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山口県立山口図書館には、大きな文字で印刷されていて読みや

すい、「大
だい

活
かつ

字
じ

本
ぼん

」があります。この冊子には、2018 年 4 月から

2022 年 3 月までに受け入れた大活字本を掲載しています。 

 

◎「大活字本コーナー」…1 階「仕事と暮らしのフロア」内 

他のフロアや書庫にある本もあります。 

場所がお分かりにならないときは、お気軽に職員へお尋ねください。



（１） 

 

― よくあるご質問 ― 

Q. 大活字本って何ですか？ 

A. 大活字本は、弱視の方や高齢の方でも見やすいように、大きな活字で印刷

された本です。通常の本と比べて１ページに印刷される文字数が少ないた

め、1 冊分の内容が分冊されて発行されることが一般的です。 

 

Q. 県立図書館にある大活字本は、この冊子に載っているものだけですか？ 

A. 2018 年 3 月までに受け入れた本はこのリストには掲載していません。 

当館では約 1,300 冊の大活字本を所蔵しています。 

お探しの本があれば、県立図書館へお問い合わせください。 

 

Q. 弱視なのですが、通常の本を読むための設備はありますか？ 

A. マルチメディアデイジー室と、人文と社会のフロアの「新聞コーナー」

に、拡大読書器を 1 台ずつご用意しています。また、カウンターには眼鏡

やルーペもご用意しています。 

 

Q. 県立図書館へ行くのが難しいのですが、利用ができますか？ 

A. 「遠隔地利用者返却サービス」、「e-Net 貸出サービス」、「郵送貸出」など

のサービスがあります。また、当館の本を、市町立図書館の窓口を通じて

取り寄せることもできます。10 ページの利用案内をご覧ください。 

 

Q. 本に関する問い合わせはできますか？ 

A. 本に関することや、お調べものに関することは、県立図書館総合サービス

グループまでお問い合わせください。県立図書館のカウンターやホームペ

ージ、手紙(はがき)、ファックスでも受け付けています。 

  



（２） 

 

