
   

点字図書目録 書名順

請求記号 書名 ショメイヨミ 著者名 チョシャメイヨミ 出版者 出版年月

3-3799-ﾓ 家庭教育手帳 平成15年 カテイ キョウイク テチョ
ウ ヘイセイ15ネン

[文部科学省]∥[編] モンブカガクショウ 文部科学省 2003年

3-3799-ﾓ 家庭教育ノート 平成15年  
小・中学生を持つ親のために

カテイ キョウイク ノート 
ヘイセイ15ネン ショウ 
チュウガクセイ オ モツ オ
ヤ ノ タメニ

[文部科学省]∥[編] モンブカガクショウ 文部科学省 2003年

3-3692-ｵ 視覚障害者と晴眼者がコミュニケーシ
ョンをとるためのガイド 上巻

シカク ショウガイシャ ト 
セイガンシャ ガ コミュニ
ケーション オ トル タメノ 
ガイド ジョウカン

桜雲会∥編 オウウンカイ 桜雲会点字
出版部

2008.3

3-3692-ｵ 視覚障害者と晴眼者がコミュニケーシ
ョンをとるためのガイド 下巻

シカク ショウガイシャ ト 
セイガンシャ ガ コミュニ
ケーション オ トル タメノ 
ガイド ゲカン

桜雲会∥編 オウウンカイ 桜雲会点字
出版部

2008.3

3-3692-ｵ 視覚障害者の老後を豊かにするための
本 上巻

シカク ショウガイシャ ノ 
ロウゴ オ ユタカ ニ スル 
タメノ ホン ジョウカン

桜雲会∥編 オウウンカイ 桜雲会点字
出版部

2009.1

3-3692-ｵ 視覚障害者の老後を豊かにするための
本 下巻

シカク ショウガイシャ ノ 
ロウゴ オ ユタカ ニ スル 
タメノ ホン ゲカン

桜雲会∥編 オウウンカイ 桜雲会点字
出版部

2009.1

S-AE00- 08 滋賀県基本構想[点字資料] 第1巻 未
来を開く共生社会へ

シガケン キホン コウソウ 
ダイ1カン ミライ オ ヒ
ラク キョウセイ シャカイ 
エ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2008年

5-AE00- 08 滋賀県基本構想[点字資料] 第1巻 未
来を開く共生社会へ

シガケン キホン コウソウ 
ダイ1カン ミライ オ ヒ
ラク キョウセイ シャカイ 
エ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2008年

S-AE00- 08 滋賀県基本構想[点字資料] 第2巻 未
来を開く共生社会へ

シガケン キホン コウソウ 
ダイ2カン ミライ オ ヒ
ラク キョウセイ シャカイ 
エ

[滋賀県政策調整部
企画調整課∥編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2008年

5-AE00- 08 滋賀県基本構想[点字資料] 第2巻 未
来を開く共生社会へ

シガケン キホン コウソウ 
ダイ2カン ミライ オ ヒ
ラク キョウセイ シャカイ 
エ

[滋賀県政策調整部
企画調整課∥編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2008年

S-AE00- 08 滋賀県基本構想[点字資料] 概要版 
未来を開く共生社会へ

シガケン キホン コウソウ 
ガイヨウ バン ミライ オ 
ヒラク キョウセイ シャカ
イ エ

[滋賀県政策調整部
企画調整課∥編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2008年

5-AE00- 08 滋賀県基本構想[点字資料] 概要版 
未来を開く共生社会へ

シガケン キホン コウソウ 
ガイヨウ バン ミライ オ 
ヒラク キョウセイ シャカ
イ エ

[滋賀県政策調整部
企画調整課∥編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2008年

5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 1  
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
ク 1 シゼン ト ニンゲ
ン ガ トモニ カガヤク モ
デル ソンゾウケン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年

5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 1  
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
ク 1 シゼン ト ニンゲ
ン ガ トモニ カガヤク モ
デル ソンゾウケン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年

5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 2  
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
ク 2 シゼン ト ニンゲ
ン ガ トモニ カガヤク モ
デル ソンゾウケン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年

5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 2  
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
ク 2 シゼン ト ニンゲ
ン ガ トモニ カガヤク モ
デル ソンゾウケン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年

5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 3  
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
ク 3 シゼン ト ニンゲ
ン ガ トモニ カガヤク モ
デル ソンゾウケン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年

5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 3  
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
ク 3 シゼン ト ニンゲ
ン ガ トモニ カガヤク モ
デル ソンゾウケン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年

