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掲 示 板

一人歩きの視覚障害の方には進んで声かけを

８月15日、東京メトロ青山一丁目駅で、盲導

犬を連れた視覚障害の男性がホームから線路に

転落し、亡くなられた事故はご存じと思います。

事故後、関係者により現場をはじめ各駅の問題

点が洗い出され、ホームドアの普及が強く求め

られています。しかし、ハード面の整備に加え、

私たちが今すぐ出来ること、心がけるべきこと

は、特に駅や交差点など危険な場所で、白杖や

盲導犬を連れて一人歩きをしている視覚障害の

方を見かけたら、必ず｢何かお手伝いしましょ

うか？｣と一声かけることです。一人歩きの達

者な方、その場所で不安のない方からは｢結構

です｣と断られる場合も少なくないと思います

が “サポートが必要ないなら何より”という、

気軽な気持ちで声をかけることが大切です。た

だし声をかけずに、いきなり体や杖をつかむこ

とは緊急時以外しないでください。視覚障害の

方にどう声をかけたら良いか、手を貸したら良

いか分からない方は、ご来館の際に総務係にお

尋ねください。当館では今後、視覚障害の方に

対する安全・安心な声のかけ方、手の貸し方の

普及に努めていきたいと考えています。(竹下)

Ｖ友の会施設見学会は神戸アイライト協会へ

ボランティア友の会では見聞を深め、ボラン

ティア間の交流を広めるため、毎年、近隣施設

の見学会を行っています。今年は、神戸を拠点

に小規模ながらきめ細かい視覚障害者支援事業

を展開している神戸アイライト協会の見学と、

同じ場所で兵庫県の点訳ボランティアグループ

40団体がネットワークを組み、全国の利用者を

対象に活動している｢点Ｖ連｣との交流を行いま

す。新たな視点や活力を得る貴重な機会ですの

で、活動分野に関わらず広くご参加ください。

日時 11月25日(金)13:00～16:00

集合 12:30、阪急神戸本線･春日野道駅改札口

定員 25人(先着順。定員で締め切ります。)

費用 現地までの交通費等実費

お申し込みは、当館総務係(電話 - -06 6441

)までどうぞ。0015

10月の休館について

10月８日(土)はハッピーマンデーの振替休館

日ですが、５階サービスフロア、４階会議室、

３階総務係は開室します。10月15日(土)は日本

ライトハウス展のため全館休館します。
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いつでも、どこでも音声解説付き映画を楽しめますいつでも、どこでも音声解説付き映画を楽しめますいつでも、どこでも音声解説付き映画を楽しめますいつでも、どこでも音声解説付き映画を楽しめます

アプリ｢UDCast｣の普及で一新される映画鑑賞アプリ｢UDCast｣の普及で一新される映画鑑賞アプリ｢UDCast｣の普及で一新される映画鑑賞アプリ｢UDCast｣の普及で一新される映画鑑賞

これからは、見えない・見えにくい方でも、街の映画館で、スマホやタブレットのアプリを

使って、音声ガイド付きで映画を楽しんでいただけるようになります。その先駆けとしてこの夏、

。映画「 」が全国初の音声ガイド対応作品として一斉公開されましたONE PIECE FILM GOLD

この取り組みが広がれば、上映中はいつでも、どこの映画館に行っても観ることができるように

なります(その後の対応作品：８／６～｢秘密｣、９／10～｢だれかの木琴｣)。当館では、2006年より音声

解説事業をスタートし、バリアフリー映画上映会の企画・製作、テレビの解説放送の製作に携わり、

シネマ･デイジーの製作・普及にも中心的な役割を果たしています。今回のアプリ｢ ｣を使U D C a s t
ユーディーキャスト

った音声ガイド付きの映画鑑賞にも関わっており、広げていく取り組みを進めたいので、ぜひ皆さま

にもご紹介したいと思います。 （音声解説担当 林田 茂）

U D C a s tで聴ける音声ガイドの仕組みU D C a s tで聴ける音声ガイドの仕組みU D C a s tで聴ける音声ガイドの仕組みU D C a s tで聴ける音声ガイドの仕組み