●小説  著者名の五十音順に並んでいます。 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

芥川龍之介大活字本シリーズ 1  

蜘蛛の糸 
芥川 龍之介 三和書籍 2020 A 39 

芥川龍之介大活字本シリーズ 2  

蜜柑 
芥川 龍之介 三和書籍 2020 A 39 

芥川龍之介大活字本シリーズ 3 

羅生門 
芥川 龍之介 三和書籍 2020 A 39 

芥川龍之介大活字本シリーズ 4  

鼻 
芥川 龍之介 三和書籍 2020 A 39 

芥川龍之介大活字本シリーズ 5  

杜子春 
芥川 龍之介 三和書籍 2020 A 39 

芥川龍之介大活字本シリーズ 6  

河童 
芥川 龍之介 三和書籍 2020 A 39 

芥川龍之介大活字本シリーズ 7  

舞踏会 
芥川 龍之介 三和書籍 2021 A 39 

春山入り（上下） 青山 文平 埼玉福祉会 2020 A 58 

阿蘭陀西鶴（上下） 朝井 まかて 埼玉福祉会 2019 A 83 

太宰治大活字本シリーズ 1 

人間失格 
太宰 治 三和書籍 2022 D 49 

太宰治大活字本シリーズ 2 

走れメロス 
太宰 治 三和書籍 2022 D 49 

春風伝（上中下） 葉室 麟 埼玉福祉会 2018 H 26 

蒼天見ゆ（上下） 葉室 麟 埼玉福祉会 2018 H 26 

ナミヤ雑貨店の奇蹟（上下） 東野 圭吾 埼玉福祉会 2020 H 55 

流星の絆（上中下） 東野 圭吾 埼玉福祉会 2018 H 55 



（３） 

 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

星月夜（上下） 伊集院 静 埼玉福祉会 2021 I 29 

空飛ぶタイヤ（1～5） 池井戸 潤 埼玉福祉会 2018 I 33 

若き獅子 池波 正太郎 埼玉福祉会 2019 I 34 

抜討ち半九郎（上下） 池波 正太郎 埼玉福祉会 2021 I 34 

新選組颯爽録（上下） 門井 慶喜 埼玉福祉会 2019 Ka 14 

一朝の夢（上下） 梶 よう子 埼玉福祉会 2020 Ka 22 

私のなかの彼女（上下） 角田 光代 埼玉福祉会 2020 Ka 28 

悪党の裔（上中下） 北方 謙三 埼玉福祉会 2021 Ki 65 

千日のマリア（上下） 小池 真理子 埼玉福祉会 2021 Ko 31 

吉原手引草（上下） 松井 今朝子 埼玉福祉会 2020 Ma 77 

奥羽の二人（上下） 松本 清張 埼玉福祉会 2020 Ma 81 

鬼火の町（上下） 松本 清張 埼玉福祉会 2018 Ma 81 

望郷（上下） 湊 かなえ 埼玉福祉会 2020 Mi 39 

お順（1～4） 諸田 玲子 埼玉福祉会 2019 Mo 77 

コンビニ人間 村田 沙耶香 埼玉福祉会 2021 Mu 59 

長いお別れ（上下） 中島 京子 埼玉福祉会 2020 N 34 

家守綺譚 梨木 香歩 埼玉福祉会 2021 N 55 

坊っちゃん（上下） 夏目 漱石 ぺんで舎 2020 N 58 

夏目漱石大活字本シリーズ 1 

坊ちゃん 
夏目 漱石 三和書籍 2021 N 58 



（４） 

 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

夏目漱石大活字本シリーズ 2 

草枕 
夏目 漱石 三和書籍 2021 N 58 

夏目漱石大活字本シリーズ 3 

こころ（1～2） 
夏目 漱石 三和書籍 2021 N 58 

夏目漱石大活字本シリーズ 4 

三四郎（1～2） 
夏目 漱石 三和書籍 2021 N 58 

夏目漱石大活字本シリーズ 5 

それから（1～2） 
夏目 漱石 三和書籍 2021 N 58 

夏目漱石大活字本シリーズ 6 

吾輩は猫である（1～3） 
夏目 漱石 三和書籍 2021 N 58 

夏目漱石大活字本シリーズ 7 

夢十夜 
夏目 漱石 三和書籍 2021 N 58 

武田三代（上下） 新田 次郎 埼玉福祉会 2019 N 88 

陽炎（上下） 朝田 次郎 埼玉福祉会 2021 N 88 

私に似た人（上中下） 貫井 徳郎 埼玉福祉会 2019 N 99 

まぶた 小川 洋子 埼玉福祉会 2019 O 24 

ことり（上下） 小川 洋子 埼玉福祉会 2021 O 24 

我が家の問題（上下） 奥田 英朗 埼玉福祉会 2018 O 54 

かずら野（上下） 乙川 優三郎 埼玉福祉会 2021 O 86 

まるまるの毬（上下） 西條 奈加 埼玉福祉会 2020 Sa 19 

春を背負って（上下） 笹本 稜平 埼玉福祉会 2019 Sa 76 

故郷忘じがたく候 司馬 遼太郎 埼玉福祉会 2020 Sh 15 

かたみ歌（上下） 朱川 湊人 埼玉福祉会 2017 Sh 99 

