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対面リーディング通信 2016年
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4月に入り、いよいよ新年度が始まりました。

当センターの対面リーディングは担当職員が交代し、新たなスタートを迎える

ことになりました（詳しくは10ページをご覧下さい）。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

今月号の主な内容

対面リーディング難所物語 漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！（その８） 二村 晃 ２

寄り道・回り道 PIZZA SALVATORE CUOMO梅田 杉原 佳子 ３

誌上勉強会 「音訳」と「朗読」を考える 木村 謹治 ４

情報発信 加齢黄斑変性症 原田 美貴 ８

ちょこっとガイド・対面ボランティア活動20年表彰・おしらせ ９
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対面リーディングの難所物語 〈ＣⅢⅩⅦ〉

８０．今年も漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！（その８）

二村 晃
ふ た む ら あきら

137

穏やかな暖冬で明けた１月でしたが、下旬

から寒い日が多くなり、２月には寒波に震え

上がって過ごしました。それが３月の声を聞

くと、いきなり４月下旬か５月上旬のような

ポカポカ陽気の春が来て、と思うと又も寒波

の襲来。異常気象の平成28年です。

冬ごもりの２月、私の耳を慰めてくれたの

は、これまで縁がなかった少女マンガ、その

主人公の川畑すみれちゃん・10歳の可愛ら

しい姿でした。前年に両親が離婚した淋しさ

にめげず、母親と二人で明るく生きていく健

気な頑張りに、心から声援を送りたくなった

のです。たかが少女マンガと思っていました

のに、すっかり惹き込まれてしまいました。

関わりを持つ全ての人たちの幸せを願って、

ひたむきに前へと進む彼女の可憐さには、思

わず口許がほころんだことでした。多くの人

に読んで頂きたい漫画です。

すみれの父親は広島のテレビ局で報道局の

デスクをしていて、超多忙の生活。母親も、

都内のレストランでシェフをしており、彼女

も超多忙の毎日。お互いのすれ違いがこうじ

てその二人の隙間に父親を慕う女性が現われ、

とうとう離婚してしまったのです。

本書の内容は、小学４年生の夏休み、すみ

れが一年ぶりに父に会うことになり、一人で

新幹線に乗って父の住む広島を訪ねるお話、

『序章・夕暮れの花束』で始まります。が、

広島駅には父の姿がありません。とまどって

いるすみれに、「すみれちゃん？」と、若い

女性の声がかかります。川畑菜々恵、父親の

新しい奥さんでした。この日、山口県徳山港

でタンカー爆発の大事故があり、ニュース担

当の父は帰って来ません。すみれはこの女性

と宮島に行ったり、大田川の花火大会を見た

り、二日間を一緒に過ごし、父と会えないま

ま帰りの新幹線に乗ります。発車寸前にホー

ムを疾走して来る父と会えたすみれ、そのま

ま 列車に乗り込んだ父と、二人っきりでと

っくり感動の時間を持つことができたのです。

明るいすみれの周辺には、いつもほのぼのと

した空気が漂っています。

すみれの日常生活を描いた本篇は、４話で

構成。『第１話・すみれの家庭教師』では、

算数と理科が少し苦手なすみれに、母は彼女

のレストランで働く大学生の片桐君を斡旋。
あつせん

『第２話・すみれの休日』では、すみれの親