アプリには“音声透かし”と言われる技術

が使われています。簡単に言うと映画の本編に

特殊な音が組み込まれていて、その音をアプリ

が認識すると、事前にダウンロードされた音声

ガイドが自動的に流れる仕組みです。今後は

“音声透かし”を取り入れた形で作られていく作

品が増えていきます （主要映画製作･配給会社。

４社で、 年正月映画より本格始動予定）2017

この技術のココがスゴイこの技術のココがスゴイこの技術のココがスゴイこの技術のココがスゴイ

、本編そのものに特殊な音が入っているため

映画が、 になった時にも、同じDVD/Blu-ray

アプリを使って自宅でも楽しむことができます。

音声ガイド対応作品マーク音声ガイド対応作品マーク音声ガイド対応作品マーク音声ガイド対応作品マーク

一般の方への周知と理解を得るため、対応

劇場には｢バリアフリー上映実施中｣のポスター

に『音声ガイド対応マーク』

が掲示されています。

映画館のモデル館を作りたい！映画館のモデル館を作りたい！映画館のモデル館を作りたい！映画館のモデル館を作りたい！

音声ガイド付きで映画が上映(制作)され

ても、当事者の方への周知と情報提供が徹

底されなければ意味がありません。また、

この鑑賞方法が軌道に乗るまでは、安心し

て行ける劇場が必要になります。

そのため、当館では日頃からバリアフリ

ー上映に協力いただいている｢大阪ステー

ションシティシネマ｣へモデル館の提案を

行い、普及の取り組みを連携して始めるこ

とができました。この映画館には全国で唯

一、アプリの入った貸出用機器が 台用20

意され、定期的な体験会を実施します。併

せて、当館では使い方講習会の実施、相談

や問い合わせ窓口のほか、映像で紹介する

使い方ガイドを作成し、簡単! 安心! 感動!

を広く発信していきたいと考えています｡

UDCast http://udcast.net/ホームページ：

対応機器: 、 、アンドロイド携帯 等iPhone iPad

≪アプリの使い方≫

① をダウンロードするUDCast

② tを開き、｢映画・映像｣をUDCas

選択(クリック)

③｢音声ガイド｣の｢劇場公開中｣から

観たい作品を選択し、音声ガイドを

ダウンロードしておく。

④上映前に②、③を実行して｢音声ガイド｣

を選択。映画がはじまると、自動的に

同期して音声ガイドが聞こえてきます｡

センターのページ
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拡大掲示板拡大掲示板拡大掲示板拡大掲示板

英語点訳入門書の決定版『UEBベーシック

マスター 英語点訳の基礎』発行

英語点字の新表記法である (統一英語UEB

点字)を基礎から学べるテキストが発行されま

した。アルファベットから始め、句読符・数字

・縮約・諸記号と順を追って解説。｢読みま

しょう｣｢書きましょう｣という練習問題が付い

ていて、182ある縮約を段階ごとに着実に学習

できます。教科書･試験問題等に用いる特別の

表記にも触れています。独習者のために別冊

｢解答集｣もあります。著者は当法人点字情報技

術センター所長の福井哲也。発行は点字情報技

術センター。Ｂ５判、207頁、2,600円。｢解答

集｣はＢ５判、点字29頁、750円。ご購入、お問

い合わせは当館サービス部(電話06-6441-0039)