花まんま（上下） 朱川 湊人 埼玉福祉会 2019 Sh 99 



（５） 

 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

終わった人（上下） 内館 牧子 埼玉福祉会 2021 U 14 

はちまん（1～4） 内田 康夫 埼玉福祉会 2018 U 14 

深川恋物語（上下） 宇江佐 真理 埼玉福祉会 2019 U 52 

愚者の毒（1～3） 宇佐美 まこと 
大活字文化  

普及協会 
2018 U 92 

孤舟（上下） 渡辺 淳一 埼玉福祉会 2020 W 46 

利休にたずねよ（上中下） 山本 兼一 埼玉福祉会 2019 Y 31 

信長死すべし（上中下） 山本 兼一 埼玉福祉会 2021 Y 31 

真相（上下） 横山 秀夫 埼玉福祉会 2018 Y 79 

横道世之介（上中下） 吉田 修一 埼玉福祉会 2020 Y 86 

初恋温泉 吉田 修一 埼玉福祉会 2021 Y 86 

誉れの赤（上下） 吉川 永青 埼玉福祉会 2021 Y 89 

暁の旅人（上下） 吉村 昭 埼玉福祉会 2018 Y 91 

 

  



（６） 

 

●エッセイ  出版年の順に並んでいます。 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

漱石の長襦袢（上下） 半藤 末利子 埼玉福祉会 2018 914.6/P 8 

ひとり暮らし 谷川 俊太郎 埼玉福祉会 2019 914.6/P 9 

いまも、君を想う 川本 三郎 埼玉福祉会 2020 914.6/Q 0 

それでもこの世は悪くなかった 佐藤 愛子 埼玉福祉会 2020 914.6/Q 0 

ちいさな言葉（上下） 俵 万智 埼玉福祉会 2020 914.6/Q 0 

なつかしい時間 長田 弘 埼玉福祉会 2020 914.6/Q 0 

老いること暮らすこと 平岩 弓枝 埼玉福祉会 2021 914.6/Q 1 

林住期 五木 寛之 埼玉福祉会 2021 914.6/Q 1 

随想春夏秋冬 宮城谷 昌光 埼玉福祉会 2021 914.6/Q 1 

 

 

 

 
  



（７） 

 

●総記・人文・社会科学 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

大きな字でわかりやすい 

パソコン入門 改訂 2 版 
AYURA 技術評論社 2018 007.6/P 8 

大きな字でわかりやすい 

エクセル 2019 入門 
AYURA 技術評論社 2020 007.63/Q 0 

大きな字でわかりやすい 

ワード&エクセル 
AYURA 技術評論社 2021 007.63/Q 1 

大きな字でわかりやすい 

キーボード入力 改訂 2 版 

技術評論社 

編集部 
技術評論社 2018 007.65/P 8 

人生は 70 歳からが一番面白

い 
弘兼 憲史 

SB クリエイ

ティブ 
2019 159.79/P 9 

歴史の愉しみ方 

忍者・合戦・幕末史に学ぶ 
磯田 道史 埼玉福祉会 2018 210.04/P 8 

サムライの掟（上下） 山本 博文 埼玉福祉会 2020 210.5/Q 0 

幕末入門（上下） 中村 彰彦 埼玉福祉会 2021 210.58/Q 1 

昭和史入門（上下） 保阪 正康 埼玉福祉会 2020 210.7/Q 0 

無私の日本人（上下） 磯田 道史 埼玉福祉会 2021 281.04/Q 1 

ジーノの家（上下） 内田 洋子 埼玉福祉会 2021 293.7/Q 1 

旅をする木 星野 道夫 埼玉福祉会 2019 295.394/P 9 

日本辺境論 内田 樹 埼玉福祉会 2018 361.42/P 8 

 

 

 

 



（８） 

 

●自然科学・技術・スポーツ 

タイトル 著者名 出版者 出版年 請求記号 

やってはいけないウォーキ

ング 
青柳 幸利 SB クリエイティブ 2018 498.35/P 8 

大きな字でわかりやすい

LINE 入門 
岩間 麻帆 技術評論社 2019 547.48/P 9 

大きな字でわかりやすい

Twitter ツイッター入門 
リンクアップ 技術評論社 2021 547.48/Q 1 

大きな字でわかりやすい

iPad 超入門 改訂 2 版 
リンクアップ 技術評論社 2018 548.29/P 8 

大きな字でわかりやすい 

スマートフォン超入門  
リンクアップ 技術評論社 2019 694.6/P 9 

ラグビー・ロマン  

岡仁詩とリベラル水脈 
後藤 正治 埼玉福祉会 2019 783.48/P 9 
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●ティーンズ  ※すべてこどもとしょしつにあります。 

