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千葉県立西部図書館 展示 

 

 てん・しと ・とく￥そ 

点点点   字字字   ととと   読読読   書書書            
２００９年１０月２２日（木）～１２月１７日（木） 

 

 

 

 
 

 

 
 

 点字の発明      

№ 書  名 著者等 出版者 出版年 請求記号 
所蔵

場所

1 
日本点字の父石川倉次先生伝  

伝記・石川倉次 伝記叢書 １３ 
鈴木 力二 著 大空社 １９８７ 2891/ｲｸ 1/ 書庫

2 点字発明者の生涯 
ピエール・アンリ／

著 
朝日新聞社 １９８４．９ 2893/B91/ 中央

3 愛の点字交響楽 点字の父、ルイ・ブライユ物語 山口 芳夫／著 うらべ書房 １９８８ 2893/ﾌﾙ 1/ 東部

4 日本点字史 １ 山口 芳夫／著 山口芳夫 １９７９．８ 3781/Y24/1 中央

5 石川倉次先生伝 日本点字の父   

日本点字七

十周年記念

事業実行委

員会 

１９６１．１１ C28/I76/1 中央

6 房総伝記読み物シリーズ ［２‐５］ 石川倉次 

千葉県学校教育教

材研究委員会／編

集 

千葉県書籍

教材 
［１９８‐］ C2890/21/ 書庫

7 
日本点字への道 

少年少女のための石川倉次物語 

山口芳夫，山口さ

ゑ／共著 
［山口芳夫］ １９８６．４ C2890/72/ 開架

8 伝記世界を変えた人々 ８ ブライユ 

ビバリー・バーチ／

著 

乾 侑美子／訳 

偕成社 １９９２．３ J280/ﾃﾝ/8 中央

9 点字のれきし 点字の世界へようこそ 黒崎 惠津子／文 汐文社 １９９８．２ J378/ｸｴ/ 中央

  （雑誌記事）           

10 
「千葉県近代教育史に関する基礎的研究（Ⅰ）-石川倉次・安藤定一関係史料目録-」千葉県教育センター研究紀要 

第１５０集 （昭和５１年３月）  
中央

11 「点字の市民権確立を① 点字発達の歴史」 愼 英弘 視覚障害No．251 （2009 April） 書庫

12 「点字の市民権確立を② 点字投票権の確立」 愼 英弘 視覚障害No．252 (2009 May) 書庫

13 「点字の市民権確立を③ 点字内容証明郵便」 愼 英弘 視覚障害No．253 (2009 June) 書庫

14 「点字の市民権確立を④ 点字教科書の保障」 愼 英弘 視覚障害No．254 (2009 July) 書庫

15 「点字の市民権確立を⑤ 点字の遺言書」 愼 英弘 視覚障害No．255 (2009 August) 書庫

16 
「点字の市民権確立を⑥ ブライユ生誕２００年に考える－六点漢字・初めてのワープロからヘレンケラーホンの誕生

まで」 長谷川 貞夫 視覚障害No．256 (2009 September) 
書庫

17 「点字の市民権確立を⑦ 漢点字－その誕生から今日まで」 与野 福三 視覚障害No．257 (2009 October) 書庫

読書週間：10 月27 日～11 月9 日 
10 月27 日は「文字・活字文化の日」 

ルイ・ブライユ（Louis Braille（仏）1809-52） 

石 川  倉 次（いしかわ くらじ 1859-44） 

今年はアルファベット点字の考案者であるルイ・ブライユの生誕 200 周年、そのブライユが考案した

６点点字を日本語に翻案した石川倉次の生誕150 周年にあたります。 

これにちなんで読書週間がはじまる今月から、「点字と読書」についての資料をご紹介します。 
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  点字を書く・点訳する           

