
No. 書名 著者名 出版者 製作年

1 2013年カレンダー  九星占い 多治見点訳友の会 2013

2 点字電話帳 岐阜県版 西日本電信電話株式会社 2011.11

3 第１期　多治見市障害福祉計画 1 多治見市役所 健康福祉部 多治見点訳友の会 2009.7

4 第１期　多治見市障害福祉計画 2 多治見市役所 健康福祉部 多治見点訳友の会 2009.7

5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案 多治見点訳友の会 2006

6 岐阜県視覚障がい者福祉の手引き  平成24年度版 岐阜県健康福祉部 岐阜県健康福祉部 2012

7 うさこちゃんとどうぶつえん ディック・ブルーナ 福音館書店

8 うさこちゃんのたんじょうび ディック・ブルーナ 福音館書店

9 はじめての点字 おむすびころりん 多治見点訳友の会

10 はじめての点字 おおきなかぶ 多治見点訳友の会

11 イナバ川の大水 多治見点訳友の会

12 おじぎ 父の詫び状より 向田邦子 多治見点訳友の会

13 濃が池 多治見点訳友の会

14 小林カツ代の手料理上手の暮らしメモ 1 小林カツ代 多治見点訳友の会

15 小林カツ代の手料理上手の暮らしメモ 2 小林カツ代 多治見点訳友の会

16 点字資料 車中のみなさま 父の詫び状より 多治見点訳友の会

17 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア /作 多治見点訳友の会

18 １００万回生きたねこ 佐野洋子 /作・絵 多治見点訳友の会

19 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 星川安之 /共著 ぶどうの木

20 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 星川安之 /共著 ぶどうの木

21 日本の名作童話　ごんぎつね ２ 多治見点訳友の会 1995.4

22 マッチうりのしょうじょ アンデルセン /原作 多治見点訳友の会 1995.12

23 世界一しあわせなタバコの木。 池沢夏樹 /文 多治見点訳友の会 1997.1

24 生きることば　あなたへ 瀬戸内寂聴 多治見点訳友の会 1999

25 老いの風景 1 渡辺哲雄 多治見点訳友の会 1999

26 老いの風景 2 渡辺哲雄 多治見点訳友の会 1999

27 老いの風景 3 渡辺哲雄 多治見点訳友の会 1999

28 老いの風景 4 渡辺哲雄 多治見点訳友の会 1999

29 老いの風景 5 渡辺哲雄 多治見点訳友の会 1999

30 すきですゴリラ アントニー・ブラウン /作 絵 多治見点訳友の会 1999

31 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ /さく え 多治見点訳友の会 1999

32 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ 多治見点訳友の会 1999

33 みみずくの夜メール 1 五木寛之 多治見点訳友の会 1999

34 みみずくの夜メール 2 五木寛之 多治見点訳友の会 1999

35 森の贈り物 深井せつ子 多治見点訳友の会 1999

36 南極のペンギン 高倉健 多治見点訳友の会 2001

37 リトルターン ブルック・ニューマン /作 多治見点訳友の会 2001.11

38 しろいうさぎとくろいうさぎ ガースウイリアムズ /ぶん え 多治見点訳友の会 2001.11

39 世界がもし１００人の村だったら 池田香代子 /再話 多治見点訳友の会 2001.12



No. 書名 著者名 出版者 製作年

40 大好きだるまー 大橋歩 多治見点訳友の会 2003.1

41 ふらのの風になって 丹沢裕子 /絵と文 アスク 2004.7

42 帰れよや我が家へ 1 森繁久弥 多治見点訳友の会 2004.11

43 帰れよや我が家へ 2 森繁久弥 多治見点訳友の会 2004.11

44 五体不満足 1 乙武洋匡 多治見点訳友の会 2004.11

45 五体不満足 2 乙武洋匡 多治見点訳友の会 2004.11

46 五体不満足 3 乙武洋匡 多治見点訳友の会 2004.11

47 木の根橋 ふじたふみえ /ぶん アスク 2004.12

48 サンタのおばさん 東野圭吾 /作 多治見点訳友の会 2005

49 おやゆびひめ いもとようこ /文・絵 多治見点訳友の会 2005.12

50 盲導犬クイールの一生 石黒謙吾 /文 多治見点訳友の会 2005.4

51 ちび象ランディと星になった少年 坂本小百合 /原案 多治見点訳友の会 2005.7

52 しあわせなモミの木 シャーロット・ゾロトウ /文 多治見点訳友の会 2005.12

53 子供たちに伝えたい岐阜空襲体験談 第1巻 岐阜市 /編集 岐阜市 2006

54 子供たちに伝えたい岐阜空襲体験談 第2巻 岐阜市 /編集 岐阜市 2006

55 子供たちに伝えたい岐阜空襲体験談 第3巻 岐阜市 /編集 岐阜市 2006