まで。本編の点字版については、点字情報技術

センター(電話06-6784-4414)へお尋ねください。

第４回日本ライトハウスバリアフリー映画会

すべての人が共に映画を楽しむことを目指し、

毎年秋、音声解説・日本語字幕付きの映画を

特別企画付きで上映している日本ライトハウス

バリアフリー映画会。第４回目の今年は、11月

18日(金)12時30分から16時、当館そばの玉水記

念館大ホールで、｢映画『ナイトミュージア

ム』とトークショー<さわって楽しむ博物館>｣

を開催します。大ヒットコメディ映画｢ナイト

ミュージアム｣の上映後、ユニバーサル・ミュ

ージアムの研究･実践の旗手である広瀬浩二郎

さん(国立民族学博物館准教授)のトークショー

を行います。参加無料(要電話予約)。定員は先

着200人。お申し込みは、視覚障害者(同伴)の

場合は10月25日(火)９時15分から、晴眼者のみ

の場合は10月27日(木)９時15分から、当館総務

係(電話06-6441-0015)までとうぞ。

音声解説の国際シンポジウムを大阪で開催

日本盲人福祉委員会主催・日本ライトハウ

ス協力の国際シンポジウム｢米国の音声解説と

日本の挑戦～アメリカ盲人協議会Ｊ・スナイ

、ダー博士を迎えて｣が10月29日(土)13時～17時

当館そばの大阪 国際文化センター10階YMCA

で開かれます。スナイダー博士は、アメリカ盲

人協議会音声解説プロジェクト代表。米国にお

ける音声解説製作者の草分けで、テレビやラジ

オの俳優として活躍しながら、1981年、ワシン

トンの映画館で全米初の音声解説付き上映会を

行った後、映画やテレビの音声解説を広めてき

ました。当日は、スナイダー博士の講演(90分)

に続いて、日本から国内の音声解説の現状と最

新の取り組みを紹介した後、博士を交えて質疑

応答を行います。参加無料。会場は地下鉄肥後

橋駅３番出口から西へ400ｍ。定員80人。参加

申し込みは当館総務係(電話06-6441-0015)まで。

2017年盲導犬チャリティカレンダーを販売中

イラストレーター小山るみこさんの愛らしい

ラブラドールのデザインで、毎年人気爆発のカ

レンダー2017年版を３階総務係で販売していま

す。Ａ４判(見開きＡ３判)、1,100円。収益は

ライトハウスの盲導犬育成費に充てられます。

本誌表紙絵、武部はつ子さんの原画展が開催

イラストレーター武部はつ子さんの原画展

た け べ

｢花とおんなと･･･あやしい２ひき｣が10月13日

(木)から17日(月)11:00～19:30、大阪市西区北

堀江1-12-16の (電話06-4390-51ART HOUSE

51 で開かれます。毎号本誌の表紙をほのぼの)

としたイラストで飾っている作者ですが、今回

は｢花と女｣をテーマにした大判のペン画８点と、

｢あやしい２ひき｣を描いた小品36点を描き下ろ

して展示。小品は絵ハガキとして購入できます。

さわって楽しめる絵本が勢揃い

てんやく絵本ふれあい文庫と、大阪市立中央

図書館共催の｢さわって読む絵本展～手作り絵

本から出版物まで｣が10月７日(金)から10日(月

･祝)まで大阪市西区の同図書館５階中会議室で

開かれます。入場無料。８日(土)13時30分から

15時30分には、ふれあい文庫代表の岩田美津子

さんと｢さわるめいろ｣の原作者、編集者による

トークイベントと｢さわるめいろ大会｣も開催。

お問い合わせは電話06-6539-3304の市立中央図

書館・障がい者サービス担当まで。

センターのページ
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木塚泰弘前理事長が｢点字毎日文化賞｣を受賞～点字、教育、福祉への貢献で木塚泰弘前理事長が｢点字毎日文化賞｣を受賞～点字、教育、福祉への貢献で木塚泰弘前理事長が｢点字毎日文化賞｣を受賞～点字、教育、福祉への貢献で木塚泰弘前理事長が｢点字毎日文化賞｣を受賞～点字、教育、福祉への貢献で

