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対面リーディング通信 2016年
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２０１５年度の統計がまとまりました

○件数について
2015年度の分類別利用合計は1146件

で前年度より264件減少しました。また、

延利用件数は223件減の776件と３年連続

の減少となりました。

2015年度から対面の利用回数の上限を

週に５コマまでとしたことが全体数の減少

に影響したと考えられます。

次ページの分類別利用合計が延利用者数よ

りも多いのは１回２時間の間に複数の内容を

依頼されるケースがあるためです。

○利用者数
実利用者は42人で前年度より６人減少と

なりました。上記の理由により延利用件数は

大きく減少しましたが、実利用者数は、ほぼ

横ばいの状況です。

○利用状況
分類別に合計数に占める割合を見ると、

前年度に比べて資格試験問題が17％から

８％に半減した一方、コンピューター補助は

0.8％から５％に大きく増加しました。

また、社会科学も３％から６％に倍増して

います。3年続けて最も利用数が多かったの

は文学で、比率は２６％でほぼ横ばいでした。

その他では取扱説明書やチラシ・手紙類が

やや減少しています。語学・外国語は利用数

は変わりませんが延利用数の減少のため比率

が上がり、ベスト5の3位となりました。

「分類」については、どこに分類されるの

か分かりにくい図書、資料も多いかと思いま

す。分類番号の記入で迷われたときは職員に

ご相談ください。

○ボランティア数
125名（登録ボランティア数187名+臨

時６名）のボランティアの方にご協力いただ

きました。ありがとうございました。

2015年度は16名の方にご新規登録をい

ただきました。しかし、利用者の希望が多様

なことや、特定の曜日（特に土曜日）に予約

が集中するなどの理由で予約作業に手間取っ

ています。今年度もさらなるご協力をお願い

いたします。
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2015年度 対面リーディング利用状況報告

大分類 分 類 2015 2014
新聞・雑誌 １ 新聞 １７７ ２４６

２ 総合雑誌 ３２ ４６

１２ 鉄道雑誌・時刻表等 ２ ２

１３ スポーツ・スポーツ誌（競馬・相撲雑誌等） ３６ ２６

人 文 ・ 地 ４ 哲学･心理学・宗教 ４１ ３０

歴・哲学・ ５ 伝記・歴史・地理（旅行ガイド等を含む） ４５ ５１

社会 ６ 社会科学（社会福祉・政治・経済・株式） ６９ ４１

文学・芸術 １４ 芸術一般・芸能・音楽（楽譜等） ３４ ４９

１６ 文学・エッセイ ２９５ ３７９

１７ 短歌・俳句・川柳・詩 ２ ０

科 学 ・ 医 ７ 東洋医学 ３ １

学・技術 ８ 西洋医学 ９ ６

９ 数学・科学・物理・生物ほか １ ３

１１ 工学（コンピュータ・無線等） ３ ３

資 格 ・ 検 ３ 資格試験問題 ９４ ２４４

定・語学 １５ 語学（英会話・TOEIC等）・外国語 １２４ １２３

生活一般 １０ 家事・育児・料理 ４ ５

１８ 各種取扱説明書（携帯電話等） ５ １６

１９ チラシ・手紙・ＤＭ・パンフレット等 ４９ ６９

その他 ２０ 代筆 ６５ ５７

２１ コンピュータ補助（データ修正等） ５５ １１

２２ その他 １ ２

合 計 １１４６ １４１０

延利用者数 ７７６ ９９９

年度別利用ベスト５

201５年度 201４年度 201３年度

① 文学・エッセイ ① 文学・エッセイ ① 文学・エッセイ

② 新聞 ② 新聞 ② 新聞

③ 語学・外国語 ③ 資格試験問題 ③ 資格試験問題

④ 資格試験問題 ④ 語学・外国語 ④ 語学・外国語

⑤ 社会科学 ⑤ チラシ・手紙など ⑤ 社会科学

201２年度 201１年度 2010年度

① 資格試験問題 ① 社会科学 ① 資格試験問題

② 文学・エッセイ ② 語学 ② 文学・エッセイ

③ 語学・外国語 ③ 資格試験問題 ③ チラシ・手紙・ＤＭ

④ 新聞 ④ 文学・エッセイ ④ 社会科学

⑤ チラシ・手紙など ⑤ 総合雑誌 ⑤ 総合雑誌
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2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 分類

