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ラベルの見かた 

本の内容をあらわす 

分類
ぶんるい

番号
ばんごう

 

図書
と し ょ

記号
き ご う

は 

書いた人の名前の頭文字 

絵本の場合、図書
と し ょ

記号
き ご う

は 

画家の名前の頭文字 

378 

「点字」について調べよう ― 福祉 1 ― 

       平成23年2月 発行  

１  キーワードで さがしてみよう！ 

（１）点字のキーワード 

 ●点字  ●視覚
し か く

障害
しょうがい

   ●点字の本  ●点字絵本 

 ●点訳  ●バリアフリー  ●ユニバーサルデザイン 

百科事典や図書館の蔵書検索機、インターネットでも調べられるよ 

例１ 検索機
けんさくき

で探してみよう。 

図書館のなかには、本の検索用パソコンがあります。 

これで いわき市内の図書館にある本を探すことができます。 

大人の本と子どもの本が両方探せるので、本のある場所をよく見てね。 

 

例２ いわき市立図書館ホームページ   http://library.city.iwaki.fukushima.jp/ 

   図書館にある本を探すことができます。  

◎ 学習
がくしゅう

件名
けんめい

に キーワードを入れると 子ども向けの本が探せます。 

  検索機では「としょ」→「くわしくさがす」→「学習件名」と探してね。  

 

（２）分類番号で探してみよう 

図書館の本は、「日本
にほん

十進
じっしん

分類法
ぶんるいほう

」という規則
きそく

で 内容別に番号で分けられています。 

点字の本は、３６９か、３７８になります。 

4階子どものフロアで この番号のラベルの本を探してみよう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                               ク 

 

 

＊ このパスファインダーにのっていない本もたくさんあるので探してみてね。 

 ク 

http://library.city.iwaki.fukushima.jp/
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２ テーマ別に本の紹介  

読む対象
たいしょう

 ★小学校低学年～ ★★中学年～ ★★★高学年～ ★★★★中学生～ 

◆点字の入門               ＊リストの請求記号は総合図書館のものです。 

本の名前 内 容 出版年 請求記号 

点字ってなに？          ★ 

（しらべよう! りかいしよう! 点字の世界 １） 
点字のとくちょうや読み方をくわしく説明

せつめい

 

Q&Aや点字クイズつき 
2010 378/ｼ/1 

子どものための点字事典     ★★ 
点字にかかわることを やさしく説明 

用語
ようご

・本の紹介
しょうかい

・点字図書館の一覧
いちらん

つき 
2009 378/ｸ 

指から広がる世界         ★★ 
（ボランティアに役立つはじめてであう点字 １） 

目で読み取るのではなく、指で読み取る点字と

いう新しい世界とその歴史
れきし

を紹介 
2000 378/ｸ/1 

点字のひみつ          ★★ 
（ボランティアに役立つはじめてであう点字 ４） 

点字に関する疑問
ぎもん

に答えています。点字図書館

一覧や視覚
しかく

障害
しょうがい

をテーマにした本の紹介つき 
2000 378/ｸ/4 

◆点字のなりたち 

点字のことば百科        ★★ 
（ボランティアに役立つはじめてであう点字 ２）  

点字のしくみや、書き方のきまりを紹介。自分

の身近
みぢか

な言葉を点字で読んでみましょう。 
2000 378/ｸ/2 

点字のひみつ 全5巻      ★★ 点字とそのしくみや読み方、書き方を紹介。 

点字を使ったパズル、クイズつき。 
1998 378/ﾀ 

点字・はじめの一歩       ★★ 
（点字の世界へようこそ ２）  

点字の書き方の入門。 これを覚えると 点字

の手紙が書けます。 
1998 378/ｸ/2 

◆点字を使う生活 

たのしい点字                         ★ 
（しらべよう! りかいしよう! 点字の世界 ２）  

点字の本、点字図書館、特別支援学校
とくべつしえんがっこう

の紹介 

Q&Aや点字クイズつき 
2010 378/ｼ/2 

町の点字をしらべよう！      ★ 
（しらべよう! りかいしよう! 点字の世界 3）     

目の不自由な人のくらしに必要
ひつよう

なものを紹介 

Q&Aや点字クイズつき 
2010 378/ｼ/３ 

点字で学ぼう                     ★★ 
（ボランティアに役立つはじめてであう点字 ３） 

盲
もう

学校の生活の紹介。算数
さんすう

や理科
り か

、音楽
おんがく

など

の点字での勉強
べんきょう

がわかります。 
2000 378/ｸ/3 

バリアフリーをめざして        ★★ 
（ボランティアに役立つはじめてであう点字 ５） 

目が不自由な人との生活で疑問
ぎもん

に持ちやすい

ことを わかりやすく説明。本の紹介つき 
2000 378/ｸ/5 

点字について話そう             ★★★  
（点字の世界へようこそ ３） 

作者は、目の不自由な２人に 点字を使う毎

日の生活について聞いてみました。 
1998 378/ｸ/3 

◆ 目の見えない人が登場するお話 

点子ちゃん                   ★★ 
転校生は目の見えない女の子「点子ちゃん」。 

4年1組のみんなは、大騒ぎになりました。 
2009 913/ﾉ 

見えなくてもだいじょうぶ？      ★  
まいごになったカーラをたすけてくれたの

は、目の不自由なおにいさんでした。 
2005 黄/E/ﾊﾞ 

転校生こはな                  ★★ 
3年3組に盲学校から転校生がきました。 

ためしに2週間、小学校に通うのです。 
1998 913/ﾖ 
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◆点字の歴史
れきし