日本点字委員会会長で、日本ライトハウス前

理事長の木塚泰弘氏(81歳、横須賀市)が、視覚

きづ かやすひろ

障害者の世界では最高の栄誉と言える第53回

点字毎日文化賞を受賞されました。60年に及ぶ

点字、教育、福祉への貢献を評価されたもので、

14年間に亘り理事長としてご指導いただいた私

たちも心から喜び、お祝いしたいと思います。

木塚氏は17歳の時に結核性眼底出血で失明。

２年間の自宅療養中に点字を習得。昼は盲学校

の高等部専攻科、夜は早稲田大第二文学部史学

科で学んで卒業。1962年、東京都立久我山盲学

校(当時)の英語科教員となり、授業の合間に点

字や白杖での単独歩行を生徒に教えました。そ

の実践から自立に必要な力を身につける教育の

重要性を提唱し、71年、盲学校・養護学校に

｢養護・訓練｣(現在の自立活動)のカリキュラム

化を実現しました。72年に現国立特別支援教育

総合研究所(横須賀市)に移り、全国の盲学校教

育を指導。99年に退官後は日本ライトハウス理

。事長に就任し、2013年3月まで務められました

この「感謝報告」欄は､当センターの事業にご協力いただいた方々のお名前と内容を感謝を込めてご紹介

するものです。本号では2016年7･8月分を掲載いたします。大勢の皆様のお名前と幅広い活動内容を限られ

た誌面に収めるため､見にくい編集や掲載順の一部変更､敬称の省略等をどうかお許しください。

        点 字 製 作点 字 製 作点 字 製 作点 字 製 作

月分完成点字図書月分完成点字図書月分完成点字図書月分完成点字図書7･87･87･87･8

40タイトル110冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2016年8月号 3冊

点･校:金曜日グループ

葵上(三宅晶子) 1冊 点:藤本靖子

校:辻村清子 校:平野 健

安宅(竹本幹夫) 1冊 点:藤本靖子

校:辻村清子 校:平野 健

安達原･黒塚(竹本幹夫) 1冊

点:藤本靖子 校:辻村清子

校:平野 健

一流選手の親はどこが違うのか

(杉山芙沙子) 2冊 点:川崎安恵

校:河村牧子 古本扶美子

宗像真李子

いのちをつなぐ犬夢之丞物語

(佐藤真澄) 1冊 点:長田啓子

校:G校正 校:平野 健

医療通訳士という仕事

(中村安秀) 4冊 点:田中真理子

校:G校正 校:平野 健

大阪を古地図で歩く本

(ロム･インターナショナル)

3冊 点:丸山順介 校:G校正

校:平野 健

王様のくすり図鑑(木村美紀) 1冊

点:高橋奈緒己 校:G校正

校:平野 健

大阪府の民話33

(日本児童文学者協会) 3冊

校:高橋世貴子 田中陽子

オリンピアと嘆きの天使

(中川右介) 5冊 点:本条祐子

校:G校正 校:平野 健

杜若(竹本幹夫) 1冊 点:藤本靖子

校:辻村清子 校:平野 健

隠れアスペルガーという才能

(吉浜ツトム) 3冊 点:井上重子

校:G校正 平野 健

鉄輪(竹本幹夫) 1冊 点:藤本靖子

校:辻村清子 校:平野 健

消えたイングランド王国

(桜井俊彰) 3冊 点:南 佳奈

校:G校正 校:平野 健

｢キモさ｣の解剖室(春日武彦) 3冊

点:藤田比呂子 校:G校正

校:平野 健

薬いらずのはちみつ生活

(清水美智子) 2冊 点:篠原苑子

池田園子 校:G校正

校:八木光子

絞首台の黙示録(神林長平) 5冊

点:木下正義 校:宍戸邦栄

校:橋詰玲子

声に出して読みづらいロシア人

(松樟太郎) 2冊 点:西岡貴美子

校:G校正 校:平野 健

10の奇妙な話(ミック･ジャクソン)

3冊 点:髙木智佳子

校:G校正 校:古谷豊子

樹木葬という選択(田中淳夫)

3冊 点:増田芳子 校:G校正

校:橋詰玲子

人生最後のご馳走(青山ゆみこ)

2冊 点:渡辺節子 校:松下柳子

校:八木光子

多数決を疑う(坂井豊貴) 3冊

点:杉島貴子 校:G校正

校:宗像真李子

誰も知らない領事の仕事(大日方

和雄) 4冊 点:古本扶美子

校:G校正 校:平野 健

炭坑美人(田嶋雅已) 4冊

点:辻 志津江 校:G校正

校:都解節子

中国歴史紀行(前園実知雄) 3冊

点:井上眉美 校:G校正

校:平野 健

天鼓(三宅晶子) 1冊 点:藤本靖子

校:辻村清子 校:平野 健

ナチスと精神分析官(ジャック･

エル＝ハイ) 5冊 点:平林隆雄

校:G校正 校:平野 健

感 謝 報 告
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なにわことば遺跡(山本正人)

4冊 点:西山和子 校:G校正

校:丸山順介

日本人の原爆投下論はこのまま

でよいのか(ハリー･レイ) 6冊

点:井上ゆり子 校:宗像真李子

日本人の心､伝えます(千玄室)