１８０ １４３ ６７ ４８ ６２ １６８ ２１３ １９５ １

６８ ９６ ８５ ７１ ８１ １２０ １０１ １０２ ２

１１ ３ １ ５ ３ １ ３ ４ １２

４３ ３３ １３ ２ １ １２ １６ １９ １３

２９ ３０ １９ ２０ ２２ １３ ３１ １９ ４

８４ ５９ ３０ ５７ ２７ ９ １２ １２ ５

１０１ ９２ １９３ ９３ ４２ １３ ３７ ２２ ６

２９ ５６ ３９ １５ ８ １２ ４ ２７ １４

３３７ ２６４ １２９ ２１４ ２０７ １３０ ８９ ９１ １６

６ ２１ １７ １３ １６ ３０ ２３ １８ １７

２ ０ ５ ４ ３８ １１ ８ ２４ ７

２ ５ ３ ６ １９ ２３ ３ １１ ８

１４ １３ ４ ２ ６ １ １ ３ ９

１ １ ４ １２ ０ ４ ３ ３ １１

１４５ ２９７ １６４ ２２２ ４０ ６６ ３ ０ ３

１２０ １４５ １６７ ９９ ５３ ４１ ５１ ３０ １５

９ ３ ２ ６ ２ ２ ２ １ １０

８ ９ ９ １９ ６ ７ ６ ６ １８

８３ ９８ ８２ １３０ １１６ １１８ １１５ １１３ １９

７４ ４３ ３６ ３７ １５ ４０ １５ １８ ２０

９ １７ ３ ２ ３ １３ ８ ４ ２１

０ ５ ５ １２９ － － － － ２２

１３５５ １４３３ １０７７ １２０６ ７６７ ８３４ ７４４ ７２２

１０８３ １１４９ １０４３

［注］資格試験の主な内容は行政書士、医薬品登録販売者などです。
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対面リーディングの難所物語 〈ＣⅢⅩⅧ〉

８０．今年も漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！（その９）

二村 晃
ふ た む ら あきら

138

３連休が２度あって、その間に月曜と金曜

に２日勤務してまた連休という、「飛び飛び

３連休」の厄介なゴールデンウィークでした。

間の月曜と金曜も休みにして、思いきって

10連休とした粋な会社もあったようですが、

働き好きな日本のサラリーマンでは、一斉に

10連休とはいかないようですね。

例年、ゴールデンウィークには林先生のグ

ループ《Ｎ－ＢＵＮ》から、『ゴルゴ13』の

新作を送って頂いていたのですが、今年はど

うしたことか、試作品も送られてきません。

情文のサービス部にお願いして、目新しい漫

画の音訳作品を送って頂きました。

その中から、今月は面白かった一つをご披

露しましょう。

『忍者ハットリくん』藤子不二雄作

［登場人物］

・ハットリカンゾウ 一人前の忍者になるた

めに上京し、三葉家の厄介になる。忍法の
み つ ば

腕は超一流で、トビカゲ、ムササビ、金縛

りなど得意の忍術を駆使してケン一を助け

ている。

・三葉ケン一（けんいち） 勉強も運動もだ

が、部屋で忍者もののドラマを見ている時

にハットリくんが現れ、意気投合して友達

苦手に。

・ハットリシンゾウ カンゾウの弟。兄を追

って上京。まだまだ半人前だが、相手の脳

を痺れさせる「涙パワー」が最強の術。

・獅子丸 伊賀の忍者犬。主人のハットリく

んを慕って上京。大食漢でオッチョコチョ

イだが忠犬。

・ケムマキケムゾウ ケン一のクラスに転校

してきた甲賀忍者。普段は気の弱いふりを

している。

・影千代 甲賀の忍者猫。主人思いの忠猫。

・河合夢子 ケン一やケムマキが憧れている

美人のクラスメイト。頭が良くて優しいが、

怒りっぽいのが玉にキズ。

こんな主要メンバーにパパとママが加わっ

て、日常のお話が進みます。その一つ…

「パパ上をつけるでござる」 日曜日は、ど

こかに連れて行ってくれる約束だったのに、

パパは起きてくれません。その上、部長から

仕事の打ち合わせをしたいので、直ぐに来て

くれとの電話です。いそいそと出かけるパパ

を見て、ケン一はパパを尾行して、どんな打

ち合わせか探ってきてくれとハットリくんに

依頼します。パパはタクシーで部長邸に。ハ

ットリくんは影となって、トビカゲの術で後

を追います。部長邸では、麻雀が今や 酣 。
たけなわ

疲れているパパはやられっぱなし。見かねた

ハットリくんは不動金縛りの術でパパを応援

します。何とかツキが戻って勝つことができ

たパパでした。「どうだった？」と尋ねるケ

ン一に「物凄く大事な仕事の相談でござった

よ！」とハットリくんは澄まして説明。「ケ

ン一、今度の日曜こそ、みんなをどこかに連

れて行ってやるからな」とパパ。「うん、パ

パ、約束だよ」とお土産を貰ってケン一も嬉

しそうです。

忍法、「みんなニコニコの術」！いいです

ねえ。こんな漫画もなかなか楽しくてね。
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寄り道・回り道 レポーター 中川 亜希子
なかがわ あ き こ

