
◆◆◆◆◆  凡 例  ◆◆◆◆◆ 

１．この点字図書目録は、平成２３年４月から、平成２４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）

安倍晴明　 当　　館

陰陽師たちの平安時代 （点字データ）

当　　館

（点字データ）

日本点字図書館

釧路市点字図書館

日本点字図書館堂目卓生 4

3

148 4

超訳　ニーチェの言葉 3

　鋭い洞察力、胸に響く警句、そして高みを目指す意志の力。あなたの知らな
かった力強く明るいニーチェがここにある。孤高の哲人の教え。大ベストセ
ラー。

フリードリヒ・
ヴィルヘルム・
ニーチェ
白取春彦　訳

134

　平安時代を代表する陰陽師として、いま注目を浴びる安倍晴明。彼はなぜ陰陽
師となったのか。昨今の「超人」のイメージではなく、出世・栄達に腐心する中
級貴族としての、等身大の実像に迫り、安倍晴明の最大の謎に挑む。

　「生まれた日」には、あなたの才能、長所、適職、恋愛、結婚、金運、陥りや
すいクセなどがすべて刻まれています。これらの情報がわかれば、人生がうまく
いかなくて悩んだり苦しんだりすることもグッと少なくなるはずです。「生まれ
た日」は、あなたを望み通りの人生へと導く運命のメッセージ。

148
「生まれた日」占い
誕生日の数字に運命を知る
“カギ”がある！

はづき虹映

繁田信一

　地下鉄サリン事件などで死刑判決を受けたオウム真理教の教祖に狂気が宿った
原因とは何だったのか。幼少期に遡る徹底取材で闇を描く。

解説著作権法施行令の一部を
改正する政令等について

文化庁長官官房
著作権課

1021

麻原彰晃の誕生 高山文彦 3169

一般図書

　２０１０年１月の「著作権法の一部を改正する法律」の施行に併せて、「著作
権法施行令の一部を改正する政令」「著作権法施行規則の一部を改正する省令」
等が施行された。その改正の概要、各改正事項を詳細に解説。視覚障害者等のた
めの複製等が認められるもの（著作権法施行令第２条関係）についても解説す
る。

150
アダム・スミス　『道徳感情
論』と『国富論』の世界

　経済成長とは何か。人間の真の幸福はどこにあるか。経済の祖、アダム・スミ
スの「道徳感情論」に示された人間観と社会観を通して「国富論」を読み直し、
社会の秩序と繁栄に関するひとつの思想体系として彼の議論を再構築する。第３
０回サントリー学芸賞〈政治・経済部門〉受賞。

1



２．歴史・地理

熊谷市立図書館 当　　館

美術・郷土係　編 （点字データ）

刑場に消ゆ　 当　　館

点訳死刑囚　二宮邦彦の罪と罰 （点字データ）

東京魔法陣　 当　　館

首都に息づくハイテク風水の正体 （点字データ）

奈良県視覚障害者

福祉協会

３．社会科学

当　　館

（点字データ）

さよなら紛争　

武装解除人が見た世界の現実

291
奈良・大和路観光
ガイドブック

奈良県 2

　表題のほか、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金
の支給に関する法律」を収録。

320
国籍法 こども・若者育成支援
推進法　臓器移植に関する法
律　 肝炎対策基本法　他

1 日本点字図書館

289 矢貫隆 5

　表題のほか、「長期優良住宅の普及促進に関する法律」「中小企業者等に対す
る金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」を収録。

伊勢崎賢治 2

　日米ともに政権交代が実現し、金融危機後の新しい世界の在り方が模索されて
いる。頼れる“お父さん”池上彰が、日本はもちろん、世界におけるさまざまな
問題点を取り上げ、来るべき新しい時代の世界の潮流を読み解く。

日本ライトハウス319

　史跡、旧跡、文化、歴史の中に各地区の出来事を組み込み、年代を追って新し
い熊谷を知ることができる。

　こうしている今も世界のどこかで紛争が起きている。アフリカ等の貧困国で武
装解除を指揮してきた著者が、知られざる紛争の現状を伝える。日本人が平和の
ためにできるユニークな方法も提案。

公共サービス基本法　公文書
等の管理に関する法律　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

　首都存亡の未来を予告する衝撃の書！初めて明かされる都市の破壊ポイントと
危険ゾーン。東京は、いままでの東京のままでは、もういられない。

　あと十時間ほどで地上から消えますが、心はふだんと全く変わりません。十三
年間に千五百冊もの点訳書を仕上げた死刑囚二宮邦彦。極刑を申し渡された人間
の孤独な心に迫る渾身のノンフィクション。

291

213 私たちの郷土　新編　熊谷の歴史 3

3加門七海

319 2

（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

知らないと恥をかく世界の大問題 池上彰

2



犯罪被害者白書　（概要編）

平成２２年版

当　　館

（点字データ）

　「子ども・子育てビジョン」の策定の背景や意義、概要について説明するとと
もに、出生率等の現状やこれまでの取組、仕事と生活の調和の推進について解
説。平成２１年度に講じた子ども・子育て支援策の概況をまとめる。

334
子ども・子育て白書
(概要版）　平成２２年版

内閣府政策統括官　編 2 日本点字図書館

　労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働者の地位向上を図る
ことを目的とした法律。

320

　労働条件の最低基準を定めた「労働基準法」と、労働関係の公正な調整を図
り、労働争議の予防または解決を目的とした「労働関係調整法」を収録。

320 労働基準法　労働関係調整法

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

1

日本点字図書館内閣府政策統括官　編

327 3大河原眞美
みんなが知らない
“裁判ギョーカイ”ウラ話

1
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

320 地方自治法
（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

日本点字図書館

9

（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
（使用原本）
総務省法令データ
提供システム　他

320 国家行政組織法　行政手続法

日本点字図書館

　内閣の職権、組織、行政事務管理の分担等を定めた「内閣法」と、行政により
国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とし
た「行政事件訴訟法」を収録。

　第１章では、「地域における犯罪被害者支援」を特集し、第２章では、平成１
７年１２月に閣議決定された犯罪被害者等基本計画に基づき、各府省庁がこれま
でに講じた犯罪被害者等施策を総括し、今後の課題について述べる。