2冊 点:高橋淳子 校:G校正

校:岡田允子

認知症をよせつけない60歳から

の脳革命(加藤俊徳) 2冊

点:中川春美 校:山下慧子

清水浩子 校:平野 健

脳に効く！昭和時代ドリル

(昭和倶楽部) 6冊 点:浅井良彦

校:G校正 校:平野 健

羽衣(三宅晶子) 1冊 点:藤本靖子

校:辻村清子 校:平野 健

はじめての男の謝罪マニュアル

(男の謝罪研究会) 4冊

点:高橋奈緒己 校:G校正

校:橋詰玲子

ベルリンの奇跡(竹之内響介)

4冊 点:都解節子 校:G校正

校:橋詰玲子

マンガでよくわかる怒らない技術

(嶋津良智) 2冊 点:古林敬子

校:G校正 校:平野 健

われわれの戦争責任について

(カール･ヤスパース) 3冊

点:山根真紀子 校:G校正

校:宗像真李子

琉球塩手帳(青山志穂) 2冊

点:清水浩子 校:中川春美

校:平野 健

井筒(三宅晶子) 1冊 点:藤本靖子

校:米村清子 校:平野 健

        学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材

28年度前期分として以下の学

校教材を製作していただきました。

ご協力に心から感謝申し上げます。

小学校 9校 23教科

完成 7,674頁

中学校 2校 6教科

完成 4,905頁

SUNSHINE ENGLISH COURSE 3年

778頁 点:有光美穂 杉島貴子

丸山順介 校:有光美穂

杉島貴子

小学社会 3･4年 上 348頁

点:池田園子 篠原苑子

辻野純代 校:篠原苑子

辻野純代

小学社会 5年 上 611頁

点･校:奥村純子 中野龍子

小学社会 6年 上 563頁

データ修正:和田俊行

小学しょしゃ 2年 95頁

点･校:乙訓点訳サークル

小学書写 6年 130頁

点･校:乙訓点訳サークル

しょうがくしょしゃ 一年 93頁

点･校:乙訓点訳サークル

小学書写 三年 119頁

点･校:乙訓点訳サークル

新みんなのほけん 3･4年 123頁

点:清水浩子 校:木村寿子

新版 小学保健 5･6年 141頁

点･校:乙訓点訳サークル

新版 たのしい理科 3年 412頁

点:清水浩子 校:木村寿子

新版 たのしい理科 6年 538頁

データ修正:清水浩子

新編 あたらしいこくご 一年 上

142頁 データ修正:笹川雅子

新編 新しい国語 三年 上 355頁

点:藤井恵美子 校:笹川雅子

新編 新しい国語 二年 上 307頁

点:青松清子 西岡貴美子

校:松井育子

新編 新しい国語 五年 732頁

データ修正:笹川雅子

新編 新しい国語 六年 694頁

点:林さゆり 安井良恵

山口節子 校:田中真理子

新編 あたらしいせいかつ 上

171頁 データ修正:辻野純代

未来へひろがる 数学 2年 772頁

点:足立幸子 校:数学グループ

未来へひろがる 数学 Math Navi

ブック 2年 115頁

点:足立幸子 校:数学グループ

みんなと学ぶ 小学校算数 2年 上

283頁 点･校:大阪YWCA

点字子ども図書室

みんなと学ぶ 小学校算数 6年

614頁 データ修正:大阪YWCA

点字子ども図書室

みんなと学ぶ 小学校算数 6年

中学校へのかけ橋 97頁

データ修正:大阪YWCA

点字子ども図書室

みんなと学ぶ 小学校理科 5年

524頁 点･校:大阪YWCA

点字子ども図書室

わくわく理科 3年 499頁

点:河村牧子 校:木村寿子

わくわく理科 プラス 3年 83頁

点:河村牧子 校:木村寿子

未来へ広がるサイエンス 3年

1383頁 点･校:篠田弓枝

塚本壽子 浜田史子

未来へ広がるサイエンス 3年

マイノート 452頁

点･校:篠田弓枝 塚本壽子

浜田史子

新編新しい公民 1405頁

点･校:糸山武博 和田俊行

鴻上真理

【KS大学】

一般気象学 1139頁 点:浜田史子

福元悦子 乙訓点訳サークル

気象物理学資料 41頁

点:福元悦子

        録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

月分完成録音図書月分完成録音図書月分完成録音図書月分完成録音図書7･87･87･87･8

45タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

ＡＢＣ！(市川朔久子) 6:51

音:下山とよみ 校:濵名あきよ

赤ちゃんの心と出会う

(仁志田博司) 4:39

音:山口和葉 校:岩谷友子

柳本絹子 本村英子

編:八田芙未子
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アリとくらすむし(島田たく)