友みんみが登場、彼女の父親の運転で郊外に

ドライブ。河原でバーベキューを楽しみます。

『第３話・すみれの弁当作り』では、家庭教

師の片桐君と弁当作りコンテストに出場しま

す。『第４話・すみれのクリスマス』では母

へのプレゼントに、商店街の福引に夢を託す

お話。どれも楽しく読みました。

『すみれファンファーレⅠ』、松島直子作。

小学館刊、音訳制作は、大分県点字図書館。

大きな丸いダテ眼鏡、黒と白の横縞の長袖

Ｔシャツに、半ズボン姿のすみれちゃんは、

どんな時にも笑顔を忘れません。いつもにっ

こりで、何とも魅力的な女の子です。音訳は

絵の説明が詳しく丁寧ですし、少女と母の感

情の揺れも話の中でうまく描かれています。

でも、コマの転換に際して、「次ぎ」と掛け

声がかかるのが気になります。効果音に変更

なさったら如何でしょうか？ 今後の展開が

楽しみな作品です。〈つづく〉



- 3 -

寄り道・回り道 レポーター：杉原 佳子
すぎ は ら よ し こ

PIZZA SALVATORE CUOMO 梅田

【所在地】 大阪市北区曽根崎2-3-5梅新第一生命ビルディング１F
【電話番号】 06-6131-0271（デリバリー専用）

06-6312ｰ2165（予約・お問い合わせ）
【行き方】 JR東西線 北新地駅から東へ徒歩約5分
【営業時間】 （平日）ランチ 11:00～1５:30 ディナー 17:00～23:00

（土・日・祝日）11:00～23:00
※上記はデリバリーの営業時間です。

【URL】 http://www.salvatore.jp/restaurant/umeda/index.html

今回は、店舗ではなく、デリバリーをご紹

介したいと思います。

入学や卒業など春は、友人や家族も集まり、

ホームパーティーや女子会等で集まる機会が

たくさんあります。

そんな時に、電話１本で、気軽に利用でき

て、しかもおいしいのがSALVATORE C

UOMO（サルヴァトーレ・クオモ）です。

ピッツァの種類が豊富で、おいしそうで、

私はセレクトするのに迷いっぱなしでした。

関西では、大阪、京都、

神戸に店舗もありますが、

私が利用したのは、デリバ

リーの方です。あらかじめ

日時を伝えておくと、ピッ

ツァをお部屋まで届けに来

てくれます。

イタリアで“Pizzaiolo（ピッツァイオー

ロ）”と呼ばれる職人の技術を引き継ぎ、約

400度の新窯で焼き上げたピッツァは、何

枚でも食べたくなるおいしさでした。

ピッツァのデリバリーは、他のお店も複数

あると思うのですが、こちらのお店は、「自

宅のテーブルでプロのイタリアンを気軽に楽

しむ」という雰囲気になります。

ワインとサラダを自宅に用意しておけば、

後は一人1000円以下の予算で、５～６人で

３種類程度の華やかなプロのお味のピッツァ

が楽しめますし、パスタやサラダなどのサイ

ドメニューもオーダーする事が出来ますから、

レストランでの外食よりリーズナブルです。

他にも、春のファミリーセット3880円と

いったセットメニューもあります。

もちろん、デリバリーだけではなく、店舗

でもイタリアンが楽しめます。

自宅で友人達と楽しむ

食卓を、全て手作りでお

もてなしを、と頑張って

しまうのもいいのですが、

何点か「プロの味」を取

り入れるのも新鮮かなと

思いました。

ちなみに、私のおスス

メは、はちみつ味のピッツァです。初めて食

べたのですがハマッてしまいまして、次回も

これをオーダーしようと思っています。
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誌上勉強会 木村 謹治
き む ら き ん じ