18 
視覚障害者の安全で円滑な行動を支援するた

めの点字表示等に関するガイドライン 

日本盲人社会福祉

施設協議会点字出

版部会／編著 

日本盲人社会

福祉施設協議

会 

２００２．５ 36927/147/ 東部

19 点字と朗読への招待 
本間 一夫／［ほ

か］編 
福村出版 １９８３．２ 3781/6/ 書庫

20 点字と朗読を学ぼう 
本間 一夫／［ほ

か］編 
福村出版 １９９１．３ 3781/14/ 書庫

21 点字・点訳の実際 言葉をつなぐ愛の文字 遠藤 謙一／著 広済堂出版 １９９５．１０ 3781/20/ 開架

22 最新点字表記辞典 増補改訂版 

『最新点字表記辞

典増補改訂版』編

集委員会／編 

視覚障害者支

援総合センター
１９９８．３ 37818/3/ 開架

23 
初めての点訳 第２版 

視覚障害者介護技術シリーズ１ 

全国視覚障害者情

報提供施設協会／

編集 

全国視覚障害

者情報提供施

設協会 

２００２．３ 37818/6/ 開架

24 日本点字表記法 ２００１年版 
日本点字委員会／

編集 

日本点字委員

会 
２００１．１１ 37818/10/01 開架

25 点字数学記号解説 暫定改訂版 
日本点字委員会・

編 

日本点字委員

会 
２０００．９ 37818/11/ 中央

26 点訳のてびき第３版Ｑ＆Ａ 

全国視覚障害者情

報提供施設協会／

編集 

全国視覚障害

者情報提供施

設協会 

２００４．１ 37818/11/ 開架

27 凸凹えほん日記 中塚 裕美子／著 ＩＭＳ出版 ２００１．１２ 37818/12/ 中央

28 
パソコンで仕上げる点字の本＆図形点訳 

これなら教科書だって点訳できる 
長尾 博／著 読書工房 ２００５．９ 37818/17/ 開架

29 点訳絵本のつくり方 増補改訂第３版 岩田 美津子／著 せせらぎ出版 ２００５．５ 37818/19/ 中央

30 
点字技能ハンドブック 

視覚障害に関わる基礎的知識 新版 
谷合 侑／著 

視覚障害者支

援総合センター
２００８．８ 37818/20/ 開架

31 手書き触図の手引き 私の経験を通して 杉山 和子／著 大活字 ２００７．２ 37818/28/ 東部

32 
資料に見る点字表記法の変遷 

慶応から平成まで 

日本点字委員会／

編集 

日本点字委員

会 
２００７．１１ 37818/30/ 東部

  点字と読書           

33 
本のアクセシビリティを考える 著作権・出版

権・読書権の調和をめざして ＵＤライブラリー 

公共図書館で働く

視覚障害職員の会

／編 

読書工房 ２００４．４ 01517/10 開架

34 日本点字図書館５０年史 

日本点字図書館５

０年史編集委員会 

編 

日本点字図書

館 
１９９４ 0165/7/ 書庫

35 

出版のユニバーサルデザインを考える だれ

でも読める・楽しめる読書環境をめざして 

ＵＤライブラリー 

出版ＵＤ研究会／

編 
読書工房 ２００６．１０ 0204/11/ 中央

36 
我が人生「日本点字図書館」  

障害とともに生きる 
本間 一夫／著 

日本図書センタ

ー 
２００１．１ 2891/ﾎｶ 5/ 東部

37 点字読書と普通読書 研究と指導法 草島 時介／著 秀英出版 １９８３．７ 3781/3/ 書庫

38 読書権ってなあに 上 視読協運動と市橋正晴 市橋 正晴／著 大活字 １９９８．１０ L0151/1/1 開架

39 読書権ってなあに 下 視読協運動と市橋正晴 市橋 正晴／著 大活字 １９９８．１０ L0151/1/2 開架

40 
ヨメール物語 視覚障害者の読書革命 

情報バリアフリー叢書 

望月 優／著  美

月 めぐみ／著 
大活字 １９９９．１０ L3692/2 開架
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  関連資料そのほか           

