかったら、みんなで狂えばいい。天保の大飢饉が終わっても、人々は貧困
にあえぐばかりだった。まさに現代にも似たその年に明るい欲望にあふれた狗神
憑きの大騒乱は起こった。

　第２９回小説推理新人賞受賞。愛美は事故で死んだのではありません。このク
ラスの生徒に殺されたのです。

913 告白 湊かなえ

　制服の誇り、傷ついた魂、囁かれる公安情報。息子に引き継がれたホイッスル
が鳴る時、父たちの記憶がよみがえる。

913

　恋人はヨウコ、ラテックス製…。新しい小説の扉を開く問題作十三篇。過激で
ファンキー、時に切ない二十一世紀的愛とセックスの物語。

913

佐々木譲

4

913 十津川警部　西伊豆変死事件

　戦後闇市にはじまり、全共闘、そして現代まで、警官三代の人生、昭和から平
成の時代の翳、人々の息づかいを描き切る。

　東京・西新宿のホテルで、中川真由美という女性が刺殺体で発見された。警視
庁十津川警部が捜査を始めると、彼女は５年前に西伊豆・堂ヶ島で溺死していた
という情報がもたらされる。奇妙な展開に捜査は難航するが…。

6

913

釧路市立点字図書館西村京太郎

佐々木譲

913 鬼神の狂乱 坂東眞砂子

　全滅した戦場に生き残って敗残兵となった瞬間から、私の長い「かえりなん、
いざ」が始まった。しかし、それは壮絶な戦いと試練の百十一日だった－満蒙の
曠野をさまよう兵士の悲憤と修羅を描く「戦記小説」六篇と「戦史断章」二篇を
収録。

7

12



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）

913
封殺鬼シリーズ１４
マヨイガ　（下）

霜島ケイ 3

913
封殺鬼シリーズ１３
マヨイガ　（中）

霜島ケイ 3

4霜島ケイ

913

　『人喰い』の予告が届いた。「見せ物としては最後の『人喰い』でこれからは
本来の目的に使う」との知らせであった。西洋魔術で言う錬金術が完成し、バケ
モノを兵士として使う目処がたったというのか？シリーズ完結編。

4封殺鬼　鵺子ドリ鳴イタ５ 霜島ケイ

　紅葉は鬼女なんかじゃない。鬼無里の鬼女は故郷を愛し、この地の災厄を祓う
ために甦る。そのことを知った佐穂子は、ついに地元の柵一族と手を結び、紅葉
を守ることを決意した。人々の思いが交錯する中、すべての対立を終わらせるた
めに、神島の協力を得て秋川が大胆にも中央に仕掛けた計略とは…！？怒涛のク
ライマックス！！

913
封殺鬼シリーズ１９
追儺幻抄

あさのあつこ 2913

霜島ケイ 3

　「争いたくなければ鬼無里から手を引け。二度と我々に干渉するな」和解を申
し入れた秋川に対しての、それが柵の返答だった。一方、鬼無里の鬼女を封じる
か否か未だ決断がつかないまま、佐穂子は炎と襲撃者の手から紅葉を救うべく結
界の社へと向かったが－？

霜島ケイ

　矯正施設でついに沙布との再会をはたした紫苑。だが非情にも、それは永遠の
別れを突きつけられるものだった…。爆発、炎上をはじめた矯正施設から脱出す
るために、紫苑とネズミは最期の戦いに挑む。

913
封殺鬼シリーズ１２
マヨイガ　（上）

3

　千年もの時を超え、現代を生きる鬼が大活躍！！

913

ＮＯ．６
（ナンバーシックス）♯８

4

　作家・内田康夫は、間宮という老人と出会った夜、「鞆の浦へ行きな」という
謎のメッセージを受け取る。だが、その老人は間宮の贋物であったことが判明す
る。後日、その老人に似た人物とＮ鉄鋼の重役が、鞆の浦でほぼ同時刻に死亡し
た！瀬戸内の景勝地が抱える“光”と“影”を前に、浅見がみせる名推理と
は！？

封殺鬼シリーズ１８
まほろばの守人

鞆の浦殺人事件 内田康夫

日本ライトハウス

913

13



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）

　文化放送の名物コーナーが本になってよみがえる！涙なしでは読めない、ほん
とうにあった話。

914
手のひらにおさまる７７の
ちょっとした幸せ

文化放送「大竹
まことゴールデン
ラジオ！」編

2

　自分の生まれ故郷ほど懐かしい場所はない－藤沢周平が愛してやまなかった庄
内・鶴岡に関する全エッセイを１冊にまとめたふるさと大全。

914 乳のごとき故郷 藤沢周平 4

椎名誠 4

4

914 続　大きな約束

　マゴの名は風太。アメリカに住む息子・岳に子どもが生まれ「じいじい」と
なったシーナは考える。家族が揃って食事をするありふれた風景は、実はほんの
うたかたのものなのだ－。シーナ家の物語、新章スタート。