1326

内閣法　行政事件訴訟法

　…やっぱりあります「ホンネ」と「タテマエ」。もしも裁判官が「懲役２０
年」を「２年」と言い間違えちゃったら…どうなるの！？裁判ギョーカイがまる
わかり！

　国の行政機関の組織を定めた「国家行政組織法」と、処分、行政指導及び届出
に関する手続並びに命令等を定める手続について定めた「行政手続法」を収録。

　地方公共団体の区分、組織、運営の大綱を定めるとともに、国と地方公共団体
との基本的関係を規定した法律。

3



新版 老後はお金で買えますか？

１４の実例全てが教訓

361 １分で大切なことを伝える技術 斉藤孝 2

366
視覚障害者の職場定着推進マ
ニュアル ともに働く職場をめ
ざして

ちょっとした心づかいが上手
い親下手な親　親子関係を丸
くする ９つの処方箋

368
自殺対策白書（概要版）
平成２２年版

高齢・障害者
雇用支援機構

3

釧路市点字図書館

日本点字図書館

4367
平安朝の母と子
貴族と庶民の家族生活史

　視覚障害者の雇用促進、職場定着を目的として、雇用事例、職場における配慮
事項、支援機器、支援制度等を解説。最新の情報を踏まえた１９９９年３月初版
の改訂版。

斎藤茂太 3

　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２１年度
に政府が講じた施策の概要をまとめる。

釧路市点字図書館早川裕子

2内閣府政策統括官　編

服藤早苗 千葉点字図書館

4

　１分で過不足なく、しかも相手の心に残るように伝える方法を伝授。さらに
「謝る」「教える」「質問する」「相談する」「支持する」「初対面」「叱る」
などの技術を開陳。長い話という「環境問題」を解決する。

367

　今日、子育てノイローゼによる子どもの悲劇、夫婦のひずみによる母子癒着、
そのための家庭内暴力などの子どもの病理等々、子育てによる様々な問題が生じ
ている。親子関係、子育て、子どもの生活は歴史的に変化してくるが、本書では
「家」の成立途上にある、また女性の男性への従属・子どもの父権への従属が開
始される、社会の一大転機であった王朝時代の貴族と庶民の家族生活史に、これ
ら今日的問題の具体的あり方を探る。

釧路市点字図書館

　「家族の崩壊」が問われる今、誰も、我が家の中から孤立しない、孤立させな
いためには何が必要なのか。自らの親子関係や精神科医としての経験から、笑顔
のある家庭を守るための具体的な「処方箋」を、やさしく語った一冊。

367

日本点字図書館

　平成２１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。

日本点字図書館

　「持ち腐れの２０億円」「田園生活の誤算」「回り持ち介護を支えたもの」な
ど、お金の遣い方ひとつで老後の明暗を分けた実例を掲載。身近な問題でありな
がら、なかなか表に出てこない重要なお金の問題から老後を考える。

厚生労働省大臣
官房統計情報部
社会統計課　編

1
福祉行政報告例結果の概況
平成２１年度

369

4



後藤芳一

星川安之

読売新聞

生活情報部　編

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）
3

　近代都市に巨大地震が発生すると、超高層住民の難民化をはじめ、想像を絶す
る事態がやってくる。来るべき大地震の様相を展望し、併せて「生き残りのノウ
ハウ」を詳述。

369
みんなで知っ得[助かる] [助
ける]　　視覚障害者のための
防災マニュアル

牧童舎　編 2
山口県盲人福祉
協会点字図書館

369 高層難民

369
深めよう、レクリエーション
障害者の「生きる喜び」活動
支援事例集

369

　共用品とは、身体的な特性や障害にかかわりなく、より多くの人々が共に利用
しやすい製品・施設・サービスのこと。共用品のこれまでの取り組みの歴史と、
進化を続ける日本の共用品の思想を解説する。

日本点字図書館

日本点字図書館

369
生き延びるための非常食
[最強]ガイド

エクスナレッジ
編集部　編

共用品という思想
デザインの標準化を目差して

日本点字図書館

4

3

369

1369
高齢社会白書（概要版）
平成２２年版

　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２１年度に政府が
講じた高齢社会対策の実施状況及び平成２２年度において講じようとする対策の
概要をまとめる。

　障害者のレクリエーション活動支援を行っている講師達がまとめた、レクリ
エーション実戦実例集。レクリエーションの価値や考え方、実践事例などのほ
か、レクリエーション関係機関や参考図書も紹介。六つ星の会の紹介や、ダイア
ログ・イン・ザ・ダークの体験記も収録。

全国身体障害者
総合福祉センター
編

2

渡辺実

 国の避難支援ガイドラインや、各都道府県の障害者のための防災マニュアル、
市町村など自治体の取り組みなどを参考に編集。また、視覚障害者取材・インタ
ビューして、生の声やニーズをすくい上げることにより、視覚障害者・健常者の
双方に実際に役立つマニュアルづくりに留意。

わたしの介護ノート　1 釧路市点字図書館

　非常食の効率的・効果的なとり方、備蓄の工夫をまるごと解説。必ず役立つ！
非常食リストつき。

2

内閣府政策統括官　編

　高齢化社会のいま、介護の問題は誰もが直面する可能性がある。本書において
は、介護する妻・夫・娘等が率直な思いを吐露し、家族の交流、様々な工夫・ア
イデアを語っている。介護に関わるあらゆる人々の必読書。

5



　２００９年国立民族学博物館において開催された国際シンポジウム「点字力の
可能性　２１世紀の新たなルイ・ブライユ像を求めて」の成果報告書。「したた
かな創造力」と「しなやかな発想力」を“点字力”と名づけ、“点字力”の今日
的価値を明らかにするとともに、点字を創り、使い、伝えてきた視覚障害者の存
在を「文化」の観点から分析する。

日本点字図書館

10

6 日本点字図書館

万人のための点字力入門
さわる文字から、さわる文化
へ

広瀬浩二郎

378
特別支援学校学習指導要領
解説　総則等編（幼稚部・
小学部・中学部）

文部科学省

日本点字図書館

4

　平成２１年３月に告示された、特別支援学校の幼稚部の教育要領、小学部・中
学部の学習指導要領、高等部の学習指導要領を収録。

378

小・中・高等学校に在籍する
弱視等児童生徒に係る調査の
結果について　教科用拡大図
書の標準的な規格の査定等

文部科学省初等
中等教育局　編

1 日本点字図書館

日本点字図書館

378

　小・中・高等学校、特別支援学校等に在籍する弱視等児童生徒についての使用
が望ましい教科書の種別等の調査結果と、拡大教科書の標準仕様、製作上の配慮
事項などを示した標準規格を収録。