森乃お菓子

【所在地】 大阪市北区 曽根崎新地1-1-43 第2大川ビル 1F

【行き方】 JR東西線北新地駅徒歩5分 京阪中之島線大江橋駅から269m

【営業時間】 16:30～売切次第終了 テイクアウトのみ

【定休日】 日曜日・祝日

電話で取り置き可能（昼間の予約は豊中の本店へ 06-6845-1250）

バラ園の花が咲く、新緑の風がすがすがし

い今日この頃、みなさまいかがお過ごしでし

ょうか。図書貸出係の中川です。

今回は、豊中にある「森のおはぎ」という

お店の北新地店「森乃お菓子」をご紹介しま

す。

こちらのお店がありますのは夜の街北新地。

飲み屋が軒を連ねるこの場所の活動時間に合

わせて、開店は夕方４時半からの営業です。

このおはぎの店、なんでこんなお酒とおつ

まみならいくらでも売っていそうな街に？と

思われる方が多いみたいで、お店のホームペ

ージでは、ここに出店しようとしたお店の人

の考えが語られていました。

『赤い顔のお父さんが「はい、これ、おみ

やげ」って小さな包みを持って帰ってくると

もう、無性にワクワクしませんでしたか？

歯も磨いて、パジャマに着替えてても「食べ

る！」というと、「明日にしなっ！」と母。

こんな、＜ワクワクうれしい手土産＞のある

風景をつくりたかったのです。』

そんな店の趣向もあってか、包装もとても

おしゃれでかわいらしく、お土産にぴったり

です。夕方４時半からの開店にもかかわらず、

ほぼ毎日売り切れて閉店するそうです。なの

で、もし遅い時間帯に購入をお考えの方、確

実に購入したい方には、電話予約をお勧めし

ます。

○お品書き○

・森のおはぎ4個入り。おはぎの種類と価格

は季節ごとに内容が変わります。（約630

～680円・左下写真）

・新地わらび（きなこ480円・抹茶560円

の2種類）

・木の実おこし （980円）

・あんずとクルミの最中（1150円）

・ねじねじかりんと（490円）

私は賞味期限の長い「木の実おこし」を買

って帰って、よくお茶うけ菓子にします。

テイクアウトのみなので、持って帰って自

分の好みのお茶と一緒にいかがでしょうか？
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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 １６