0:46 音:濵名あきよ

校:横山時子 下山とよみ

生きる(森越智子) 4:32

音:山田喜志子 校:白石里佳

異世界食堂１(犬塚惇平) 9:47

音:三上 菊 校:佐山敦子

大西祥子 荒木良子

編:本村英子

いまこそ民主主義の再生を！

(中野晃一) 2:39 音:羽淵雅子

校:浜本裕子 荒木良子

編:吉川順子

大村智ものがたり(馬場錬成)

3:49 音:前川祐子

校:吉田典子

木のすきなケイトさん

(Ｈ.ジョゼフ･ホプキンズ)

0:47 音:二宮真理

北町南町かけもち同心３

(いずみ光) 7:04 音:前田綾子

校:伊志峰和代 鈴木惠子

鳥山正彦 編:八田芙未子

狂戦士伝説(菊地秀行) 6:22

音:阪本由美子 校:水谷和子

寺田美枝子 編:辻野玲子

｢教養｣を最強の武器にする読書術

(樋口裕一) 8:16 音:平田佳子

校:福島博子 本村英子

編:伊東晴子

｢口をぱくぱくする｣と超健康に

なる(筒井重行) 3:44

音:水谷和子 校:松浦洋子

編:山口孝代

紅茶屋のつぶやき(堀江敏樹)

7:12 音:栗本慶子

校:桃井輝子 石井那智子

伊東晴子 編:岡 香代子

黄金色の夜(宇江敏勝) 6:28

音:三原佳子 校:宮 清子

坂口幸子 編:金井典子

ここで土になる(大西暢夫) 0:53

音:福島博子 校:溝渕久美子

木村純子

コロッケ先生の情熱！古紙リサ

イクル授業(中村文人) 1:33

音:柳本絹子 校:矢切素子

さかさ町(Ｆ.エマーソン･アンド

リュース) 1:34 音:大桑久美子

校:北川温子

次男坊若さま修行中(千野隆司)

6:18 音:橋本順子

校:松井喜美代 上月直子

鳥山正彦 編:岩谷友子

18歳からの選挙Ｑ＆Ａ(全国民主

主義教育研究会) 6:59

音:二宮真理 校:嶋川真理子

山崎千代子 編:寺下千秋

小学校からの英語教育をどうす

るか(柳瀬陽介) 2:53

音:森口慶子 校:有末 道

山崎千代子 編:若槻敬子

食道がんのすべてがわかる本

(細川正夫) 4:42

音:濵名あきよ 校:下山とよみ

女子校という選択

(おおたとしまさ) 6:04

音:松浦洋子 校:辻野玲子

吉田典子 編:松本紀代

白いイルカの浜辺(ジル･ルイス)

8:12 音:岩井悦子

校:髙室雅子

シンドラーに救われた少年

(レオン･レイソン) 5:43

音:田主祥子

人類を変えた素晴らしき10の材料

(マーク･ミーオドヴニク) 10:36

音:坪田捷子 校:岡 香代子

山崎千代子 編:町田美樹子

タスキメシ(額賀澪) 8:52

音:川端真知子 校:桂 公子

全身を激しい痛みが襲う線維筋

痛症がよくわかる本(岡寛)

4:10 音:目連雅子

校:竹田佳代

誰もいない場所を探している

(庄野雄治) 2:04 音:橋村惠子

校:川勝美佐子 寺田美枝子

鳥山正彦 編:吉田典子

茶畑のジャヤ(中川なをみ) 4:37

音:矢切素子 校:柳本絹子

ハーレムの闘う本屋(ヴォーンダ

･ミショー･ネルソン) 7:40

音:小林幸子

伝えるための教科書(川井竜介)

5:40 音:田中恵子

校:中澤康子 金井典子

編:川端正子

なぜ｢田中さん｣は西日本に多い

のか(小林明) 10:06

音:浜本裕子 校:久保洋子

木村純子 編:町田美樹子

ねじれた輪ゴム山形編

(矢吹文敏) 10:58

音:植田美穂子 校:米谷治子

松浦洋子 酒居よし枝

編:本村英子

ひみつのきもちぎんこう

(ふじもとみさと) 0:34

音:溝渕久美子 校:福島博子

貧乏こんちくしょう(林芙美子)