7

　混迷状態にある現在の自閉症研究と療育・教育に対する明確な方向性と望まし
い実践のあり方を、Ｎ方式自閉傾向測定尺度や、自閉症児をもつ親のストレス研
究などの成果を用いて、心理学理論を根拠に具体例に示す。

378
障がいがあるといわれたら
育ちへの支援

飯野順子
南村洋子
高橋淳子

3

点Ｖ連

　平成２1年３月に改正された教育基本法や学校教育法等の規定に伴い改定され
た、学校教育法施行規則の関係規定及び特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・
中学部学習指導要領の総則等について、その改善の趣旨や内容を解説する。

　子どもたちに深く広く関わる３人の専門家が、実践、教育学、医学の立場か
ら、子どもや親、教師などが明るくなる育ちへの支援を指南する。

中塚善次郎　編

378

　自閉症研究の第一人者である著者が、自らの経験を基に、自閉症療育にかか
わった心理療法の実践研究を紹介。「自閉症の人を人間として遇する世の中にす
るためには、何をどうしたらよいか」という問題を考察する。

378

文部科学省　編

特別支援学校幼稚部教育要領
小学部・中学部学習指導要領
高等部学習指導要領
平成２１年３月　告示

石井哲夫

378
自閉症の本質を問う
自閉症児への最適な個別支援
を　求めて

自閉症児の心を育てる
第２版　その理解と療育

点Ｖ連4
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４．自然科学・医学

加藤皓一

藤瀬裕

当　　館

（点字データ）

阪本要一

東めぐみ

高橋一征

三宅貴夫

堀内園子

内田勝也

衛藤理砂

岡村志津英

宮城和子

生まれてきてくれてありがとう　

発達障害児施設の現場から

当　　館

（点字データ）

ハイジ

2

主婦の友社　編

　たとえどんなに思い障害の子どもでも、心より信じて、全力で関わってゆけば
必ず成長する。生まれつき身体や精神に障害を持っている子どもたちの専門病院
の医師である著者が、自らの医療実践の一端を紹介する。

2498 永久保存版　アロエ健康法

493

医師、看護士、患者・家族に
よる　認知症の本

　１００万人を超える患者がいるといわれるうつ病。本人だけでなく、家族、友
人、会社の同僚や上司などが、どのようにうつ病に向き合ったらいいのかを具体
的に紹介。病院の選び方、日常生活の過ごし方、一人暮らしの場合はどうするの
か、治療費や生活費のこと、薬のことなど、それぞれの体験をふまえてわかりや
すく解説。

2

日本ライトハウス

　２５０万人を超えるといわれている糖尿病患者。最初のうちは身体に何の異常
も起きなくて、糖尿病であると気づかないことが多いといいます。最新の治療
法、食事療法、運動療法、医療制度などとともに、日々の暮らしで知っておいた
ほうがよいことを詳しく紹介します。

日本ライトハウス

　２００万人を超えるといわれている認知症の人。最初におかしいと思った時、
認知症と診断された時、家族は本人とどのように向き合えばいいのか。その後の
経過とともに、最新の治療法、介護、看護の方法、家族の気持ちの持ち方、介護
保険の利用法、各ケア施設の特徴などを紹介。関連情報やサポート情報のほか、
ひとり暮らしの人へのアドバイスも収録している。

493

　ハイジは、五感を駆使し、意識を集中させ、動物の気持ちだけでなく、痛みや
匂い、記憶までも掬い取れる米国人女性。なぜ動物の気持ちが読めるのか？いつ
から動物と話せるようになったか？その信じ難い能力の不思議に迫る。

493

2

481

日本ライトハウス

名古屋ライトハウス

医師、看護士、患者・家族に
よる　うつ病の本

　薬効をはじめ、民間薬として伝えられてきたアロエを、健康のために美味し
く、賢く取り入れてもらうための活用術を多数紹介しています。

493

動物と話せる女性ハイジ

化学の世界 1

2

  視覚障害者のために化学全般を解説。

新潟点字図書館

医師、看護士、患者・家族に
よる　糖尿病の本

430

3許斐博史

7



当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

５．技術・工学・生活科学

倉本聰 日本点字図書館

林原博光 （点字データ）

498

　ぼんやり頭をスッキリ晴らす！ 仕事ができる脳、若々しい脳を取り戻す生活
改善マニュアル。

498

食育白書（概要版）
平成２２年版

内閣府生活統括官　編 1 日本点字図書館

脳が冴える１５の習慣
記憶・集中・思考力を高める

日本ライトハウス

　お金なしには成り立たない毎日の暮らし。でも、これから世の中に出ようとし
ている若者たちは驚くほどお金のことを知りません。「まともな暮らし」をする
にはいくらお金が必要なのか。税金や社会保障のお金って何なのか…。社会に出
ることに不安を覚えている全ての若者に、“仕事”“お金”“暮らし”のことを
わかりやすく解説した一冊。

596 季節の料理レシピ集 1 すこやか食生活協会

　視覚障害者の方が料理を作る際の手引書として、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。

　家電製品を「快適・安全」に使用するために、「安全上の注意」、「購入時の
選び方」、「省エネ・リサイクル」等の紹介、また、身近な製品・新しい製品に
ついて、選び方、設置の仕方、上手な使い方、お手入れのポイントをまとめ、わ
かりやすく掲載。

591
１６才のための暮らしワーク
ブック　生きていくのにかか
るお金は月いくら？

工藤啓 2

小林弘幸

愚者の質問
富良野自然塾・倉本聰対談集

4

消費者関連委員会　編

築山節

　２０１１年３月に策定された「第２次食育推進基本計画」の概要等を紹介する
とともに、平成２２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。