－ 言葉を考える１ 標準語・共通語・地方語 －

標準語・共通語と地方語（方言）の違いは

何となく分かるのですが標準語と共通語は同

じ意味合いでしょうか？ それとも全く別の

概念でしょうか？ さらに、公用語という言

葉もありますね。

一般的に日本国内における日本語に関して

言うと、共通語は、日本全国の人間に通じる

国語のことであり、標準語は、模範（標準）

となるべき正しい日本語のことです。実際に

は混同して用いられることも多い言葉です。

戦前と戦後しばらくは、標準語を身につけ

るべきとして、国民に強制され、方言が禁止

されました。それに対して、現在の学校教育

では「標準語」という概念は放棄され、地域

の言葉としての「方言」と、全国に通じる

「共通語」とは両立すべきものとして教えら

れています。

そもそも、明

治の中ごろまで

日本には方言し

かありませんで

した。一部の上

級武士たちが話

す武家社会共通

語がありました

が、大多数の日

本人は方言だけで暮らしていたのです。

しかも日本列島は南北に長く、方言も多種

多様。だから異なる地方の出身者が話して分

かり合うのは困難で、国家統一をスローガン

にした明治政府は、意見交換に苦労したとか。

なかでも困ったのは軍隊でした。軍隊は、

統制が絶対条件ですから共通の言葉が必要だ

ったのです。

命令伝達をするためにも、兵隊同志の言葉

が通じなくてはなりません。そのためには、

標準語が未確立であるため、軍隊固有の

「兵語」ともいうべき用語を生み出しました。
へ い ご

そこでは、和語がもつ地域的偏差をのりこ

えるために、漢字の音読みが使われました。

「誠心」を「せいしん」、「正直」を「せい

ちょく」、ズボンを「袴（こ）」、スリッパを

「上靴（じょうか）」、洗濯物を干す「物干

場（ぶっかんば）」、靴下を「軍足（ぐんそ

く）」等々と。言わば地域ごとに異なる呼称

は、漢音読みをすることで、共有がはかられ

たのです。

軍隊用語を読む時には、気をつけなければ

なりませんね。と言っても「ぶっかんば」と

読まれても何のことか分かりませんが。

さて、明治日本は、列島住民を日本国民と

して一つにするために、地域的な固有性をお

びた日本語を、国民が共有しうる言葉として

の「標準語」を「国語」として確立せねばな

りませんでした。

そこで、明治政府は統一国家にふさわしい

標準語を制定したのです。そのベースとなっ

たのが東京方言。なかでも「教育ある層の東

京弁」だったのです。ふさわしくない言葉を

そぎ落とし、足りない敬語などをプラス。こ

うして、東京弁に磨きをかけた「標準語」を

作り、学校教育で普及を図りました。

「標準語」作りが国家事業として推進され

るようになるのは明治時代も半ば過ぎからで

す。帝国大学博言学科の初代日本人教授とな
はくげんがく

った上田万年が、『国語のため』で初めて日
かずとし

本語において「標準語」の必要を説いたのが
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明治２８年、これを受けて文部省に国語調査