11:46 音:髙室雅子

校:岩井悦子 矢切素子

八田芙未子 編:植田美穂子

蕪村句集講義２(内藤鳴雪ほか)

13:16 音:前川祐子 吉田典子

板東由美子 校:前川祐子

吉田典子 北川温子 宮 清子

水野順子 遠藤敬子

編:鳥山正彦

二日月(いとうみく) 3:27

音:白石里佳 校:山田喜志子

ボタンちゃん(小川洋子) 0:27

音:水野順子 校:伊東晴子

ぼんやり脳！(西多昌規) 4:05

音:古谷あや子 校:浜本裕子

鳥山正彦 編:浅野雅子

身近な人に迷惑をかけない死に方

(菅原道仁) 4:15 音:東 佳子

校:飯村紀子 松浦洋子

山崎千代子 編:町田美樹子

みずたのたび

(アンヌ･クロザさく) 0:20

音:小倉玲子

四つ葉坂よりお届けします

(きりしま志帆) 6:04

音:白石里佳 校:山田喜志子

上月直子 編:山口孝代

ワンダー(Ｒ.Ｊ.パラシオ) 10:52

音:木村純子 校:寺田美枝子

福島博子
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梁塵秘抄口伝集(馬場光子) 19:41

音:水野順子 山中眞理子

校:山口孝代 佐久間かず子

山中眞理子 水野順子

吉田典子 浅野雅子

編:荒木良子

湯川博士､原爆投下を知っていた

のですか(藤原章生) 7:50

音:松井喜美代 校:橋本順子

胸永幸子 町田美樹子

編:本村英子

        プライベート製作プライベート製作プライベート製作プライベート製作

録音図書録音図書録音図書録音図書

ＩＣＴを活用した新しい学校教育

(原田恵理子) 6:07

音･編:植田美穂子

大阪版中学校で学ぶ英単語集

1:51 音:志水節子

校:久保洋子

考えるヒント生きるヒントⅡ

(ジェームズ･アレン) 3:00

音･編:坪田捷子

考えるヒント生きるヒントⅢ

自分の人生は､自分で決めよ

(ジェームズ･アレン）3:21

音･編:坪田捷子

時報平成28年3月号(造幣局)

1:56 音:外園朝代

スープメーカー スープエクス

プレス 取扱説明書･レシピ

ブック 1:35 音･編:坪田捷子

続･倫風随想(上廣榮治) 8:12

音･編:吉田典子

訴状（一部抜粋）0:09

音:金井典子 校:夛田禮子

編:金井典子

ひむなる(ヒムナル編集委員会)

3:30 音:川端真知子

ブラックホール･膨張宇宙･重力波

(真貝寿明) 8:43

音･編:植田美穂子

草や木のように生きられたら

(笑福亭松之助) 9:16

音･編:植田美穂子

野生の猛禽を診る(斉藤慶輔)

7:08 音･編:濵 欣子

刑事くずれ(タッカー･コウ)

7:39 音･編:樋口信子

溺愛 上(映画監督) 7:49

音･編:北川康子

点字図書点字図書点字図書点字図書

あなたを狙う｢残業代ゼロ｣制度

(昆弘見) 3冊 点:清水浩子

校:木村寿子

Canon 涙のカノン(楽譜 A3 1枚)

1冊 点:橋本和代 校:田中伸子

校:辻野純代

財界支配(佐々木憲昭) 7冊

点･校:糸山武博 和田俊行

障害者に対する支援と障害者自

立支援制度(峰島厚) 13冊

点:浦田登志子 梶原由美子

小林陽子 高橋淳子

野上満智子 髙木智佳子

校:宗像真李子 小林陽子

正食講義上級 1冊 点:清水浩子

校:木村寿子

Ｚ会グレードアップ問題集小学3

年算数文章題(Ｚ会指導部) 3冊

点:福元悦子 校:浜田史子

月のリズムで玄米甘酒ダイエット

(岡部賢二) 2冊

点:森田恵津子 校:G校正

なぜ憲法学者が｢野党共闘｣を呼

びかけるのか(小林節) 2冊

点:待田敏彦 校:G校正

ナンプレvol.8 超上級編 1冊

点:梶原由美子 校:G校正

みんながみんな英雄(アルトのみ)