914 大きな約束 椎名誠

　漢字の持つ形・意味・読み（音訓）の３要素に重点を置きながら漢字の魅力を
綴る。日本語を点字で読み書きするために不可欠な漢字の知識を満載。

914 漢字の散歩道 小林一弘 2 埼玉点訳研究会

東野圭吾 6夜明けの街で

3

　大学講師婦人が謎の焼死を遂げた。夫は葬儀中に愛人の韓国人留学生と失踪。
彼が妻を殺したのか！？十津川＆亀井、執念の追跡。関門海峡の荒波に翻弄され
る逃避行の結末は！？

4913

　幸福な家庭で起きた殺人事件。まもなく時効を迎える。僕はその容疑者と不倫
の恋に堕ちた－。この恋はどこまで続くのだろうか。

913

　じいじい、ヤクソクってなんだ？長くアメリカに住んでいた息子・岳とマゴの
風太と海ちゃんが、日本に帰ってくる…。話題を呼ぶシーナ家３代の物語、続
編。

913 門司・下関逃亡海峡 西村京太郎

まいなす 太田忠司　作

　飛魚中学に通う本好きの１４歳、那須舞は、ある日、不思議な伝説のある祠へ
行き、ケガをしていた男子学生を助けるはめになる。「未来を見た」という少年
の予言が、小さな町を震撼させ、悪意に満ちた事件を引き起こす。予言は本当な
のか？
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当　　館

（点字データ）

三浦朱門 当　　館

曽野綾子 （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）

ジェニファー・Ｌ・ホルム 日本ライトハウス

もりうちすみこ　訳 (点字データ）

ラウラ・Ｇ・ガルシア

松下直弘　訳

　１９５３年夏、アメリカ・ニュージャージー州の小さな町に、幼くして父親を
亡くしたペニーは、母親と祖父母と共に暮らしていた。父方の親戚は大家族で、
叔父さんや叔母さんはいつもペニーを気に掛けてくれているが、なぜか母は父方
の親戚たちと付き合おうとしないある日、大けがを負ったことをきっかけに、ペ
ニーは父の死の真相を知るが…。

　貧しい絨毯織りの詩によって、夢と名誉を奪われた王子ワリードは、憎しみに
かられ、その男に難題を命じる。「人類の歴史をすべて織り込んだ絨毯をつく
れ」という命令は、成し遂げられない命令のはずであった…。古代アラビアを舞
台に、スペイン人の著者が力強く描く、歴史ファンタジー。

4

漂白の王の伝説 4

933 ペニー・フロム・ヘブン

963

　間違った自分探し、電車の中での化粧、急増する自殺、格差社会、親族殺し
…。鈍感力の魂、日本人よ、目を覚ませ！「観察」を仕事とする写真家が贈る、
人間としての感覚を呼び覚まし、豊かな自分を再構築するための一冊。

914 夫婦口論 3

914 反・鈍感力 浅井慎平 3

　戦争、結婚、家庭、教育、信仰、老い、健康法…。作家二人が、仕事と人生、
日本と世界を縦横無尽に語りあった初の本格的夫婦対談。これは口論ではなく公
論だ！答えを見出しにくい時代の中で「幸せに生きる」ための知恵！

933
クロニクル千古の闇６
決戦のとき

日本ライトハウス

914 ペンギンと暮らす 3

　〈闇の夜〉に恐ろしいことが起きる。トラクは、最強の〈魂喰らい〉イオスト
ラと対決するため、決死の覚悟で幽霊山へと入っていく…。後を追うレンとウル
フは？イオストラの恐ろしい企みとは？すべての謎が解ける、壮大なスケールの
シリーズ完結篇。

　－　外国文学　－　

4

小川糸

  夫の帰りを待ちながら作る〆鯵。風邪で寝込んだときに、友人が届けてくれた
菜の花ご飯。元気を出したい人のために、身体と心がポカポカになるポタージュ
…。大切なお客様のためならば、八百屋を６軒はしごすることも厭わない。そん
な著者の美味しくて愛おしい、もてなしの毎日。
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J489 わたしは海獣のお医者さん 勝俣悦子 1 日本ライトハウス