委員会が設置されたのが明治３５年です。

同委員会は全般的に近代日本語の基盤作り

を行うことが任務でしたが、その調査指針の

ひとつに「方言ヲ調査シテ標準語ヲ選定スル

コト」という柱が立てられており、明治３９

年には全国調査を踏まえて『口語法調査報告

書・同分布図』が刊行され、はじめて方言実

態が科学的に明らかにされました。

これを踏まえてトップダウンで「標準語を

選定する」という国家事業が推進された結果、

標準語の具体的規範が明瞭となり、その成果

は逐次学校教育に反映されることになりまし

た。

明治33年には従来分散されていた日本語

関係の教科が「国語科」として統合され、３

６年からは教科書が国定化されていきます。

国定教科書編纂にあたっては、『尋常小学

読本編纂趣意書』に「文章ハ口語ヲ多クシ用

語ハ主トシテ東京ノ中流社会二行ワルルモノ

ヲ取リカクテ国語ノ標準ヲ知ラシメ其統一ヲ

図ルヲ務ムルト共ニ…」と明記されました。

実質を備えた標準語が学校教育を席巻して

いく歴史的条件が明治後期において整ったこ

とになります。

この後、方言を

使った罰としての

「方言札」に象徴
ほうげんふだ

されるような過度

の標準語励行運

動、そして海外植

民地における皇民化教育の一環としての日本

語強制、また、大正14年から始まったラジ

オ放送で話される標準語により、共通の日本

語、標準語は広まっていき、日本の国語政策

は突き進んでゆくことになるのです。

「人工的に作られた」標準語に対して自然

発生的に誕生したのが共通語です。

共通語とは、一国のどこででも，互いの思

想や感情を伝え合うことのできる言語。日本

では東京語（特にその山の手言葉）がこれに

あたります。

そして共通語もテレビが普及し、進学や就

職で人々が行動範囲を広げ、言語的接触をす

ることで全国に広がり、進化していきます。

もとはどこかの方言でも、みんなが使って

共通に意思を通じ合えるようになれば、それ

は共通語に昇格します。

また、異なる言語を話す国民の間で，相互

に思想や感情を伝え合うことのできる言語で

す。

ヨーロッパ中世の学界・宗教界におけるラ

テン語はその例。現在の英語も，国際間の共

通の言語として用いられることが多いです。

さて、インドの紙幣を見られたことがあり

ますか？

紙幣の表に

はマハトマ・

ガンジーの肖

像画が描かれ

ています。

そして、アラビア数字とヒ

ンディー語・英語で額面が書

いてあります。

さらに、裏面には15の言語

で額面が書かれています。

すなわちアッサム語・ベン

ガル語・グジャラティ語・カ

ンナダ語・カシミール語・コ

ンカニ語・マラヤラム語・マ

ラティ語・ネパリ語・オリヤ

語・パンジャブ語・サンスク

リット語・タミール語・テルグ語・ウルドゥ

語です。

インドには、色々な人々の集団があると共

に、それらの人々が話す多様な言語がありま

す。少なくとも30の異なる言語があり、全

体で、2000前後の方言が使われています。

広い国土をもつインドでは、その言語のル

ーツもそれぞれで、日本の方言とは違い、イ

ンドの地域ごとの言葉は全く違う言語です。

インド憲法では、連邦政府の公的共通語と

して、ヒンディー語と英語の二つの言語の使

用を規定しています。また、連邦憲法はさら

に第8附則において22の指定言語を定めて

います。

インドの言語教育では、3言語以上を習得

する必要があります。そのため、教育課程の

上で、どの言語をいつ学習するかが重要な課

題となっているようです。
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そんなわけで、インドの人たちが3言語以

上を話せるのは一般的なようです。

中国も多民族・多言語の国です。歴史地図

を見ると征服したり、支配されたりとめまぐ

るしく勢力図が

入れ替わってい

ます。

この広い国土

の隅々まで支配

者の意思を伝え

るのに便利なものは、実は「漢字」だったの

です。

漢字は表意文字です。意味を表す機能を強

く持っている文字です。同じ漢字でも地方に

より発音は違っていたのですが、意味はほぼ

同じなので漢字は意思を伝えるのに便利だっ

たようです。

ところで「香港」は何と発音しますか？

当然「ホンコン」ですね。しかしこの発音は

広東語風です。香港は広東語でheung gon

gですがイギリス人が最初に地名を聞いたの

が香港の蛋民だったために蛋民訛りの広東語
たんみん

で「ホンコン」と言ったのを「hong kon

g」として記録し、それが日本に入ってきた

のです。

ちなみに中国語（北京語）では、xiāng

gǎng （シィァン ガン ）となります。

民族の定義は一定地域に共同の生活を長期

間にわたって営むことにより、言語、習俗、

宗教、政治、経済な

どの各種の文化内容

の大部分を共有し、

集団帰属意識によっ

て結ばれた人間の集

団の最大単位を言う

と定義されていま

す。

ところが、人々の暮らしている範囲と、そ

こに引かれた国境線はほとんど無関係で、

「国」と「言語」が完全に一致することは稀

です。特にアフリカや中東、北アメリカなど

直線で引かれた国境があります。これなど､

典型的な人的国境です。当然、国境と人々の

話す言葉の境界線は一致しません。

さて、日本はよく単一民族、単一言語と言

われますが、実はアイヌ語（アイヌ民族）や

琉球諸語（琉球民族）があります。

例えば、北海道の地名は、そのほとんどが

アイヌ語に由来しています。市町村の名前は

およそ8割がアイヌ語にもとづいていると言

えます。

現在の地名は、たいてい漢字で書かれてい

ますが、それは、アイヌ語で呼ばれていた地

名が日本語のカタカナなどで記録され、さら

に似た音の漢字が当てはめられたためです。

札幌：サツ・ポロ・ペツ 乾く・大きい・川

洞爺湖：トー・ヤ 湖・岸

標茶：シ・ペツ・チヤ 大きい・川・端

知床：シリ・エトク 地・突出部

などです。

また、ラッコやトナカイはアイヌ語から来

ています。

沖縄の言葉には、色んな学説がありますが、

2009年２月に、ユネスコが、方言ではなく、

「言語」だと発表しています。

琉球諸島には６つの言語があります。北か

ら「奄美語」、「国頭語」、「おきなわ語」、
くにがみ

「宮古語」、「八重山語」、「与那国語」です。
よ な ぐ に

これらの言語の中で、「おきなわ語」と

「国頭語」は何とかお互い通じ合いますが、

他はお互いほとんど通じ合わないほどかけ離

れた言語です。現在は琉球諸語を話す人は激

減しています。

BEGINの「島 人ぬ宝」の歌詞に
ビ ギ ン しまんちゆう

僕が生まれたこの島の唄を

僕はどれくらい知ってるんだろう

トゥバラーマも デンサー節も

言葉の意味さえわからない

と言う言葉があります。トゥバラーマも

デンサーも石垣島を含む八重山地方の方言で

す。ちなみにBEGINのメンバーも石垣島出

身です。

トゥバラーマは「訪う（とぶらう）」から、

若い男女が互いに相手のもとを訪れ、それぞ

れ想いを伝える掛け合いの歌（相聞歌）だそ
そうもんか

うです。また、デンサーは「伝 唱」から、
でんしよう

伝え教えるという教訓歌のことだそうです。

古い言葉が喪われていく一方、新しい言葉

も作られています。
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「あけおめ、ことよろ」と言う言葉を聞い