 

＜講談社 大きな文字の青い鳥文庫＞  

請求記号順 

タイトル 著者名 出版年 請求記号 

はたらく地雷探知犬 大塚 敦子 文・写真 2015 J/319 

ゾウのいない動物園 上野動物園

ジョン、トンキー、花子の物語 

岩貞 るみこ 作 

真斗 絵  

田丸 瑞穂 写真 

2014 J/イワ 

ハチ公物語 待ちつづけた犬 

岩貞 るみこ 作 

真斗 絵 

田丸 瑞穂 写真 

2010 J/イワ 

一休さんは名探偵!! 

タイムスリップ探偵団と電光石火

のとんち一大合戦の巻（上下） 

楠木 誠一郎 作 

岩崎 美奈子 絵 
2015 J/クス 

西遊記（上下） 

呉 承恩 原作 

小沢 章友 文 

山田 章博 絵 

2015 J/ゴシ 

星の王子さま 
サン=テグジュペリ 作  

三田 誠広 訳 
2010 J/サン 

アンの青春（上中下） 

L.M.モンゴメリ 作 

村岡 花子 訳 

HACCAN 絵 

2011 J/モン 

アンの愛情（上中下） 

L.M.モンゴメリ 作  

村岡 花子 訳 

HACCAN 絵 

2013 J/モン 

若おかみは小学生! Part１～8 
令丈 ヒロ子 作 

亜沙美 絵 

2009 

～ 

2014 

J/レイ 
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― 利 用 案 内 ― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 利用カードを作るには 

⚫ 本を借りるには、利用カードが必要です。 

⚫ 利用カードのお申し込みには、身分証明書（運転免許証等）が 

必要です。 

⚫ 貸出冊数 ： 1 人 10 冊以内 

⚫ 貸出期間 ： 3 週間以内 

 

 県立図書館への来館が難しい方へ 

● 遠隔地利用者返却サービス 

…県立図書館の本を、お近くの市町立図書館で返却できます。 

● e-Net 貸出サービス 

…インターネットで申し込み、県立図書館の本を、お近くの 

市町立図書館で受け取り、返却することができます。 

● 郵送貸出 

…下肢障害などの障害者手帳等をお持ちの方は、本を郵送で 

ご自宅までお届けします。 

上記のサービスについては、山口県立図書館総合サービスグループ 

（083－924－2114）までお問い合わせください。 

また、当館の本を、市町立図書館の窓口を通じて取り寄せることもできま

す。詳しくはお近くの図書館までお問い合わせください。

●開館日 火曜日～金曜日：9 時～19 時 

●開館日  （こどもとしょしつは 17 時まで） 

土曜日・日曜日・祝日：9 時～17 時 

 

●閉館日 月曜日 

●月末整理日 

（月末が土曜日・日曜日の場合は、直前の金曜日） 

●年末年始・資料点検期間 



 
 

 

〒７５３－００８３ 

山口市後河原１５０－１ 
 

TEL  ０８３－９２４－２１１１（代表） 

TEL  ０８３－９２４－２１１４（レファレンス） 

FAX  ０８３－９３２－２８１７ 

ホームページ https://library.pref.yamaguchi.lg.jp 

山口県立山口図書館へのアクセス 
JR 山口線山口駅から 徒歩 20 分 

県庁前バス停から 徒歩 10 分 

美術館前バス停から 徒歩 5 分 

2022.04.01 

●山口県庁

←小郡 県庁前 津和野→

国道9号線

　　県立博物館　●

●教育会館

　　県立美術館　● P 山口県立

山口図書館

　　

　　山口市役所　● 美術館前

●サンルート（ホテル）

県道２０４号線

●中央郵便局

＝バス停

JR山口駅

点字図書館・文書館

アーケード

美術館前

P
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ー

ク
ロ
ー

ド