Ａ・Ｍ・スミス　作

もりうちすみこ　訳

Ａ・Ｍ・スミス　作

もりうちすみこ　訳

Ａ・Ｍ・スミス　作

もりうちすみこ　訳

リッケ・ランゲベック　作

木村由利子　訳

　「レイモンさん」の手はふっくらとして、とても大きくてやわらかいのです。
その手から作り出されるハムやソーセージを口にした瞬間、豚肉のうまみや脂の
濃厚さが舌や胃袋に語りかけてくるのです。大正時代、国際結婚した妻と手づく
りハムの店を始めたレイモンさん。戦争に向かう嵐の中で、妻と日本への愛を貫
いた波乱の人生を描く。

J289

日本ライトハウス

　アキンボのお父さんはアフリカの動物保護区パトロール隊の一員です。アキン
ボは、お父さんの仕事について行き、サバンナにいるゾウたちを眺めるのが大好
き。ある日、密猟者に殺された母ゾウとそばに残された赤ちゃんゾウを見て、強
い怒りがこみ上げてきた。密猟をやめさせるには、考え抜いた結果アキンボは…

日本ライトハウス

2 日本ライトハウス

アキンボとクロコダイル 1

J908 アキンボとアフリカゾウ 1

Ｊ．児童文学

川嶋康男

　海獣とは、イルカやシャチなど海に住む哺乳類のこと。鴨川シーワールドとい
う水族館で、獣医として長年、海獣たちに接してきた著者が、海獣を飼育する喜
びや苦労などを詳しく紹介。

大きな手大きな愛
「胃袋の宣教師」
函館カール・レイモン物語

　クロコダイルの孵化の調査をする動物学者ジョンと知り合い、調査チームに
入ったアキンボ。ある日の調査で、ジョンがクロコダイルに襲われて大けがを
負ってしまう。なんとかしてジョンを助けようとしたアキンボは…。

J908 日本ライトハウス

　夏休み、乗馬ツアーに参加するためアメリカにやってきたヤーコブ。しかし、
突然のアクシデントのため、一人広野に放り出され…。広野に取り残された少年
と、厳しい自然を生きるオオカミとの奇跡的な友情を描いた物語。

J908 3

　たくさんの水を蓄え、植物が育つのを助ける竹炭。いま話題になっている地球
温暖化の対策に、竹炭はどんな力を発揮するのでしょうか？砂漠の緑化なども視
野に、竹炭を通じて環境問題を考えてみましょう。

竹炭のふしぎな力
温暖化対策の可能性をさぐる

2 日本ライトハウスJ658 中根周歩

J908 アキンボとライオン 1 日本ライトハウス

　動物保護区のパトロール隊長になったアキンボのお父さんは、家畜を襲うライ
オンを生け捕りにしようとしたけど、逃げられてしまう。が、ライオンの赤ちゃ
んが置き去りにされていて、その赤ちゃんライオンをアキンボが育てることに
なって…。

こはく色の目
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マイケル・モーパーゴ　作 日本ライトハウス

永瀬比奈　訳 (点字データ）

J908 世界のむかしばなし 瀬田貞二　訳 1 日本ライトハウス

　

J908 点子ちゃん 野田道子 1 毎日新聞社

J908 日本のむかしばなし 瀬田貞二　 1 日本ライトハウス

　

アンドリュー・ノルス 日本ライトハウス

原田勝　訳 (点字データ）

　江南を襲った大嵐は、人々の暮らしに大打撃を与えた。密かな企みを胸に江南
へやって来た巨山のイェラ王女は、イウォル王子やクワン王子とある駆け引きを
する。一方、ソニンはクワン王子の忠実な家臣の存在に、言いようのない胸騒ぎ
を覚えていた…。

日本ライトハウス

J908 日本ライトハウス菅野雪虫　作 4
天山の巫女ソニン４
夢の白鷺

J908 シャングリラをあとにして 3

　数多い日本の民話の中から、「花さかじじい」「えすがたあねさん」「まめこ
じぞう」など１３編。素朴な言葉を紡いで編まれた民話集。

　落ちこぼれの巫女と言い渡され、里に下りたソニンは、三つの国を知りそこに
生きる人々と交わり、一人の人間として豊かな人生を歩む道を見出してゆく。次
世代を担う若き三人の王子、王女、そしてソニンの運命は…。ソニンの物語、完
結最終巻。

J908 秘密のマシン・アクイラ 2

　万年劣等生こんび、ジェフとトムがピーク国立公園の石切り場跡で見つけた不
思議な乗り物。謎のマシン「アクイラ」を発見したトムとジェフの、ハチャメ
チャな大冒険。

斉藤洋　文J908 西遊記　８　　怪の巻 2

　小学４年生の少年のクラスに、可愛い全盲の女の子が転校してきた。いつも点
字の本を読んでいる「点子ちゃん」をめぐり、クラスは大騒ぎに。ほんとうの優
しさ、勇気とは何かを描いたものがたり。