対面リーディングの実際 １５

－ 「音訳」と「朗読」を考える －

「音訳と朗読」は、より良い対面リーディング・サービスを提供する上で、避けられない課

題です。今一度「声に出して読むこと」とはを考えてみましょう。

本を声に出して読むことは「朗読・音訳・

音声訳・音声化・音読・音写・表現読み」な

ど様々な言葉で表現されています。これらの

言葉は同じ事を意味しているのでしょうか、

それとも違った意味なのでしょうか。

辞書で調べると

朗読：声に出して読み上げること。特に、詩

歌や文章などをその内容をくみとり、感

情をこめて読み上げること。（デジタル

大辞泉）

音読：声を出して文章を読むこと。（大辞

林）

音訳：目の不自由な人に伝えるために，文字

などを音声化すること。音声訳。（大辞

林）

となります。

視点を変えて、文部科学省の資料を見まし

た。ホームページ「音読と朗読」には

１）「音読」は、黙読の対語だから、声に出
も く ど く たいご

して読むことは広く「音読」である。

２）「音読」は、正確・明晰・流暢（正し

く・はっきり・すらすら）を目標とする。

３）「朗読」は、正確・明晰・流暢に以下を

加える。

ア 作品の価値を音声で表現すること

イ 作品の特性を音声で表現すること

（読者の受け止めた作者の意図・作

品の意味・場面の雰囲気・登場人物

の性格や心情を）

また、言語教育研究所のホームページ・特

集「音読・朗読指導の基本と留意点」には以

下のことが書かれています。

◎文字で書かれたものを音声化して読むこと

が基本である。

◎自らの理解のために行う場合と、理解した

ものを他に伝えるために行う場合とに分け

てとらえることができる。

◎音読は、文章の客観的、伝達的な音声によ

る読みととらえることもできる。

◎朗読は、文章の主観的、自己表現的な音声

による読みととらえることもできる。

◎音読は無意味な音声化ではなく、文字や

文・文章を正確に音声化、意味化する理解

活動・伝達活動であり、さらに深い理解、

表現化が加わることによって成立する表現

活動であるととらえることができる。

◎『小学校学習指導要領解説 国語編』では、

「音読が、文章の内容や表現を理解し伝え

ることに重点があるのに対し、朗読は、児

童一人一人が自分なりに解釈したことや関

心や感動をしたことなどを、文章全体に対

する思いや考えとしてまとめ、表現性を高

めて伝えることに重点がある」と述べてい

る。

辞書よりは突っ込んだ説明

がなされています。但し、上

記の説明は、主に小学校における学校教育の
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指導法として書かれたものです。