た時は何の意味か分かりませんでした。

「日本語俗語辞書」によると「あけおめ」

は、主に1990年代頃に携帯メールで使われ

た言葉で、次第に若者の会話に取り入れられ

るようになったのだそうです。

流行語や新語の創成は今に始まったことで

はありません。

では、動物のキリンは何語でしょうか。

実は、明治15年、日本初の動物園・上野

動物園が誕生しましたが、当時はイヌやキツ

ネなど周りで普通に見られた動物しか集める

事しかできませんでした。

日清戦争、日露戦争を終え、上野動物園は

国威発揚の観点からも世界各地から動物を集

めることに奔走しました。ゾウ、ライオン、

ホッキョクグマなどが揃ったのですが、何と

かキリンを手に入れたかったみたいです。明

治39年、上野動物園の監督（園長）の石川

千代松のもとにドイツの動物商人カール・ハ

ーゲンベックから、ジラフ（Giraffe：キリ

ン）が手に入った

と報せが入りまし

た。キリン1頭で1

万7000マルクと言

うとてつもない価

格でしたが、要求をのんで購入することにし

ました。宮内省からの予算承認のために、石

川は中国の「麒麟」が来ると半ば強引に話を

進めました。

麒麟は中国神話に現れる伝説上の霊獣です。

明治40年4月キリンが公開され、ひと目

見ようと大人気となりました。麒麟の想像図

とは違っていたのですが、来園者は100万

人を突破し、公開1年で購入資金を回収する

ことができたそうです。

以後、ジラフはキリンと呼ばれるようにな

りました。これも新語と言えるのでしょうか。

さて、話を対面リーディングに戻しましょ

う。ボランティアの多くの方は関西圏に住ん

でおられます。大阪弁は得意でも、標準語は

アクセント辞典を調べなければ正しい発音が

分からない言葉が多々あります。

標準語をアクセント辞典で調べ、それに忠

実に読んでも、それだけで感情が移入された

とは誰も言わないでしょう。

アクセントが正しいのと感情の移入は別問

題だからです。

では、大阪弁で書かれた本、例えば田辺聖

子さんの作品を大阪弁で読めばどうなるでし

ょうか。

それはダメだと言われる方もあるかもしれ

ません。でも、正しいアクセントと感情移入

は標準語の例と同じで全く関係がありません。

ではもう一つ、日本各地から来られた人た

ちの対談集ではいかがでしょうか。各地の方

言を正しく発音することは至難の業です。

だから、標準語に近いアクセントで読めば

と言う意見もあります。皆さまはいかがです

か？

さて、夏目漱石の『坊っちゃん』の一文

「親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりし

て居る。小学校に居る時分学校の二階から飛

び降りて一週間程腰を抜かした事がある。な

ぜそんな無闇をしたと聞く人があるかも知れ

ぬ。別段深い理由でもない。」を方言で書い

てみましょう。

福島では「親譲りのでちちゃこいがら損ば

りしてる。小学校さあがってっ、のがら飛び

っち一週間ばり腰抜がしたがある。なしてほ

おだ無茶したって聞ぐ人あっかも知んに。深

いでもねぇ。」

大阪府（泉州地方）では「親譲りの無鉄砲

でなー、小供の時から損ばっかりしてんねん。

小学校にいてる時分やけど、二階から飛び降

りてなー、一週間ほど腰抜かしたことあるわ。

そんなしたって聞く人あるかもしらんなー。

そやけど別に深い訳あれへんのや。」

沖縄県の糸満では「親のからぬ、とぅ、し

ーんからぶかーんさっくん。小学校んかいる

時分、学校んから飛ぅんがーに、一まぶやー

ちゃるくとぅぬあたん。うんぐとぅやまぐさ

がんりくるぬうがらからんしがぬいめー、ら

ん。」となります。

この他、各県の方言に訳された坊っちゃんが

あります。当然、アクセント辞典に書かれてな

い言葉が山ほど。さてどう読みましょうか？
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私のふるさと 職員紹介