498

519

3

　ゆっくり生きると、病気は逃げる。自律神経のコントロールが体の免疫力を最
大限に引き出すことを、医学的に解き明かした画期的な書。

3

3 日本点字図書館

すこやか食生活協会

　環境保全への警告を発し続ける脚本家・倉本聰が、防災、脳科学、気象、生物
など、各分野の専門家８人との対話を通して、環境問題の本質に迫る。

545
暮らしと家電製品
快適で安全な使用のために

なぜ、「これ」は健康にいい
のか？

8



６．産業

日本点字図書館

（点字データ）

日本点字図書館

（点字データ）

ＮＨＫ趣味の園芸 当　　館

作業１２ヶ月　２４　　オモト （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）

　陸上、海上及び航空の分野ごとに、平成２１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２２年度の交通安全施策の計画の概要をまとめたもの。

池上彰

2807
ととのいました！　おやこで
「脳活」！　なぞかけドリル

Ｗ・コロン

681
交通安全白書　（概要版）
平成２２年版

内閣府政策統括官　編 2 日本点字図書館

宇根豊 4

　稲だけでなく５７００種にも及ぶ生き物も育てている田んぼは、人間だけの場
所ではない。環境稲作を提唱してきた著者が、「農」が持つ本来の価値を紹介す
る。

610
農は過去と未来をつなぐ
田んぼから考えたこと

627 榊原八朗 2

　野菜を食べることは、その野菜がもつ物語を食べることだ。キャベツやナスと
いった野菜の起源や歴史、料理の作り方、実際に栽培した体験等を紹介する。

626 玉村豊男 4世界の野菜を旅する

3

 芸人・Ｗコロンが贈る、なぞかけ制作のためのドリル。少しずつレベルアップ
していくので、家族で楽しめます。

809 〈わかりやすさ〉の勉強法

　こうすれば伝わる！テレビで培った池上流トレーニング。本書のタイトルの
「勉強法」は「机に向かっての勉強」ではなく、「毎日の仕事や生活の中ででき
る勉強」という意味。インプットからアウトプットまで、シンプルで誰でも応用
できることばかりです。それらのノウハウを惜しみなく、具体的にやさしく語り
ます。

　もうドギマギせずに楽しく話せる！どんな人でもノッてくる。人の輪にすんな
り入れる。場がなごんで盛り上がる。仕事先、職場、会合、パーティなどですぐ
使える。こんなふうに話そう！フレーズ満載。

809
誰とでも１５分以上会話がと
ぎれない！　話し方６６の
ルール

野口敏 2

８．言語

9



立花明彦

松谷詩子

９．文学　　－　日本文学　－

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

5913

11

医学のたまご

村上春樹

佐々木幹郎

　生涯でたった２冊の詩集しか残さなかった中原中也。彼の詩の多くが「悲し
み」に彩られている。詩人である著者が、中也の詩の魅力とその生成の秘密に鋭
く迫る。

　中学生のボクが医学部で研究をすることになっちゃった！？医学の世界に登場
した小さなスーパースター!?分厚い医学書が１０冊の宿題！？ご冗談を。英語の
論文なんてムリムリ！読めないって。

日本点字図書館2

913
１Ｑ８４　ＢＯＯＫ３
〈１０月～１２月〉

911 中原中也　悲しみからはじまる

　「菜の花の色であるべし風邪の神」「月の香の蚊帳の別れのおしまるる」「夜
の更けて湯船に葛の散華かな」　命への切実な祈り。２００２年から２０１０年
までの３７７句を収めた句集。

911 句集　星涼 1

　ビーフシチュー、すき焼き、鰻丼－夏目漱石、谷崎潤一郎、三島由紀夫ら文と
食の達人が愛した、二十四の「名店」。今も食べられる「文士御用達」の三ツ星
食堂案内。

910

　オーロラが現われるノルウェーのトロムソで綴った表題作のほか、臨死体験を
実感溢れるルポ風に描いた作品などを収録した、全７編の長編詩集。

日本点字図書館

文士の舌 嵐山光三郎

　このテキストは、あいうえおからは始まりません！まず６つある点の一つを触
ることから始まるのです。付属のＣＤを聞きながら読み進めていけるようになっ
ていますし、墨字も併記されているので、そばに晴眼者がいれば、どんな点を読
んでいるのか確認してもらうこともできます。この機会にぜひ点字をはじめてみ
てください。

810 中途視覚障害者のための点字入門 1

海堂尊

3

1

大木あまり

　更に深く、森の奥へ。そこは世界にただひとつの完結した場所だった。どこま
でも孤立しながら、孤独に染まることのない場所だった。

日本点字図書館

京都ライトハウス911
詩集　二度とない人生だから
（抜粋編）

日本点字図書館トロムソコラージュ 1

坂村真民

谷川俊太郎911

10



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）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）
8

913

　竹林英太は中学教師。真面目な性格でなにごとにも一生懸命、自分ではお人よ
しだと思っている。そんな彼が恋をした。離婚してから初めての本気の恋だ。し
かし、スナックのホステス・桃華との恋路には、粗暴な常連客が立ち塞がってい
た。彼女を、そして二人の未来を守るために、竹林は行動に出る……それが、
延々と続く地獄絵図の始まりだった。

　フィギュアスケートの元選手でコーチの父を持ち、幼い頃からずっとフィギュ
アスケートを続けてきた輪。普通の人よりはずっとうまく滑れるけれど、本当に
フィギュアスケートが好きなのか、最近わからなくなってきた。やめたいと思う
こともあるけれど、やめたら自分には何も残らない気もして…。

913

3

君が悪い 新堂冬樹 3

913 歌枕殺人事件 内田康夫

　神の手を持つ医者はいなくても、この病院では奇蹟が起きる。夏目漱石を敬愛
し、ハルさんを愛する青年は、信州にある「２４時間、３６５日対応」の病院
で、今日も勤務中！

　浅見家では正月にカルタ会が催される。その席で浅見光彦はカルタ会の女王朝
倉理絵に辛勝した。勝敗を分けたのは理恵が執着した一枚の札。理由は彼女の父
親が三年前に松の木の下で殺されたからだった。しかも事件は未解決のままで、
父の手帳に書き込まれた「白浪、松山越ゆ」が唯一の手がかりだという。真相を
追って浅見は宮城へ赴くが…。

9

風野潮

５年３組リョウタ組

孤舟 5

埼玉点字研究会

前巷説百物語 京極夏彦

　たとえば、朝のつめたい空気をさいて走る自転車。少しだけお洒落なスーツ。
湯気のあがる味噌汁。屋上から見下ろす海。そしてもちろん、子供たちの笑顔
－。青春文学の第一人者が挑む、２００８年版『坊ちゃん』各メディアで話題沸
騰！！教師だって、男子なのだ。