見えてきたのは「朗読」とは、正確に、し

かも明晰で流暢に読むことは勿論、作者の意

図・作品の意味・場面の雰囲気・登場人物の

生活や心情などを自分なりに解釈し、表現性

を高めて伝える事らしいです。

では、朗読と音訳はどう違うのでしょう

か？

北川和彦さんの「『音訳』考」（2003年）

に以下のような記事が見つかりました。

朗読と音訳

「音訳」という言葉が使われるようになっ

てから、もう20年以上にもなったでしょう

か。「音訳ボランティア募集」などと新聞・

雑誌にもよく見かけるようになり、定着して

きた感があります。「音訳」とは「音声訳」

を略したものです。ところが、新しくボラン

ティア活動に加わった人達から「音訳と朗読

とどう違うの？」と聞かれることがよくあり

ます。また、長年ボランティア活動に参加し

てきた人の間でも、朗読を否定されたような

感じを持ち、音訳という言葉に、人間的な温

かみが感じられないという意見もちらほら耳

にします。

そこで、朗読という言葉に愛着を持ってい

る人のためにも、なぜ音訳という言葉を使お

うとするのかを、少し整理してみます。

＜１＞「朗読」…一般に朗読といえば、テ

レビ・ラジオの朗読に代表されるように、専

門性を身に付けた俳優・声優などが、文芸作

品を中心に、自己の個性や表現技術を駆使し

て原作のイメージを音声で表現するもので、

その作品の芸術性が前面におし出されます。

したがって私たち素人（？）には、満足のゆ

く表現に漕ぎつけるにはとても大変な努力を

必要とすることでしょう。「朗読」では、聞

き手は朗読作品そのものを鑑賞するのであっ

て、後述する「目のかわり」ではありません。

ボランティアを志す人たちのなかには、最

初は趣味朗読のサークル活動をしていた人が

多く、その後ボランティアをめざすようです。

大変よろこばしいことですが、朗読を楽しむ

ことと、視覚障害者が求めている目のかわり

のための読み方（音訳）とは、基本的に異な

るところがあることを認識しておくことが望

まれます。

＜２＞「音訳」…「目のかわり」と申しま

したが、音訳は視覚に障害を負った人のため

に読むことを言います。目的が「朗読」とは

異なるのです。随筆を読み

たい、歴史の本を読みた

い、技術の本を読みたいな

どと思ったとき、視覚障害

者にあっては、鑑賞ではな

く情報入手の手段として録音図書を求めてい

ます。音訳はこの目的のために、芸術性より

も「目のかわり」になるような配慮や工夫を

基本として行われます。「朗読」と区別して

「音声訳」（略して「音訳」）という言葉を

使う所以です。

そして視覚障害者が必要とするときに読め

るよう、求められた期限までに届けられなけ

れば、その目的を達することはできないでし

ょう。時間をかけて上手に朗読するのではな

く、能率よく迅速に、聞いて分かりやすく、

しかも原本に忠実に音訳しなければなりませ

ん。

以上、「朗読」と「音訳」の意味合いの違

いを整理してみましたが、いかがでしょうか。

両者に違いがあるということを理解していた

だけたうえなら、「朗読奉仕の会」「朗読ボ

ランティア」という呼び方にこだわることは

ありません。みなさんの所属しているグルー

プや図書館などで「朗読・・・」と使われて

いても一向に気にすることはありません。長

年使われ、愛着のある名称を変える気にはな

らないでしょうし、名称を変えなくても、活

動内容が視覚障害者の利用する図書づくりで

あるという認識が十分あり、そのための活動

であれば問題ではありません。世の中には言

葉とその内容が一致しないものが沢山あるの

が現実ですから。（※）

（※）『音訳ということばを使い始めた理

由は、かってボランティア自身の好みが前に

出すぎて、目的性が希薄な状況があり、目的

を忘れない方策として考えられたのです。現

実の活動が目的に沿ってしっかりしていれば

なんら呼称にこだわる必要はありません』
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以上まとめると、①一般に朗読といえば、