玉串川（たまくしがわ）

サービス部 山岡 幸雄
や ま お か ゆ き お

幼い頃から住む八尾の町。最寄駅の河内山

本駅を降りるとすぐに、市東部の住宅地を南

北に貫いて流れる玉串川があります。この玉

串川は、もともと大和川の付け替えにより用

水路として設けられた人口水路で、大和川の

浄化が進むにつれて、ずいぶんと綺麗な川に

なったことを覚えています。「玉串川で鯉が

泳いでる！」と一時期は大騒ぎしていました

が、今では当たり前のように鯉やフナの群れ

がおり、それを狙って、白鷺が音もなく空か

ら舞い降りる現場も見受けられます。空が暗

くなったと思った次の瞬間、狩りは終わって

います。…本当に鯉でなくてよかったと思い

ます。

さて、春になるとこの川沿いに美しい桜並

木のトンネルが出現します。全長およそ５キ

ロメートル。この桜並木は、昭和40年ごろ

から周辺住民が協力して植えた桜の苗木が成

長したもので、約1000本のソメイヨシノが

人々を出迎えてくれます。毎年、わずかな期

間ではありますが、川沿いの道がひときわ賑

やかになり、駅ま

での行き帰りをゆ

っくりと歩くこと

が一つの楽しみと

なっています。

花とくれば団子、ということで地元の和菓

子を一つご紹介させてください。河内山本駅

から北へ向かい桜並木をどんどん進み、小学

校を越えてもう少し行ったあたりに、ひっそ

りと一軒の和菓子屋さんがあります。知る人

ぞ知る、松芳庵（しょうほうあん）さん。こ

この苺大福がとても美味しいのです。真っ白

な皮の先、ちょこっと顔を出す苺の赤が映え

ます。中身の餡が黄色くて、おそらくきんと

んなのでしょうか。包む皮のやわらかさと餡

の繊細な味わいと、そこに

苺が相まって…一度は食べ

ていただきたい逸品です。

苺の美味しい季節に是非お

訪ねくださいね。

あと、忘れてならない有名人が八尾にはお

ります。直木賞作家の今東光（こん とうこ

う）さん。河内山本駅近くに、特命住職とし

て２３年間在住していた紫雲山天台院があり

ます。昭和32年（1957）小説「お吟さ

ま」で直木賞を受賞。長らく文壇界から遠ざ

かっていたことから「奇跡のカムバック」と

当時は話題だったようです。勝新太郎さんで

映画化された「悪名」などご存知のかたもい

らっしゃるかと思います。「こつまなんき

ん」「河内風土記」など河内人の気質や人情

を題材にした小説も多数あり、八尾をモチー

フにした作品群はいわゆる「河内もの」と呼

ばれ、120篇を超えると言われています。ご

本人のお話も毒舌を交えながら本質を突く語

り口で、八尾の町を象徴されるようなお方で

す。八尾市立図書館内には今東光資料館もあ

りますので、ご興味のある方は是非どうぞ。

他にも、河内音頭に若ごぼう、信貴山（し

ぎさん）のケーブル線も書きたいなと思いな

がらお時間となりました。

八尾の中にあります山本

へ、また一度足をお運びく

ださいね。桜の季節、おす

すめです。
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情報発信

‘視覚障害’を理解する

対面リーディング・ボランティア 望月 明
もち づき あきら

対面リーディングでお目にかかる視覚障害

者の方々の感覚・理解力の高さには、いつも

驚嘆させられています。本稿の内容について

は、ボランティアの皆さんの大多数はご存じ

のことでしょうが、たまたまアクセスした横

浜市立盲特別支援学校と茨城県立視覚障害者

福祉センターのホームページの内容を抜粋・

整理・要約をしたものです（私にとっては勉

強になることがいろいろありました）。

■人は８つの感覚によって様々な情報を得て

生活しています。８つの感覚機能とは、外部

世界の情報を受容する「視覚・聴覚・嗅覚・

味覚・触覚」の５感と、身体内部の情報を受

容する「運動感覚・平衡感覚・内臓感覚」の

３感です。その中の約80％を担っていると

いわれるのが視覚（注：一説には数値的な根

拠はないともされています）。

■目の不自由な人の行動

①相手が誰かは、声を聞いて判断する。初め

て会った人は、名前をいってもらうと覚え

られる。

②外出時は白杖を持って確認をして、頭の中

に地図を作って、注意しながら歩く。

③周囲の状況をつかむために、音や匂いを意

識して、行動する。

④初めて行った場所や初めての物を扱うとき

は、場所の説明をしてもらい、周囲の様子

をつかむ。物の使い方を聞いて、触って確

認をする。

（注：上記の例には個人差があります）

■視覚障害者の方々への対応の仕方

①視覚障害者で一人歩きが出来る人は、いつ