日赤北海道

　寝肥、二口女、かみなり、山地乳－。小股潜りの又市が、初めて見せる御行
姿。明治へ続く巷説が、ここから始まる百物語。

913

913 神様のカルテ 夏川草介 3

913

4

913

石田衣良

クリスタルエッジ

　定年退職して始まる本当の孤独！バラ色の第２の人生のはずが、待っていたの
は、夫婦関係の危機。人生最大の転機をいかに乗り切るか！？

渡辺淳一

11



さよならの似合う街　

釧路ものがたり

指揮官たちの特攻 当　　館

幸福は花びらの如く （点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

（点字データ）

封殺鬼シリーズ　２０　 当　　館

陰月の冠者 （点字データ）

封殺鬼シリーズ　２１ 当　　館

昏き神々の宴 （点字データ）

3

　凶星の出現で危機が刻々と迫るなか、暗躍する天狗はついに「本家」の主家た
る神島への攻撃を開始。千年もの長い年月、神島本家の使役鬼であった弓生と聖
は迎え討とうとするが…。大人気の伝奇シリーズ、新章突入！！

霜島ケイ

　まつろわぬものたちの怨念こもる茨城の地で、二人の鬼を待ち受けていた運命
とは……？

　未知は北海道の木だ。強風に吹かれようと、大雪に埋まろうとも、大地に深く
根をはり、厳しい寒さを耐えぬく。そして春には一番に芽吹き、夏には木かげを
作り、秋にはたわわな実でおおわれる。そしてその実を結ぶためならなりふり構
わぬ強さもある。ここへ来るまで俺はそんな木を見たことはなかった……。北海
道に生きる男女の出会いと別れ、挫折や希望を描いた心温まる恋愛小説。

2913 日本ライトハウス

釧路市点字図書館913 野道花 1

名木田恵子

913 霜島ケイ

3

トラム、光をまき散らしながら

澤田ふじ子 5

　美しき母に棄てられた絵師の無念。衝撃の結末が待つ表題作他、京の香りがゆ
たかにただよう全６編。

913 3

913

　マリアンナエリ。それが私の名前。母親のタエコは、シングルマザーとして二
十歳の時にわたしを生んだ。夜、タエコが仕事に出かけたあと、一人でいるのが
寂しくて、私は毎晩のように路面を走る光の箱（都電）に乗って小さな夜の旅に
出かける…。私の名前の漢字の形や、メールの顔文字の点図入り。

913

使命と魂のリミット 東野圭吾913

雪山冥府図
土御門家・陰陽事件簿

　心臓外科医を目指す夕紀は、誰にも言えないある目的を胸に秘めていた。その
目的を果たすべき日に、手術室を前代未聞の危機が襲う。心の限界に挑む医学サ
スペンス。

8

城山三郎

　神風特別攻撃隊第一号に選ばれ、レイテ沖に散った関行男大尉。敗戦を知らさ
れないまま、玉音放送後に「最後」の特攻隊員として沖縄へ飛び立った中津留達
雄大尉。すでに結婚して家庭の幸せをもつかんでいた青年指揮官たちは、その時
をいかにして迎えたのか。戦争と人間を描いた哀切のドキュメントノベル。城山
文学の集大成。
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封殺鬼シリーズ　２２　 当　　館

忌みしものの挽歌 （点字データ）

封殺鬼シリーズ　２３　 当　　館

炎華の断章 （点字データ）

封殺鬼シリーズ　２４　 当　　館

黒白の絆 （点字データ）

封殺鬼シリーズ　２５　　　　 当　　館

玉響に散りて （点字データ）

封殺鬼シリーズ　２６　　　　 当　　館

終の神話・天泣の章 （点字データ）

封殺鬼シリーズ　２７　　　　 当　　館

終の神話・地号の章 （点字データ）

当　　館

（点字データ）

当　　館

(点字データ）
913 山本一力 6

牡丹酒
深川黄表紙掛取り帖（二）

　ますます繁昌、裏稼業。今度の仕事は名酒の広目。元禄版始末処は、相も変わ
らず年中暇なし。

霜島ケイ

3霜島ケイ

4

　神の剣をめぐって、石上の地で『本家』と中央の戦いの火蓋が切って落とされ
る。果たして『本家』は剣を手に入れることができるのか。そして、二人の鬼の
運命は－！？

913

　地上に破滅をもたらす凶星の正体は天津甕星－天津の神でありながら、かつて
天を追われた星神であった。神との戦いを目前にして『本家』に戻った二人の鬼
たちだったが……。

913

　大人気シリーズ、佳境！！夜刀の神に取り憑かれ、人を殺してしまった聖。事
件の鍵を握る鬼の正体は？

霜島ケイ

　弓生と聖、二人の使役鬼の危険を知り佐穂子は秋川を出る決意をする。時を越
えて生きる鬼のロマン。

913 3霜島ケイ

4

　大人気シリーズ、待望の新作登場！昭和６年、秋。簪に隠された恋が桐子と志
郎の関係を近づける…！？ある日、志郎は妖しげな簪を預かることに。その頃、
桐子と鬼たちは、帝都に広がる霊障騒ぎを追っていた。そして記憶喪失の「しゃ
べる達磨」が二人を結びつけ－！？

霜島ケイ

3

913 封殺鬼　帝都万葉 霜島ケイ

霜島ケイ 4

913

913

3

　神との戦いにのぞむべく結束した『本家』の次期当主たちと二人の鬼。果たし
て、彼らに勝算はあるのか!?