文芸作品を中心に、自己の個性や表現技術を

駆使して原作のイメージを音声で表現するも

ので、②その作品の芸術性が前面におし出さ

れます。

聞き手は朗読作品そのものを鑑賞するので

す。

一方、音訳は芸術性よりも「目のかわり」

になるような配慮や工夫が必要です。

また、時間をかけて上手に朗

読するのではなく、能率よく迅

速に、聞いて分かりやすく、し

かも原本に忠実に音訳し、求められた期限ま

でに届けるという事になるのでしょうか？

いかがでしょうか。何となく分かったよう

な、分からないような、消化不良を起こした

ような気がします。

朗読と言えば、森繁久彌さんと加藤道子さ

んの2人が声色を変えて登場人物を演じ分け

た日曜名作座を思い出します。取り上げられ

た題材は、明治から昭和初期の文芸作品から、

近年の軽いタッチの文芸作品までと幅広いも

のです。

他にも朗読劇という放送がありましたが、

僕の知る限りでは、すべて文芸作品だった気

がします。

文学作品以外を読むようになったのは、点

字図書館が初めてであり、点字図書館の独壇

場ではないでしょうか。（余計なことですが、

「どくだんじょう」の読みは「どくせんじょ

う」の誤読から出来た語らしいです）

次に富山盲ろう者友の会の「情報保障いろ

いろ(4) 音訳（2006年）」の記事を紹介し

ましょう。

朗読と音訳はどう違うのか

この解はそんなに簡単ではありません。と

いうのも、完成したものを聞くかぎりにおい

て、朗読・音訳を明らかに区別できる場合も

ある一方、ほとんど差がない場合もあるから

です。

しかし両者には、製作にあたってのアプロ

ーチの方法において、大きな相違があります。

それは、そもそも両者の目的が大きく違うた

めです。

朗読とは通例、朗読者による自己表現です。

朗読者の個性や感受性のもと、原本を解釈し、

演出し、表現する。ある種の芸術性を持ち、

聞く側は鑑賞するという立場になる。

対して音訳はあくまでも「目のかわり」で

す。視覚障害者が情報入手しうるべく、文字

を音に変換する。

その情報を得て、感受し、想像し、考え、

判断する主体は、音を聞く側の個人です。

受け手の主体性が確保されることは、情報

保障にとって重要な要素です。

ですから、ある原本に関して、朗読作品と

音訳物の両者が似た仕上がりになっていたと

しても、それはあくまでひとつの結果にすぎ

ず、それをもって、朗読と音訳を同一視する

理由にはなりません。

朗読と音訳の違いについて、やや本質的な

面から説明しました。

しかし実は、実際のケースでは、朗読・音

訳の違いは、主体性がどこにあるかといった

曖昧な差ではなく、もっと明確な違いとして

現れます。

音訳では絶対しない処理を朗読ではし、朗

読では絶対しない処理を音訳ではする。

そういう部分が、実際には多々出てきます。

これについては、音訳の技術を説明してい

く中で触れたいと思いますが、ともかく、朗

読と音訳を混同するくらいならば、とりあえ

ずは違うものとして認識した方がいいでしょ

う。

う～ん。朗読の定義はこれまでの意見とほ

ぼ同じですね。音訳の定義はあくまでも目の

かわりとして視覚障害者が情報入手するため

に、文字を音声に変換する事です。

あくまでも主体は視覚障害者で、感受し、

想像し、考え、判断するのは読み手ではない

と言う事です。

しかし、出来上がった作品はほとんど差が

ない場合もあるようです。違いは製作にあた

ってのアプローチの方法に、大きな相違があ
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ると言う事でしたね。