56 きょうりゅう大すき！ アンジェラ・マカリスター /作 点訳友の会 2006.11

57 これ、なあに？ バージニア・Ａ．イエンセン /作 偕成社 2007.1

58 ちびまるのぼうけん フィリップ・ヌート /作・絵 偕成社 2007.1

59 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 桜雲会 /編 桜雲会出版部 2008.7

60 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 桜雲会 /編 桜雲会出版部 2008.7

61 点字般若心経 東方出版 /編集 東方出版 2008.9

62 千の風になって 新井  満 /日本語詩 多治見点訳友の会 2009

63 哲ちゃんのひとり言 長谷川哲 /作 多治見点訳友の会 2009.6

64 あらしのよるに 木村裕一 /原作 多治見点訳友の会 2009.7

65 生きていてよかった 相田  みつを 多治見点訳友の会 2009.7

66 ともだちや 内田  麟太郎 /作 多治見点訳友の会 2009.7

67 熊の敷石 1 堀江  敏幸 多治見点訳友の会 2009.7

68 熊の敷石 2 堀江  敏幸 多治見点訳友の会 2009.7

69 佐賀のがばいばあちゃん 1 島田  洋七 多治見点訳友の会 2009.7

70 佐賀のがばいばあちゃん 2 島田  洋七 多治見点訳友の会 2009.7

71 しろくまちゃんのほっとけーき 森比左志 こぐま社 2009.7

72 パンプルムース！ 江国  香織 /文 多治見点訳友の会 2009.7

73 視覚障害者の老後を豊かにするための本 上巻 桜雲会 /編 桜雲会点字出版部 2010.5

74 視覚障害者の老後を豊かにするための本 下巻 桜雲会 /編 桜雲会点字出版部 2010.5

75 ひろがる！ 多治見市健康福祉部健康福祉政策課 /編 多治見点訳友の会 2011.3

76 ゲゲゲの女房 1 武良布枝 多治見点訳友の会 2011.9

77 ゲゲゲの女房 2 武良布枝 多治見点訳友の会 2011.9

78 ちいさなあかちゃん、こんにちは！ リヒャルト・デ・レーウ /作 多治見点訳友の会 2011.9
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79 日本一短い「母」への手紙 福井県丸岡町 /編 多治見点訳友の会 2011.9

80 くまのがっこう あだち  なみ /絵 多治見点訳友の会 2011.9

81 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本  鶏介 /作 多治見点訳友の会 2011.9

82 星の王子さま サン＝テグジュペリ /作 多治見点訳友の会 2011.9

83 ＬＩＦＥ 加島祥造 多治見点訳友の会 2011.9

84 季節の料理レシピ集 すこやか食生活協会（制作） 2011.1

85 生き方サプリメント１０１錠 村瀬登志夫 多治見点訳友の会 2012

86 生き方サプリメント１０１錠　第２集 村瀬登志夫 多治見点訳友の会 2012

87 多治見市図書館録音図書目録 1 多治見ｱｲパートナーの会 多治見点訳友の会 2012

88 はれときどきぶた 矢玉  四郎 /作・絵 多治見点訳友の会 2012

89 モンテ・クリスト伯 1 デュマ 多治見点訳友の会 2012

90 モンテ・クリスト伯 2 デュマ 多治見点訳友の会 2012

91 モンテ・クリスト伯 3 デュマ 多治見点訳友の会 2012

92 調理の基本知識 すこやか食生活協会（制作） 2012.12

93 視覚障害者と健常者が共に楽しめるスポーツ 桜雲会 /編集 桜雲会点字出版部 2013.1

94 こぐまちゃんとどうぶつえん 森比左志 /著 こぐま社 2013.2

95 さわるめいろ 村山純子 /著 小学館 2013.2

96 小さな王さまとかっこわるい竜 なかがわちひろ 理論社 2012.3

97 童門冬二の先人たちの名語録1 童門冬二 中日新聞社 2012.7

98 童門冬二の先人たちの名語録2 童門冬二 中日新聞社 2012.7

99 童門冬二の先人たちの名語録3 童門冬二 中日新聞社 2012.7

100 みみずくの夜メール3 五木寛之 朝日新聞掲載より 2012.7

101 みみずくの夜メール4 五木寛之 朝日新聞掲載より 2012.7

102 みみずくの夜メール5 五木寛之 朝日新聞掲載より 2012.7

103 引退犬 命の物語 沢田俊子 学習研究社 2012.8

104 倚りかからず 茨木のり子 ちくま文庫 2012.9

105 多治見暮らしの便利帳 多治見市役所 秘書広報課 2013.7

106 ちっこばあばの泣いた夜 福明子 新日本出版社 2013.7

107 七頭の盲導犬と歩んできた道 沢田俊子 学研教育出版 2014.1

108 日本の七十二候を楽しむ　第1巻・第２巻 白井明大 東邦出版 2014.3

109 小さなおはなし 毎日新聞掲載より 2014.3

110 天風の吹くとき 福明子 国土社 2014.3

111 詩集 トマトとガラス 荘司武 かど創房 2014.4