　新宿の上空で太陽が消え始めた……！凶星の禍が地に降る時、この街が死者の
異界－黄泉と化す。

913
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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）

　いまいちばんほしいもの「生きていく力」が湧いてきます。この本は、あなた
の人生の転機となる。

　人間とは如何なる動物（いきもの）か。人生とは如何なる所業（ふるまい）
か。ドン・キホーテの熱情とサンチョ・パンサの沈着で、世の矛盾と切り結び続
ける遍歴の経緯。人間にとっての記憶と経験の真の意義を問い直す自伝的連載
エッセイ。

914 幸せ上手 2渡辺淳一

913 乱歩賞作家　青の謎

阿部陽一
藤原伊織
渡辺容子
池井戸潤
不知火京介

8

日本ライトハウス

4

913 闇彦

　野球部のマネージャーのみなみは、偶然ドラッカーの経営書「マネジメント」
に出会う。はじめは難しさにとまどうが、野球部を強くするのにドラッカーが役
立つことに気づき…。ドラッカーの教えのもとに甲子園を目指す青春物語。

913
もし高校野球の女子マネー
ジャーがドラッカーの『マネ
ジメント』を読んだら

岩崎夏海

阿刀田高 2

周南視障図書館913 婿殿激走　算盤待影御用 牧秀彦 4

916 松浦美涼

　障害児の息子とともに、迷いながら歩んできた。ただ息子のすべてを愛し、受
け入れること－。その答えにたどり着くまでの１２年間の奇跡。インターネット
のサイトの内容をまとめたもの。

君がいたから、君がいるから
知的障害をもつ息子とともに

5

　作家である「私」の前にたびたび現れる、人知を超えた謎の存在・闇彦。太古
から伝わる物語に隠された闇彦の秘密とは。

　『沈黙の青』『ダナエ』『ターニング・ポイント』『サイバー・ラジオ』『盗
み湯』を収録。

914 サンチョ・キホーテの旅 西部邁 日本点字図書館4

　怪談専門誌『幽』の連載３篇の書き下ろし作品を加えた、８つの“幽談”を収
録。怪談でも奇談でもない、怪しく奇妙な短篇小説集。

913 幽談 京極夏彦 4 滋賀視障センター

　勘定所勤めの辛い日々を送る笠井半蔵に、“南町奉行に内定した矢部定謙に仕
え影の警固せよ、しばらく出仕に及ばず”の命が勘定奉行より下った。幕閣に翻
弄される自分に戸惑う半蔵。だが、南町奉行への拝命を明後日にひかえた夜、定
謙が何者かに拉致される。大好評シリーズ第２弾。

当　　館
（点字データ）
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８０点コロッケ　　　　　　　 当　　館

涙があふれて心が温かくなる話 （点字データ）

ジョン・バウアー 日本ライトハウス

灰島かり　訳 (点字データ）

Ｊ．Ｄ．サリンジャー

柴田元幸　訳

ルース・ホワイト

光野多恵子　訳

933 靴を売るシンデレラ

日本ライトハウス

　－　外国文学　－　

933 ナイン・ストーリーズ

933

自閉っ子は、早期診断がお好き916

　３歩すすんで２歩さがり、自閉症への２人３脚…。自閉症スペクトラム障害の
娘を持つ著者が、この十余年を客観的に振り返り綴る、ドタバタ子育て記。主治
医、療育担当の保育士による解説つき。

藤家寛子

川越西図書館3

　はかない理想と暴虐な現実との間にはさまれ、抜き差しならなくなった人々の
内面を抉る９つの物語。自選短編集の３５年ぶりの新訳。

　１０月のある朝、ベルおばさんは突然姿を消した。何の痕跡も残さずに…。一
人残されたウッドローは、従姉妹のジプシーの隣で暮らす祖父母に引き取られ
る。母親失踪の秘密を胸に抱くウッドローと、何不自由なく暮らしてきたように
見えるジプシー。二人の友情を軸に、それぞれが心に負った傷を癒していくさま
を、繊細に描いた物語。

3

ベルおばさんが消えた朝 3

916
さいごのトマト　 ヒロシマ
を、わたし自身の「ことば」
で

竹本成徳

見えなった発達障害
ちょっとずつ前に進んだハハ
とコの記

志井戸礼

　靴店でアルバイトをするジョナは、天才的センスで靴を売るスーパー店員。あ
る日、彼女の姿に感動したオーナーが、ジョナを運転手として、ひと夏雇うと言
い出した。思いもよらないオーナーとのドライブで全国を回ることになったジョ
ナを待ちかまえていたものとは？

釧路市点字図書館

　１００点満点じゃなくて８０点とればいい！感動の実話２０話を収録。

916

　昭和２０年８月６日、わたしは爆心地からわずか１キロの広島市役所の植え込
みの中にいた－。元日本生協連会長である著者が、その被爆体験を自身の「こと
ば」で語る。

4

1

916

日本点字図書館

4 横浜市社会福祉協議会

　診断は未来への扉を開く鍵だった。大人になってからでも遅くはない。アスペ
ルガー症候群である著者が自閉症の早期発見と早期療育の大切さを訴える。カン
チガイだらけの人生から抜け出すまでの抱腹＆感動の記録。

上柳昌彦のお早う
Good Day！　編

2
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マンホールの少女　 カロリン・フィリップス

サンダーレの夢 たかおまゆみ　訳

リー・キングマン 日本ライトハウス

山内玲子　訳 (点字データ）

キャロリン・マースデン

代田亜香子　訳

アレックと幸運のボート

おはなしのろうそく　２３・２４ 東京こども図書館　編 1

西遊記　９　妖の巻 2

　１１歳の少女ノイは、おばあちゃんと姉のティンと一緒に森の中の空き地で過
ごす時間が大好き。画家を目指すノイが、シルクの傘に動物や植物の絵を描くこ
とによって成長していく物語。舞台となっているタイ独特の風習がたくさん出て
くるので、服装、市場の屋台、合掌する挨拶、お祭りの描写などから、この国の
雰囲気をあじわうことができます。

J908 1 日本ライトハウスシルクの花

3

　幼児から小学校中・高学年まで楽しめる世界各地の昔話や童謡等を子どもたち
に語り聞かせるために翻訳した作品を編集して収めています。巻末には、話す人
のための解釈や体験談もあるので、お母さん方にもご利用いただけます。

日本ライトハウス

　仲良しの朋子が、一人暮らしの気むずかしい荒物屋のおばあちゃんにケガをさ
せてしまった。美喜は朋子と二人で家事や店番を手伝ううちに、おばあちゃんの
店が戦前まで「からほり亭」という寄席だったことを知ります。大阪の空堀商店
街を舞台に、漫才や上方落語の町の暮らしをとりあげ、登場人物たちの交流を暖
かく描く。

からほり亭で漫才！ 2 日本ライトハウス

　孫悟空たちの一行は、女ばかりで男がひとりもいない西梁女人国にやってき
た。女たちが飲んだら子どもができるという子母河の水を、そんなことは全く知
らない玄奘三蔵と猪八戒が飲んでしまい…。