5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 4  
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
ク 4 シゼン ト ニンゲ
ン ガ トモニ カガヤク モ
デル ソンゾウケン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年

5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 4  
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
ク 4 シゼン ト ニンゲ
ン ガ トモニ カガヤク モ
デル ソンゾウケン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年
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5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 概要版 
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
ク ガイヨウ バン シゼ
ン ト ニンゲン ガ トモニ 
カガヤク モデル ソンゾウ
ケン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年

5-AE00- 03 滋賀県中期計画[点字資料] 概要版 
自然と人間がともに輝くモデル創造
県・滋賀

シガケン チュウキ ケイカ
クガイヨウ バン シゼン 
ト ニンゲン ガ トモニ カ
ガヤク モデル ソンゾウケ
ン シガ

滋賀県政策調整部企
画調整課∥[編]

シガケン セイサク チ
ョウセイブ キカク チ
ョウセイカ

滋賀県 2003年

3-3683-ﾌ 自殺予防啓発のためのバリアフリー図
書

ジサツ ヨボウ ケイハツ ノ 
タメ ノ バリアフリー トシ
ョ

深間内文彦∥著 フカマウチ,フミヒコ 桜雲会点字
出版部

2008.3

2-3394-ﾀ たすけあいの心-ほけん  
昭和56年度簡易保険作文コンクール優
秀作品集

タスケアイ ノ ココロ ホケ
ン ショウワ 56ネンド カ
ンイ ホケン サクブン コン
クール ユウシュウ サクヒ
ンシュウ

  公共事業PR
センター

1982年

2-0168-ﾃ 図書館を、使いたい!育てたい! 1 今
再び問う、点字図書館への疑問と期待  
点図問研10周年記念シンポジウム報告
集

トショカン オ ツカイタイ 
ソダテタイ 1 イマ フタ
タビ トウ テンジ トショカ
ン エノ ギモン ト キタイ

点字図書館問題研究
会∥編集

テンジ トショカン モ
ンダイ ケンキュウカ
イ

点字図書館
問題研究会

1991年

2-0168-ﾃ 図書館を、使いたい!育てたい! 2 今
再び問う、点字図書館への疑問と期待  
点図問研10周年記念シンポジウム報告
集

トショカン オ ツカイタイ 
ソダテタイ 2 イマ フタ
タビ トウ テンジ トショカ
ン エノ ギモン ト キタイ

点字図書館問題研究
会∥編集

テンジ トショカン モ
ンダイ ケンキュウカ
イ

点字図書館
問題研究会

1991年

2-0168-ﾃ 図書館を、使いたい!育てたい! 3 今
再び問う、点字図書館への疑問と期待  
点図問研10周年記念シンポジウム報告
集

トショカン オ ツカイタイ 
ソダテタイ 3 イマ フタ
タビ トウ テンジ トショカ
ン エノ ギモン ト キタイ

点字図書館問題研究
会∥編集

テンジ トショカン モ
ンダイ ケンキュウカ
イ

点字図書館
問題研究会

1991年

3-2916-ﾅ 奈良・大和路観光ガイドブック 1/2
巻

ナラ ヤマトジ カンコウ ガ
イド ブック 1/2カン

  奈良県 [2011年]

3-2916-ﾅ 奈良・大和路観光ガイドブック 2/2
巻

ナラ ヤマトジ カンコウ ガ
イド ブック 2/2カン

  奈良県 [2011年]

3-3692-ｷ バリアフリームーブメント 第1巻 バリア フリー ムーブメン
ト ダイ1カン

共用品推進機構∥編 キョウヨウヒン スイ
シン キコウ

ロゴス点字
図書館

2011年

3-3692-ｷ バリアフリームーブメント 第2巻 バリア フリー ムーブメン
ト ダイ2カン

共用品推進機構∥編 キョウヨウヒン スイ
シン キコウ

ロゴス点字
図書館

2011年

3-3692-ｷ バリアフリームーブメント 第3巻 バリア フリー ムーブメン
ト ダイ3カン

共用品推進機構∥編 キョウヨウヒン スイ
シン キコウ

ロゴス点字
図書館

2011年

4B-3387-ﾕ 郵便貯金のご案内 平成17年版 ユウビン チョキン ノ ゴア
ンナイ ヘイセイ17ネン
バン

  [日本郵政公
社]

2005年

2B-6933-1 郵便番号簿 1 北海道  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 1 
ホッカイドウ

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-2 郵便番号簿 2 青森県・岩手県・宮城
県・秋田県・山形県  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 2 
アオモリケン イワテケン 
ミヤギケン アキタケン ヤ
マガタケン