J908
天山の巫女ソニン５
大地の翼

4菅野雪虫　作

日本ライトハウス

　天竺への旅の途中に立ち寄った屋敷では法事が営まれていた。三蔵法師一行が
聞いたところ、この法事は、これから死ぬ者のための追善供養なのだという。年
に一度、祭礼の度に子どもの生贄を要求してくる霊感大王とはいったい何者なの
か？

　ある日、セシーの前に突然おじいちゃんが現われた。一緒に暮らすようになっ
てすぐ、おじいちゃんは病気になり、昔の記憶をなくしてしまう。おじいちゃん
がうわ言のように言った「シャングリラには行きたくない」とはどういう意味な
のか？

　各国の様々な昔話の中から、短くてゆかいなお話を選んだ世界民話集。「くぎ
スープ」「おばあさんとぶた」「五本のゆびさん」「ねこの大王」など１４編。
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Ａ・トルストイ　再話

内田莉莎子　訳 当　　館

佐藤忠良　画

Ｅ おつきさまこんばんは 林明子　作 1 当　　館

マーシャ・ブラウン　絵

せたていじ　訳

エウゲーニ・Ｍ・ラチョフ　絵

うちだりさこ　訳

市川紀子　編

　幼い時から、美しく豊かな日本の言葉に親しんで欲しいと願って編まれた詩の
アンソロジーの一冊目。子供たちが始めて出会うのにぴったりで、元気な、春・
夏の詩を中心に選ばれている。神沢利子、岸田衿子、工藤直子、坂田寛夫、谷川
俊太郎、まど・みちお、与田準一の作品、４６編。

J911
みみずのたいそう
詩はともだち

市川紀子　編 1 日本ライトハウス

2岡田淳　作

　ぼくは図工の先生をしている。ある日、放課後に資料づくりをしていると、シ
ジミチョウに話しかけられて…。放課後の図工室を訪れるふしぎなお客たちに頼
まれて、図工の先生が語って聞かせる、奇妙な六つのお話。

Ｅ
おおきなかぶ
ロシアの昔話

1

　３歳～。うんとこしょ、どっこいしょ。大きなかぶを、みんなで力を合わせて
引っ張ります。

　幼い子供たちに向けて編まれたアンソロジー詩集の二冊目。雨の降る様子を遊
び心いっぱいに表現した表題作や、擬音語、擬態語の響きを楽しむ「きまりこと
ば」など、４６編。

ぱぴぷぺぽっつん
詩はともだち

1 日本ライトハウスJ911

日本ライトハウスJ908
フングリコングリ
図工室のおはなし会

　０歳～。空に浮かぶ不思議ないきもののよう。雲さん、お月さま隠さないで。

Ｅ
三びきのやぎのがらがらどん
ノルウェーの昔話

1 当　　館

　４歳～。３匹のやぎと、谷川でまちうけるトロルの物語。声に出して読むと楽
しさいっぱいです。

Ｅ
じゃあじゃあびりびり
まついのりこあかちゃんの
ほん

まついのりこ　作・絵 1 当　　館

　０歳～。明快な絵とリズミカルなことばであかちゃんの想像性を育む、音から
物を認識する絵本。

Ｅ
てぶくろ
ウクライナの民話

1 当　　館

　３歳～。落し物の手袋にネズミが住みつきました。そこへ、動物たちが次々に
入りこんで…。

18



ジーン・ジオン　文

マーガレット・ブロイ・クレアム　絵 当　　館

わたなべしげお　訳

Ｅ ねないこだれだ せなけいこ　作・絵 1 当　　館

レオ・バスカーリア　作

みらいなな　訳 当　　館

島田光雄　画

エリック・カール　作

もりひさし　訳

Ｅ １００万回生きたねこ 佐野洋子　作・絵 1 当　　館

Ｅ
葉っぱのフレディ
いのちの旅

1

Ｅ どろんこハリー 1

　４歳～。食いしん坊のあおむしは毎日いろんなものをもりもり食べます。穴あ
きのしかけが楽しい絵本。

　４歳～。１００万回死んで、１回も泣かなかったトラネコが、はじめて他者を
愛したとき…。

　４歳～。春に生まれて冬に散っていく葉っぱの姿を通して、いのちや生きるこ
との意味を考えます。

Ｅ はらぺこあおむし 1 当　　館

　４歳～。黒ぶちの白い犬ハリーはおふろが大嫌い。どろんこ遊びで、あらら、
白ぶちの黒い犬に。

　０歳～。ほらほら「よなかはおばけのじかん」。ねないこはつれていかれちゃ
うよ。
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形　態 タ　イ　ト　ル　（内　容） 発　行　所

月　刊 コメディカルの友（鍼灸按摩マッサージ指圧師対象記事。） 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［点字版／Ｅメール］：月刊
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