J908

日本ライトハウス

日本ライトハウス

斉藤洋　文

　ルーマニア、ブカレストのストリートで暮らす少女サンダーレ。晴れの日は駅
前の公園を、雨の日はマンホールを「家」にして、物乞い、スリ、ゴミ箱あさ
り、ドラッグの毎日。けれども、サンダーレには、たった一つだけ夢がありまし
た。それは、自分を「捨てた」お母さんと暮らすこと…。ストリートチルドレン
の実態と心情を深く綴った物語。

J908

J908 藤田富美恵

Ｊ．児童文学

　「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。

J908

943 3
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シャロン・クリーチ

せなあいこ　訳

内科・オバケ科・ホオズキ医院

オバケだって、カゼをひく！

ペッテル・リードベック　

菱木晃子　訳

Ｊ．Ｋ．ローリング 当　　館

松岡佑子　訳 （点字データ）

Ｊ．Ｋ．ローリング 当　　館

松岡佑子　訳 （点字データ）

ピピンとトムトム

怪盗ダンダンの秘密

チャンプ　風になって走れ！ 3

マーシャ・
ソーントン・
ジョーンズ
もきかずこ　訳

　鬼灯医院は、今ぼくたちが住んでいる世界とは、ちょっと別のところに建って
いて、誰もがそこへ行けるってわけじゃない。世界にたった一人のオバケ科の専
門医・鬼灯京十郎先生とぼくがなぜ出会うことになったかというと…？

富安陽子

1

1

J908 日本ライトハウス

　おばあちゃんが教えてくれる、とびっきりの“人生のレシピ”。親友のベイ
リーとけんかしてしまった時にも、おばあちゃんは、おいしいパスタやスープを
作りながら教えてくれる。人と人とが心を開きあう方法を…。ほっとあたたま
る、スープみたいな物語。

J908 日本ライトハウス

日本ライトハウス

J908 2たかどのほうこ　 日本ライトハウス

　求めるべきは「分霊箱」か「死の秘宝」か。ダンブルドアの真意はどこに？
ヴォルデモートが必死に追い求める物は何か？最後の分霊箱を求めて、ハリー、
ロン、ハーマイオニーはホグワーツに向かう。壮絶な戦い、胸を引き裂く別れ。
果たしてハリーは「生き残った男の子」になれるのか？ついに明かされる驚くべ
きハリーの運命。

2

J908

J908

　スポーツが苦手なライリーは父親の期待に応えられず、ストレスだらけの毎日
を送っていた。ある日、交通事故で片方の足を失ったショードッグのチャンピオ
ン犬「チャンプ」を引き取ることになる。ライリーはチャンプのために、犬の障
害物競走「アジリティー」の練習を始めるが…。

　ハリー・ポッターシリーズ『最終巻』最後の壮絶な戦いが始まる。７月３１
日、１７歳の誕生日に、母親の血の護りが消える。「不死鳥の騎士団」に護衛さ
れてプリベット通りを飛び立ったハリーに、どこまでもついていくロンとハーマ
イオニー。一方、あれほど信頼していたダンブルドアには、思いがけない過去
が。分霊箱探しのあてどない旅に、手掛かりはダンブルドアの遺品だけ。

ハリー・ポッターと死の秘宝
（下）

9

J908 日曜日島のパパ

9

　ピピンとトムトムは大の仲良し。二人の将来の夢は、テレビの、「怪盗ダンダ
ン」になること。そんな二人が、１００歳のおばあさんチェントさんと一緒に、
真夜中に聞こえてくる怪しい物音の謎を追うことになりますが…。

　ヴィンニは８歳の元気な女の子。不断は離れて暮らすパパと、夏の間だけ「日
曜日島」で過ごします。ちょっと頼りないパパとしっかり者のヴィンニの楽しい
夏を描いたスウェーデン生まれの物語。

ハリー・ポッターと死の秘宝
（上）

J908

トレッリおばあちゃんの
スペシャルメニュー

日本ライトハウス
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ヒキガエルとんだ大冒険　１ ラッセル・Ｅ・エリクソン

火曜日のごちそうはひきがえる 佐藤涼子　訳

ヒキガエルとんだ大冒険　２ ラッセル・Ｅ・エリクソン

消えたモートン　とんだ大そうさく 佐藤涼子　訳

ヒキガエルとんだ大冒険　３ ラッセル・Ｅ・エリクソン

ウォートンのとんだクリスマス・イブ 佐藤涼子　訳

ヒキガエルとんだ大冒険　４ ラッセル・Ｅ・エリクソン

ＳＯＳ！あやうし空の王さま号 佐藤涼子　訳

ヒキガエルとんだ大冒険　５ ラッセル・Ｅ・エリクソン

ウォートンとモリネズミの取引屋 佐藤涼子　訳

ヒキガエルとんだ大冒険　６ ラッセル・Ｅ・エリクソン

ウォートンとモートンの大ひょうりゅう 佐藤涼子　訳

ヒキガエルとんだ大冒険　７ ラッセル・Ｅ・エリクソン

ウォートンとカラスのコンテスト 佐藤涼子　訳

ベンノー・プルードラ　

上田真而子　訳
マイカのこうのとり

　マイカの家の納屋の屋根の上には、ずっとこうのとりが住みついています。あ
る時、こうのとりの一家は、色の違う１羽のひなを置いて南へ飛び立ってしま
い、マイカは、ひなを家においてあげることにしました。幼い少女と飛べないこ
うのとりのひなとの、心の交流を詩情豊かに描きます。

日本ライトハウス

1J908

　春の終わり頃のとても気持ちのいい朝、ウォートンとモートンはハイキングに
出かけました。ところが、夜になると大雨が降って、川はあふれんばかり。２匹
はテントごと押し流され、離れ離れになってしまいますが…。

J908

　ウォートンとモートンはヒキガエルのきょうだい。２匹はなかよく土の中の家
で暮らしています。冬のある日、雪の野原でミミズクにつかまったウォートン
は、ミミズクの誕生日のごちそうにされることに。その日は一週間後。ウォート
ンは逃げ出せるのでしょうか?