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-3 郵便番号簿 3 福島県・茨城県・栃木
県・群馬県  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 3 
フクシマケン イバラキケ
ン トチギケン グンマケン

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-4 郵便番号簿 4 埼玉県・千葉県・東京
都  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 4 
サイタマケン チバケン ト
ウキョウト

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-5 郵便番号簿 5 神奈川県・山梨県・長
野県・静岡県  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 5 
カナガワケン ヤマナシケ
ン ナガノケン シズオカケ
ン

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-6 郵便番号簿 6 新潟県・富山県  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 6 
ニイガタケン トヤマケン

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-7 郵便番号簿 7 石川県・福井県・岐阜
県  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 7 
イシカワケン フクイケン 
ギフケン

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-8 郵便番号簿 8 愛知県・三重県・滋賀
県・京都府  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 8 
アイチケン ミエケン シガ
ケン キョウトフ

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-9 郵便番号簿 9 大阪府・兵庫県・奈良
県  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 9 
オオサカフ ヒョウゴケン 
ナラケン

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-10 郵便番号簿 10 和歌山県・鳥取県・
島根県・岡山県  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 10 
ワカヤマケン トットリケ
ン シマネケン オカヤマケ
ン

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-11 郵便番号簿 11 広島県・山口県・徳
島県・香川県・愛媛県  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 11 
ヒロシマケン ヤマグチケ
ン トクシマケン カガワケ
ン エヒメケン

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-12 郵便番号簿 12 高知県・福岡県・佐
賀県・長崎県・宮崎県  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 12 
コウチケン フクオカケン 
サガケン ナガサキケン ミ
ヤザキケン

  毎日新聞社 1995年

2B-6933-13 郵便番号簿 13 熊本県・大分県・鹿 ユウビン バンゴウボ 13   毎日新聞社 1995年
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児島県・沖縄県  
市町村別50音配列

クマモトケン オオイタケ
ン カゴシマケン オキナワ
ケン

2B-6933-14 郵便番号簿 14 別巻  
市町村別50音配列

ユウビン バンゴウボ 14 
ベッカン

  毎日新聞社 1995年

3-3692-ﾎ より多くの人が使いやすいアクセシブ
ルデザイン入門  
第1巻

ヨリ オオク ノ ヒト ガ ツ
カイヤスイ アクセシブル 
デザイン ニュウモン ダ
イ1カン

星川安之∥共著 ホシカワ,ヤスユキ ロゴス点字
図書館

2008年

3-3692-ﾎ より多くの人が使いやすいアクセシブ
ルデザイン入門  
第2巻

ヨリ オオク ノ ヒト ガ ツ
カイヤスイ アクセシブル 
デザイン ニュウモン ダ
イ2カン

星川安之∥共著 ホシカワ,ヤスユキ ロゴス点字
図書館

2008年

2-3450-ﾜ 私たちの税金 平成5年度版  
点字広報誌

ワタクシタチ ノ ゼイキン 
ヘイセイ5ネンドバン テ
ンジ コウホウ シ

  国税庁広報
課

1993年

2-3450-ﾜ 私たちの税金 平成6年度版  
点字広報誌

ワタクシタチ ノ ゼイキン 
ヘイセイ6ネンドバン テ
ンジ コウホウ シ

  国税庁広報
課

1994年

2-3450-ﾜ 私たちの税金 平成7年度版  
点字広報誌

ワタクシタチ ノ ゼイキン 
ヘイセイ7ネンドバン テ
ンジ コウホウ シ

  国税庁広報
課

1995年

2-3450-ﾜ 私たちの税金 平成8年度版  
点字広報誌

ワタクシタチ ノ ゼイキン 
ヘイセイ8ネンドバン テ
ンジ コウホウ シ

  国税庁広報
課

1996年

2-3450-ﾜ 私たちの税金 平成9年度版  
点字広報誌

ワタクシタチ ノ ゼイキン 
ヘイセイ9ネンドバン テ
ンジ コウホウ シ

  国税庁広報
課

1997年

2-3450-ﾜ 私たちの税金 平成11年度版  
点字広報誌

ワタクシタチ ノ ゼイキン 
ヘイセイ11ネンドバン 
テンジ コウホウ シ

  国税庁広報
課

1999年

3-3450-ﾜ 私たちの税金 平成12年度版  
点字広報誌

ワタクシタチ ノ ゼイキン 
ヘイセイ12ネンドバン 
テンジ コウホウ シ

  国税庁 2000年

3-3450-ﾜ 私たちの税金 平成13年度版  
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