続いて下記のように書かれています。

音訳をする上で、最も基本的で最も大事な

要件は、「原文に忠実」という原則です。

しかし実際は、それだけでは不十分です。

“情報の補完”。

この仕事が音訳に欠かせない要素です。文字

情報を音声情報に変換する過程で、情報の量

は必ず低減します。対象物の性質等によって、

情報量の減りやすさにはずいぶん違いがあり

ますが、どのような対象でも、情報が少なか

らず低減することは避けられません。

語弊があるかもしれませんが、一定の低減

はやむを得ないと言えるでしょう。

肝心なことは、完成した音訳書によって、

原本を目で読む場合と同等の情報を得られる

かどうかです。

「目のかわり」という目的を如何に満たす

か。全ての判断はそこから導かれます。

できるだけ情報を減らさず、かつ、聞いて

理解しやすい形になるよう、手を加える必要

があるのです。その技術が、「処理」と呼ば

れるものです。

“音訳は棒読み”という誤解がまれにあり

ますが、そうではありません。聞きやすく、

理解しやすい音声にするためには、適度な抑

揚は必要です。

基本的な読み方に従って、原文に忠実に聞

き取りやすく読むだけでは、原文の要素を表

しきれない場合には「処理」が必要となりま

す。「処理」は情報補完の作業です。

視覚依拠の度合が高い部分ほど、「処理」

が欠かせません。「処理」が必要となる典型

的なケースには次のようなものがあります。

①符号

②同音異義語

③括弧に入った言葉

④ルビ

⑤外国語

⑥図、表、写真

音になおすのが難しい内容でも、よりわか

りやすく、より正確に「目のかわり」を果た

す読みをするために培われた技術が「処理」

です。「処理」と一言に言っても、その対応

方法はケース・バイ・ケース。

基本的な技術と用法を知った上で、それを

多様に組み合わせ、より良い読みを考えてい

くことになります。

ここまで読んで、朗読とは文学作品につい

てのみ言えるのかなあと思えてきました。

会話文を考える時、男女・青年と老人・職

業・時代、そして方言など現実世界では話し

方が違ってきます。

個人的には大阪弁の会話を

違ったイントネーションで読

まれた場合は気になります。

何が気になり、何が許容され

るかは個人差が大きいです。

ただ、対面リーディングは下読みをする事

が出来ず、処理をじっくり考えて読むことが

出来ない関係上、「朗読」とは縁遠い位置に

あるサービスと言えます。とは言え、サービ

スを提供していく関係者として無関心では居

られない課題ですね。

最後に、アルフレッド・トマティス（フラ

ンスの音響心理学者・言語学者）によれば、

脳のエネルギーの９０％は音によって作られ

るとも言われています。

音読は、自分の出した声を自分の耳で聴き

とるため、身体の働きが脳を活性化させ、黙

読に比べて３倍の理解力を生むと言われてい

ます。

すごいですね、音読はいいことずくめ。大

いに声を出して、頭を活性化させませんか！

今回も、結論を提示する事ができませんでした。幸い、録音図書の製作とは違い、対面リー

ディングは目の前の利用者に対するサービスです。その方の希望にあわせて柔軟に読んでいた

だければ幸いです。
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情報発信

加齢黄斑変性症
お う は ん

サービス部 原田 美貴
は ら た み き

今回取り上げる「加齢黄斑変性症」はあま

り知られていませんでしたが、iPS細胞を使

った初めての手術についてあちこちで報じら

れ、今ではとても有名になりました。もとも

と欧米に多かった病気でしたが、高齢化や生

活スタイルの変化によって、近年は日本でも

増えてきています。

この病気は50才を過ぎたころから見られ、

60～70代に最も多い眼の病気です。年を重

ねるごとに眼の中のフィルムと言われる部分、

網膜にダメージを受けることで起こります。

男性の発症率が多く、女性の約２倍もあると

も言われています。

普段私たちは「黄斑」という網膜の中心近

くの直径1.5～２ミリメートルの範囲で物を

見ていますが、この病気はこの黄斑が委縮し

たり、異常な血管が発生したりすることで見

えにくくなります。中心に靄がかかったよう
もや

になったり、物が歪んで見えたりと、一点で
ゆが

はなくある程度の範囲で見えにくくなります。

本来なら一番見やすい部分が見えづらくなり、

気になって視線をずらしてみても、靄や歪み

は見ようとする部分についてきます。

治療法に関しては、残念ながら現状では確

立されていません。初期症状の場合だったり、

一部薬物治療やレーザー治療が有効な場合も

あるようですが、視力が回復するとまではい

かないようです。また眼鏡の度数を変更して

も改善されません。

しかし、少しの工夫をすることで、今の日

常生活をより過ごしやすくすることもできま

す。この病気の方には文字などの見たいもの

を大きくすることが有効です。中心部が見え

にくくても周辺部を活用できる場合が多いか

らです。用具としては「ルーペ」や「拡大読

書器」などが挙げられます。

また中心は見えにくいですが、周辺の視野

が広く保たれているため、移動面ではそれほ

ど困難さを感じていない方が多いです。ご本

人にとって様々な面で困難さを感じられるか

もしれませんが、視力・視野では身体障害者

手帳に該当しない方が多いです。

最後にこの病気に限らずですが、初期には

良い方の眼が優位になって物を見るため、見

えにくさを自覚できないでいることがありま

す。

ここ何年か10月10日「目の愛護デー」の

朝刊に、「アムスラーチャート」という格子
こ う し

が書かれた正方形の図が掲載されています。

ネットで検索するとすぐ見つけることができ

ます。これは簡易版の視野測定表で、片目ず

つ格子の中心を見て格子に歪みがないか、霞
かす

んでいる部分はないかを調べられるものです。

自覚症状がなくても自分の見え方をチェック

できますので、健康管理と併せて行ってみて
あわ

はいかがでしょうか。何事も早期発見、早期

治療です!

注：上図は日本眼科学会ホームページより抜粋
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ちょこっとガイド