J908

J908 1

1 日本ライトハウス

　クリスマス・イブが待ちきれないウォートンは、昼の時間があっという間に過
ぎるようにと池のスケートに出かけました。けれど、帰りに道に迷ってしまい、
吹雪を避けて逃げ込んだほら穴は、クマのすみかでした。冬眠中をじゃまされた
クマはカンカンにおこって…。

J908

　ヒキガエルのウォートンは、久しぶりにトゥーリアおばさんの家を訪ねた。と
ころが、おばさんは４日も前から行方不明だという。ウォートンはおばさんをさ
がしに、こわくて有名な沼地までやってきた。そこにヤマネコがあらわれて…。

日本ライトハウス

1

日本ライトハウス

1

日本ライトハウス

日本ライトハウス

 ハチミツを取りに出かけて、アライグマに追われたウォートンとモートンが逃
げ込んだのは、アマガエルのおばあさんの家。ところが、大雨が降って、木が倒
され、流されて…あやうしヒキガエルとアマガエル！

　鳥のように空を飛べたらなあ…と思ったのが、すべての始まりだった。手作り
の気球にのったウォートンとモートンは、原っぱに墜落。あばれん坊のイタチー
族を相手に、兄弟は知恵と勇気で立ち向かう！

J908 1

日本ライトハウス

日本ライトハウスJ908 1

　おじいちゃんヒキガエルの大事な金時計を、カラスがくわえていってしまっ
た。「時計を取り戻さなくては!」と、ウォートンたちはカラスが集まる“ぺた
んこ山”へ向かったが…。大人気シリーズのゆかいな冒険物語最終巻。

J908 1
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マイケル・モーパーゴ

さくまゆみこ　訳

メリー・Ｃ・ハッチ

渡辺茂男　訳

ハロルド・クーランダー

ウルフ・レスロー

渡辺茂男　訳

シンシア・ロード

おびかゆうこ　訳

マーガレット・ドリアン

光吉夏弥　訳

松谷みよ子　作

瀬川康男　絵

J908 1 日本ライトハウス

モーツァルトはおことわり 1 日本ライトハウス

　新米新聞記者のレスリーは、世界的に有名なバイオリニストのパオロ・レヴィ
にインタビューをすることになります。「モーツァルトの件」については質問し
てはならないというバイオリニストの秘密は、かつてナチスの強制収容所で繰り
返された悲しい記憶とつながっていました…。音楽で戦い、音楽とともに生きた
人々の物語。

Ｅ
いないいないばあ
松谷みよ子あかちゃんの本

1 当　　館

　０才～。「ばあ！」その瞬間、あかちゃんもお母さんも笑顔になる。日本で一
番読まれている絵本です。

緑瑠璃の鞠

　アフリカで最も古い独立国のひとつエチオピアには、イスラム文化の香りの感
じられるお話がたくさんあります。遠くの山に燃える火に励まされて一夜をあか
す少年の話や、オリーブの木から落っこちて、自分は死んでしまったと言い張る
木こりの話など１４編を収めています。

ものいうなべ
デンマークのたのしいお話

J908

J908 1 日本ライトハウス
山の上の火
エチオピアのたのしいお話

　アンデルセンの母国デンマークには、ユーモアにあふれた明るい昔話がたくさ
んあります。トロル退治のゆかいな物語など、デンマークの豊かな風土と国民性
を思わせる楽しいお話８編。

1 日本ライトハウス

2 日本ライトハウス

　父も母も亡くした夏姫のもとへ、以前父に命を助けてもらったという若者が、
恩返しをしたいと屋敷を訪れた。その若者は大変美しく、女童のわかぎは、まる
で光源氏の君のようだと大喜びするが、やがて若者の正体を知ることになり…。

J908 ルール！ 3 日本ライトハウス

J908

　動物園のわにのアリは、歯の痛みがひどくて眠れないほどです。でも、アリは
歯医者さんが怖くて、行く気になれませんでした。心配した園長さんは、アリを
バスに乗せて、病院に行かせることにしますが、アリは、つい間違った方向のバ
スに乗ってしまい…。

久保田香里

　他人からどう思われるかを気にするがゆえに、ルールを作って自分をさらけだ
さない１２歳の女の子キャサリンが、自閉症の弟と、新しく友だちになった障害
児のジェイソンとぶつかりあいを通して、「ルールをやぶること」＝「自分らし
く生きること」を学んでいく。

J908 わにのはいた
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古田足日

田畑精一

中川李枝子　作

大村百合子　絵

西内ミナミ　作

堀内誠一　絵

ガース・ウィリアムス　文・絵

まつおかきょうこ　訳

筒井頼子　作

林あきこ　絵

セアまり　作

はまのゆか　作

　３才～。いつまでも胸に残る「かすてら」の甘い記憶－子どもたちに大人気の
絵本。

当　　館

　４才～。８０ページの大冒険。最後に言えた「ごめんね」は成長のあかし。

Ｅ おしいれのぼうけん 1

Ｅ ぐるんぱのようちえん

1 当　　館

　３才～。ぶらんこをなかなか友だちにかわろうとしないノンタン。１０まで数
えたらかわる約束をしますが…。

キヨノサチコ　作・絵

Ｅ

　４才～。これからさき、いつもきみといっしょにいられますように！大切な人
に贈りたい本。

Ｅ

ぐりとぐら

1 当　　館

1

　０才～。ホットケーキがこんがりほかほかに焼けていく場面は子どもたちに大
人気です。

　４才～。何をしても失敗ばかりのぞうのぐるんぱですが、幼稚園を開けばほ
ら、大成功。

当　　館わかやまけん

ノンタンぶらんこのせて
ノンタンあそぼうよ　①

当　　館

Ｅ しろいうさぎとくろいうさぎ 1 当　　館

はじめてのおつかい 1

Ｅ しろくまちゃんのほっとけーき 1

　３才～。そらまめくんの宝物、ふわふわベッドがなくなった！そらまめくんシ
リーズ第１作。

Ｅ そらまめくんのベッド 1 当　　館

　盲導犬ふりふりと過ごす見えなくてもかけがえのない時間。勇気あふれる盲導
犬ふりふりと明るく前向きなまりの心熱くなる物語。

当　　館

　はじめておつかいに出かけるみいちゃんを、お母さんや町の人は優しく見守り
ます。

Ｅ もうどうけんふりふりとまり 1 当　　館

なかやみわ　作・絵

Ｅ
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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

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

逐次刊行物（点字雑誌）
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