
やくわりを調べる 

◆『町の点字をしらべよう!』

こどもくらぶ∥編 岩崎書店 

（J801/ｼﾗ/3 児童室） 

◆『調べよう!バリアフリーと福祉用具 3』

渡辺 崇史∥監修 ポプラ社 

（J 369/ｼﾗ/3 児童室）

◆『もっと知ろう!点字』 

日本点字図書館∥監修 ポプラ社 

（J801/ﾓﾂ 児童室）

つくりを調べる

◆『新・点字であそぼう』 

こどもくらぶ∥編 同友館 

（J 801/ｼﾝ 児童室）

◆『点字・はじめの一歩』1～3

黒崎 惠津子∥文 汐文社 

（J 801/ｸﾛ 児童室） 

れきしを調べる

◆『点字のれきし』 

黒崎 惠津子∥文 汐文社 

（J 801/ｸﾛ 児童室） 

◆『闇を照らす六つの星』 

小倉 明∥著 汐文社 

（Ｊ289/ｲｼ 児童室） 

もっとくわしく知りたい人は 

大人むけの本を読んでみよう。 

◆『さわっておどろく!』 

広瀬 浩二郎∥著 岩波書店 

（Ｙ369.275/ﾋﾛ ユースコーナー） 

◆『五感の力でバリアをこえる』 

成松 一郎∥著 大日本図書 

（Y369.27/ﾅﾘ ユースコーナー） 

◆『点字・点訳基本入門』

当山 啓∥著 産学社 

（801.91 /ﾄｳ 一般開架） 

インターネットで調べる

（最終確認日 2021.6.20） 

◆ひとりで学べるたのしい点字
アニメや動画などをつかって、点字のしくみをた

のしく学ぶことができます。 

http://www.tenji-naiiv.net/ 

◆点字探検隊
点字のれきし、しくみ、かきかたなど、はじめて

学ぶ人にも、わかりやすく紹介しています。 
http://www.ypec.ed.jp/webkyou/tenji/ 

◆国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ
点字についてどんな本があるか、調べることがで

きます。 

https://iss.ndl.go.jp/children/top 

2013.9 作成 

わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１

https://www.library.pref.iwate.jp/ 

エレベーターやトイレ、案内

板などで見かける、凸凹の点

の文字。点字を調べてみよう。

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.13

て  ん  じ 
（2017.5 改訂） 

（2021.6 改訂） 



『点字について話そう』 

黒崎 惠津子∥文 

汐文社（J801/ｸﾛ）

（J383/ｵｸ/3）

『暗やみの中のきらめき』 

マイヤリーサ ディークマン∥著 

古市 真由美∥訳 

汐文社（J289/ﾌﾞﾗ）

 まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー  

ドをみつけることもできるよ。 

◆『総合百科事典 ポプラディア』

ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

◆『きっずジャポニカ』

小学館 （JR031/ｷﾂ） 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

しかくしょうがい 点字プレート 

バリアフリー さわる 指先 

  どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。 

◆『新・どの本で調べるか』

リブリオ出版（JR028/ｼﾝ/2006） 

OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく

本をさがそう！ 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。

こんな本、見つけた！

約 200 年前、点字を発明

したフランス人、ルイ・ブ

ライユ。ルイの人生が現代 

の少年レオの目をとおして語られます。

レオもまた点字を使っている少年です。 

点字を使う人々にとって、 

点字は使いやすいものに 

なっているでしょうか。 

じっさいに使っている人たちに、ふだん

思っていることを語ってもらった本です。 

日本語を書き表す文字に

は、4 種類あります。漢字、

ひらがな、カタカナ、ロ－マ字です。ロ

－マ字を紹介しながら、日本の点字と構

造が似ていることを教えてくれます。 

さわる絵本です。目の見える 

子も不自由な子も、いっしょに楽しめます。

絵本にさわりながら、指先がどう感じるの

か、どういう工夫がなされているのか、知

ることができます。 

点字は身近なところにありま

す。洗たく機やポストにもつ 

いています。点字についてクイズやゲーム 

を使って、楽しく学ぶことができます。

もちろん読み方も教えてくれます。 

『点字って、なに?』 

こどもくらぶ∥編 

岩崎書店（J 801/ｼﾗ/1） 

『これ、なあに?』 

バージニア A.イエンセン・ドーカス 

W ハラー∥作 きくしま いくえ∥訳

偕成社（ｴﾎﾝ/ｲ） 

学研（J460/ｲﾉ）

『日本のロ－マ字と点字』

稲葉 茂勝∥著 

小峰書店 （Ｊ801/ｾｶ/15） 

オーパック 
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   こどもくらぶ∥編 岩崎書店  
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◆『点字のれきし』 

黒崎 惠津子∥文 汐文社  

（J 801/ｸﾛ 児童室） 

◆『闇を照らす六つの星』 
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