41 人と人をつなぐ声・手話・指点字 市川 熹／著 岩波書店 ２００１．１０ 37828/33/ 東部

42 盲人福祉事業の歴史 谷合 侑／著 明石書店 １９９８．４ 36927/13/ 開架

43 

拡大読書器であなたも読める！書ける！ 

選び方・使い方のポイント 大活字版 

情報バリアフリー叢書 

森田 茂樹／著 大活字 ２０００．９ L3692/4 開架

44 記号の歴史 「知の再発見」双書 
ジョルジュ・ジャン

／著 
創元社 １９９４．７ 801/1/ 東部

45 

視覚障害者の初めてのパソコン教室 

音声パソコンで広がるコミュニケーション 

複合媒体資料 

山田 幸男／編著 メディカ出版 ２００５．１０ 36927/84 開架

46 
触覚の世界 

心身のはたらきとその障害シリーズ３ 
小柳 恭治／著 光生館 １９７９ 378/SH69/3 中央

47 
指で見る ぼく，どんな顔しているのかなあ。さ

われる鏡があればいいなあ。 

トーマス＝ベリイマ

ン／写真・文 ビヤ

ネール多美子／訳

偕成社 １９８０ 3781/B38 中央

48 点字で大学 門戸開放を求めて半世紀 菊島 和子／著 
視覚障害者支

援総合センター
２０００．６ 3781/4/ 東部

49 
拡大教科書がわかる本 

すべての見えにくい子どもたちのために 
宇野 和博／著 読書工房 ２００７．１ 3781/11 中央

50 点字について話そう 点字の世界へようこそ 黒崎 惠津子／文 汐文社 １９９８．２ J378/ｸｴ/ 中央

51 
ボランティアに役立つはじめてであう点字 １ 

指から広がる世界 
黒崎 惠津子／著 岩崎書店 ２０００．４ J378/ｸｴ/1 中央

52 
ボランティアに役立つはじめてであう点字 ２ 

点字のことば百科 
黒崎 惠津子／著 岩崎書店 ２０００．４ J378/ｸｴ/2 中央

53 
ボランティアに役立つはじめてであう点字 ３ 

点字で学ぼう 
黒崎 惠津子／著 岩崎書店 ２０００．４ J378/ｸｴ/3 中央

54 
ボランティアに役立つはじめてであう点字 ４ 

点字のひみつ 
黒崎 惠津子／著 岩崎書店 ２０００．４ J378/ｸｴ/4 中央

55 
ボランティアに役立つはじめてであう点字 ５ 

バリアフリーをめざして 
黒崎 惠津子／著 岩崎書店 ２０００．４ J378/ｸｴ/5 中央

56 
世界の文字と言葉入門 １５ 

日本のローマ字と点字 
  小峰書店 ２００５．４ J801/ｾｶ/15 中央

57 
視覚障害者のための最新情報機器＆サービス

２００６ 
  大活字 ２００５．９ L3692/3/06 開架

  点字雑誌・点訳絵本  

58 点字ジャーナル ２００８年１２月号 東京ヘレン・ケラー協会点字出版局 雑誌

59 点字毎日 ２００８年１２月２８日・２００９年１月４日 新春合併号 毎日新聞社 雑誌

60 おおきなかぶ ロシア民話 新版 

Ａ．トルストイ／再話 

内田 莉莎子／訳 佐

藤 忠良／画 

福音館書店 １９９５ TE/ｻﾁ 中央

61 かばくんのふね 
岸田 衿子／さく 中

谷 千代子／え 
福音館書店 １９９０．９ TE/ﾅﾁ 中央

62 そらいろのたね 改訂版 
なかがわ りえこ／文  

おおむら ゆりこ／絵
福音館書店 １９７９ TE/ﾔﾕ 中央

 
  雑誌、参考資料、千葉県資料室所蔵資料は館内でご利用ください。 
  千葉県立中央図書館ではこのほかにも点訳絵本を所蔵しています。所蔵リストはホームページで公開しています。 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/kids/tennyaku.html 

千葉県立西部図書館  
〒270-2252 松戸市千駄堀657-7 
TEL 047-385-4133 
http://www.library.pref.chiba.lg.jp/ 