も通っている道であれば、スムーズに目的

地まで行くことが出来る。しかし、初めて

の場所や道路などが工事中の場合は、困っ

てしまうことが少なくない。

②視覚障害者を誘導する場合は、まず本人に

声をかけ、本人の希望に従って手助けをす

る。何かを探しているとか誰かの手を借り

たい様子を見かけたら、まず「こんにち

は」と挨拶をして、「何かお手伝いしまし

ょうか」と声をかける。

③一緒に歩くときの対応の仕方。手助けする

場合は、一声かけてから。必要以上に神経

を使わずに気軽に、ややゆっくりめに歩く。

その時は、腕を引っ張ったり、背中を押し

たりはしないこと。自分の肘や肩の辺りを

持ってもらい、道の様子や周りの風景を説

明するなど会話をしながら誘導する。一方、

視覚障害者は、誘導者の肘の辺りを持つこ

とにより、相手のからだの様子や、左右の

方向、段差の高低差などが分かる。

④視覚障害者は白杖と誘導ブロックを手がか

りに移動をするので、誘導ブロックの上に、

車、自転車、物などを置かない。歩くスピ

ードは健常者とほぼ同じ位。ブロックの上

に障害物があると、ぶつかったり転んだり

して怪我をしてしまうことが少なくない。

道路のちょっとした段差や開けっ放しにし

ている車のドア、突然の大きな音にも驚い

てしまう。

■街で盲導犬に出会ったら…

①盲導犬は視覚障害者の目の代わり、障害者

のからだの一部であるという認識を持つ。

乗り物や店、宿泊施設などでは、拒否せず

に受け入れて欲しい。

②盲導犬は、食事についても規則正しく取る
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ように訓練を受けているので、仕事中には、

絶対に食べ物を与えない。また、盲導犬が

人を噛んだりすることは絶対にない。

③盲導犬を連れた視覚障害者を誘導するとき

は、自分の肘を持ってもらい誘導するか、

視覚障害者と盲導犬の後ろに回って「右、

左、前」の指示を出す。

④盲導犬はハーネス（胴輪・どうわ）を付け

ているときは仕事中。触ったり、呼びかけ

たり、口笛を吹いたりしない。ハーネスは

視覚障害者と盲導犬を結ぶ大切なコミュニ

ケーションの道具であるので、手助けする

際にも、ハーネスには絶対に触らない。

⑤盲導犬使用者が盲導犬をしかっていること

があっても、それはしつけや練習のためで

あり、いじめているわけではない。

■視覚障害者に対する間違った対応

＊一人で歩いている視覚障害者は、人によっ

て差はあるものの、一人で歩けるだけの能

力を持っている、あるいは一人で歩けるよ

う訓練を受けている場合がほとんど。

＊以下の対応は「視覚障害者は、周りが助け

てやらなければ何も出来ない」「視覚障害

者には、危険なことをさせてはいけない」

という思い込みによるもの。

①いきなり後ろから押された、または手を引

っ張られた。

②誘導ブロックの横を歩いていたら、いきな

りブロックの上に連れていかれた。

③横断歩道がない道路を、音で確認しながら

渡ろうとしたら、いきなり道の端に引き戻

された。

＊「手助けが必要かな」と思ったら、次のよ

うにする。

①まず、声をかける。いきなり、身体や白杖

に触らない。

②何を望んでいるかを聞いて確認する。自分

で勝手に判断しない。

③助けが必要でない場合は、そのまま見守る。

無理に手出しはしない。

■視覚障害者に対する必要な対応の基本的考

え方

「点字ブロックの上に自転車等を置かな

い」「点字ブロックの上で、立ち話をして

視覚障害者の邪魔をしたりしない」「また、

そのような人がいたら、注意を促す」こと

は親切な行為である。

そして、「危険な場所にいる視覚障害者

を助ける」ことは大事なことであるが、も

っと大事なことは、「周りの人が、視覚障

害者にとって危険な状態を作らないように

しておくこと」

〈参考ホームページのアドレス〉

・横浜市立盲特別支援学校

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch

/ss/yokomou/

・茨城県立視覚障害者福祉センター

http://homepage3.nifty.com/ibacente

r/

熊本・大分の震災からもうすぐ２ヶ月。ニ 日本ライトハウス 情報文化センター

ュースを見ていると自然の力の凄まじさを 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
思い知らされます。改めて身近な防災対策 06-6136-7704（対面専用）
も見直さなければ、と思います。（F） 06-6441-0039（サービス部）