このコーナーは、視覚障害に関連する記事や図書館の事、その他、身近な情報をお届けする

コーナーです。

「点字ブロック」の日

この原稿を書いている今日、３月18日は

「点字ブロックの日」です。点字ブロックの

正式名称は「視覚障害者誘導用ブロック」。

現在、世界150か国以上で使われている点

字ブロックは日本人が考案したもので、196

5年（昭和40年）に三宅精一氏によって考え

られました。1967年3月18日に世界で初め

て岡山市の岡山県立岡山盲学校に近い国道25

0号原尾島交差点周辺（現：岡山県岡山市中

区）に世界で初めてに敷設されました。

タクシーが盲導犬乗車拒否

金沢市武蔵町のデパート前で盲導犬を連れ

た男性がタクシーに乗ろうとしたところ、乗

車拒否されました。実はこの運転手は、「以前、

盲導犬を乗せたときに座席が汚れ、次の客に

苦情を言われたため誤った対応をしてしまっ

た」という事でした。

道路運送法では、身体障害者の補助犬の乗

車を拒むことを禁じています。違反するとタ

クシー会社に一定期間、一部車両の運転停止

処分が下されるそうです。

「自炊」代行は著作権侵害 最高裁で確定

自炊という言葉をご存じですか？

自炊とは書籍を裁断、スキャナーで読み取

り電子化する事を「自炊」と言っています。

文字認識ソフトを使えば音声化できます。

2011年に作家の浅田次郎さん、東野圭吾

さん、林真理子さんら7人が代行業者を提訴。

代行業者が行う場合は著作権侵害に当たる

かどうかが争われた訴訟で、最高裁で、著作

権侵害に当たると判断した知財高裁判決が確

定しました。

もちろん、個人が自分のためにする行為は

私的複製として認められています。 （K）

ありがとうございます

３月８日（火）に行われたボランティア交流会において、対面リーディングで長年

ご活動いただいているお二人が２０年以上表彰を受けられました。

岩見 博司（イワミ ヒロシ）さん

最近では、主に小説やエッセイなど、文学作品を多く読んでいただいています。

お仕事をされながら活動いただいていた時期もあったかと思いますが、急な依頼で

あっても時間帯があえば引き受けてくださいました。とても頼もしい存在です。

江口 不二子（エグチ フジコ）さん

新聞や落語の本の対面リーディングでは、無理をお願いして毎日のように依頼す

ることもあったのですが、快くお引き受けくださっていました。

最近では、当館の対面ボランティア向け講習会で、体験談や活動にあたってのア

ドバイスをお話いただくなど、後に続くかたがたの育成にもご助力いただいていま

す。いつも朗らかで、頼りになるボランティアさんです。
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・対面リーディングの受付、コーディネートの担当が変わりました

これまで対面リーディングの受付・コーディネートを木田と福田の２名が担当しておりまし

たが、４月から木田が録音製作に異動となりました。木田の後任として山岡幸雄（やまおか

ゆきお）が新たに担当となります。どうぞよろしくお願いいたします。

木田 陽子

毎回の対面リーディングにご協力くださりありがとうございます。

前日になっても決まらなくて、遅い時間に電話したり、メール責めにしてしまったり…。

利用者さんのご希望に応えるためではありましたが、お忙しい中で無理なお願いをしてし

まい、すみませんでした。

貴重なお時間を割いて来てくださる皆さんのご協力があってこその対面リーディングサー

ビスだと感じています。

ここで学ばせていただいたことを大切に、また新たな気持ちで録音製作係の業務を頑張り

たいと思います。

5年間、本当にお世話になりました。

山岡 幸雄

みなさま初めまして。

今回、ご縁をいただき、３月１日より対面リーディングを担当させていただくことになり

ました、山岡幸雄と申します。

前職では福祉用具専門相談員として介護保険を利用した車いすや手すりの選定・貸与にた

ずさわっておりました。

数週間の勤務の中ではございますが、本当に数多くの方々が熱意をもって活動されている

ことに驚きながら、また、自分もお役に立てるよう、一つ一つできることを積み重ねてい

かねばと気持ちを新たにしております。

至らない点も多々あるかと思いますが、皆さんの姿勢から、人の役にたつということを

日々学ばせて頂きながら、精進していきたいと考えております。

どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。

春本番、春といえばやっぱり桜。桜といえば

…桜餅！花より団子の性格はなかなか変えら

れません。花粉症にはつらい季節ですが、春

の味覚と風情を楽しみたいと思います。（F）

日本ライトハウス 情報文化センター

550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2

06-6136-7704（対面専用）

06-6441-0039（サービス部）