・伝記
でんき

               ＊「Ｔ」は ティーンズコーナーの本です。 

点字のれきし                    ★★★  

（点字の世界へようこそ １）  

点字が、どうやって作られ、どのように使わ 

れているかをくわしく説明 
1998 378/ｸ/1 

愛の点字図書館長             ★★★ 
全盲
ぜんもう

をのりこえて日本点字図書館（1940） 

を作った本間
ほんま

一夫
かずお

（1915－2003）の伝記  
1994 289/ﾎ 

ブライユ                          ★★★ 
（伝記世界を変えた人  々 8） 

世界中で使われている「点字」の発明者
はつめいしゃ

ルイ・

ブライユ（フランス・1809-1852）の伝記 
1992 280/ﾃﾞ/8 

あきらめないでまた明日も   ★★★★ 
子どもに絵本を読むために点字絵本を作り、

点字絵本文庫を作った全盲の女性の半生。 
2004 T/289/ｲ 

 

3 点字の本をさわってみよう 

◆ 点字のついた本 

つくっちゃ王                  ★★  
王様と一緒に、封筒

ふうとう

などの手作り工作を作っ

てみましょう。 点字つきの解説書
かいせつしょ

 
2007 378/ｶ 

おぼえちゃ王                  ★★  
イラストと活字、点線文字と点字、指で見る

文字と出会う本 点字の説明
せつめい

つき 
2005 378/ｶ 

かいてみよう かんじ 1～3    ★★ 
さわっておぼえる漢字の書き順の本です。イ

ラストと活字を、漢字の見本と点字で説明 
2006 378/ｶ 

初天神                               ★★ 
落語
らくご

の話と絵に、手話
しゅわ

落語の写真
しゃしん

と透明
とうめい

な 

点訳
てんやく

シート付けた絵本。 
1999 378/ﾊ 

◆ 絵に凸凹と点字のついた絵本  

よーいどん！                         ★ 
赤塚
あかつか

不二夫
ふ じ お

のマンガのキャラクターがマラ

ソンきょうそうをします。 
2000 378/ｱ 

さわってごらん だれのかお?      ★ 
絵にさわって、どうぶつのかおを あててみ

ましょう。凸凹の字つき。 
199９ 378/ﾅ 

サワッテゴラン ナンノハナ?      ★ 
花の絵にさわって、花の形と数をあててみま

しょう。凸凹の字つき。 
199９ 378/ﾅ 

さわってごらん いまなんじ?      ★ 
時計と海のいきものの絵にさわって、時間を

あててみましょう。凸凹の字つき 
199９ 378/ﾅ 

しろくまちゃんのほっとけーき     ★ 
しろくまちゃんは、お母さんとホットケーキ

を作ります 
2009 茶/E/ﾜ 

きかんしゃトーマスなかまがいっぱい  ★ 「きかんしゃトーマス」のなかまを紹介
しょうかい

。 2007 紫/E/ｷ 

ドラえもん あそびがいっぱい！  ★ 
ドラえもんとのび太たちが、ひみつどうぐで 

あそびます。 
2007 空/E/ﾄﾞ 

ちびまるのぼうけん          ★ 
ちびまるは、本の中をぼうけんし、いろいろ

な形と出会います。 
2007 橙/E/ﾇ 

てんてん（＊ユニバーサルデザイン絵本1）   ★ 「てんてん」が、好きな食べものを紹介
しょうかい

。 2002 橙/E/ﾅ 

             ＊「ユニバーサルデザイン絵本」は、他にも1５冊あります。 
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4   インターネットでも調べてみよう 

 ５ ○ひとりで学べるたのしい点字 

   http://www.tenji-naiiv.net 

アニメや動画、ゲームなどで楽しく点字のしくみ 
や書き方を覚えよう。点字図書館の紹介もあるよ！ 

＊ 全視情協（NPO全国視覚障害者情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
しせつ

協会）が 

提供しているインターネットを活用した点字教育システム 

     2010年11月1 日より公開 

                                               
                     

     

○福島県点字図書館  http://park22.wakwak.com/~fukushimatenji/ 

    福島市にある福島県でただひとつの点字図書館。近くに福島県立視覚支援学校があります。 
 

○大阪YWCA点字子ども図書室 http://osaka.ywca.or.jp/other/handicap/handicap01.html 

点訳ボランティアによる点字の児童書の図書館。 

 

 

 
 ５    

いわき総合図書館のハンディキャップ・サービス  
 

視覚障害者の方には 点字図書や録音
ろくおん

図書を郵送
ゆうそう

で貸出しています。 

ボランティアによる録音資料の製作
せいさく

や対面
たいめん

朗読
ろうどく

サービスも行われています。 

 

                               

点字の雑誌                              

                        「点字広報
こうほう

 いわき」 

         

「ほうれんそう点字版」 

（いわき市議会
ぎかい

だより） 
                                                  

                        ＊総合図書館5階の雑誌 

コーナーにあります。 
                                                

 

 

 

「G-10（ジーテン）&マナブくん」

は「ひとりで学べるたのしい点字」

のオリジナルキャラクターです 

http://www.tenji-naiiv.net/
http://park22.wakwak.com/~fukushimatenji/
http://osaka.ywca.or.jp/other/handicap/handicap01.html