1冊 点･校:橋本和代 中村道子

［お詫び］前号で製作者のお名

前に間違いがありました。お詫

びして再掲載いたします。

ナンプレVol.7 上級編 1冊

点:清水浩子 校:中川春美

テキストデータテキストデータテキストデータテキストデータ

柔道整復学･理論編 改訂第5版

ｽｷｬﾝ:西村佐世子

ﾃｷｽﾄ化:岩井和美 池尻三千子

平成26年度教員採用等の改善に

係る取組事例（抜粋）

ﾃｷｽﾄ化:中川幸子

平成28年度教員採用等の改善に

係る取組事例（抜粋）

ﾃｷｽﾄ化:中川幸子

時報 平成28年4月号

ﾃｷｽﾄ化:吉川順子

時報 平成28年5月号

ﾃｷｽﾄ化:中川幸子

        定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物

『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』

2016年8･9月号発送

西垣泰子 松永壮兒

山田一弘

『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』

デイジー版2016年8月号 2:38

デイジー版2016年9月号 2:19

音･校･編:情報文化センター

『英語チーム』

伊東晴子 奥田美穂 小倉玲子

川端真知子 小林幸子 志水節子

辻本紀枝 中島 睦 西田芳美

西和田惠子 野﨑淳子 前田元子

松浦洋子 的場操代 山本 香

山崎千代子 脇本登志子

『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』

デイジー版 2016年6月号 4:38

デイジー版 2016年7月号 4:01

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』 大桑久美子

北川温子 竹田佳代 夛田禮子

寺田美枝子 濵 欣子 浜本裕子

福島博子 本田睦子 松本紀代

本村英子

録音版『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』

2016年6月号 デイジー版 2:01

2016年7月号 デイジー版 2:20

カセット全4巻

音･校:郡 薫 倉富重雄
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『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』

デイジー版 2016年6月号 3:08

デイジー版 2016年7月号 3:44

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 岸田素子 吉川弘美

澤田美那子 夛田禮子 田中英子

土井明美 長田ひとみ 南浦京子

吉田 薫

2016年8･9月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:03

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送:井川倭文子 板波キミ

POOLE社会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会=

伊藤幸子 今井和子 大塚陽子

佐分利みどり 隅田よし子

大道恵子 多田順子

お役立ち目録 2016年8･9月号お役立ち目録 2016年8･9月号お役立ち目録 2016年8･9月号お役立ち目録 2016年8･9月号『『『『

～大阪が舞台の小説～』～大阪が舞台の小説～』～大阪が舞台の小説～』～大阪が舞台の小説～』

デイジー版 0:12

音:本田睦子 校:濵 欣子

『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』

デイジー版2016年7月号 5:37

デイジー版2016年8月号 4:48

音･校･編:情報文化センター

石井那智子 片岡珠子 桂 公子

金井典子 川端真知子 北川温子

木村純子 小林幸子 坂口幸子

阪本由美子 佐々木マス子

佐山敦子 下山とよみ 嶋川真理子

竹田佳代 夛田禮子 寺下千秋

寺田美枝子 西田芳美 二宮真理

橋本万里 浜本裕子 福島博子

松浦洋子 三上 菊 目連雅子

山見順子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2016年6月23日号 9:45

2016年7月28日号 10:01

入野朋子 大島幸枝 大塚しづ子

奥 幸子 小倉玲子 上村裕子

川添美智子 岸田素子 北川由美子

木村瑛子 久下悦子 坂田嘉子

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 嶋林茂子

関田通子 大登晴代 武市敦子

玉置明美 坪田捷子 中地淳子

中元友机子 中村京子 西岡千代子

橋村惠子 橋本順子 羽淵雅子

濵 洋一 弘津千加子 掘邊絵梨子

前田元子 松井喜美代 真見奈津子

八十嶋敦子 山田啓子 吉田典子

吉永英子 和田啓子

編集:古跡眞知子

2016年6月30日号 10:01

大島幸枝 大塚しづ子 奥 幸子

川添美智子 姜 貞眞 岸田素子

木村瑛子 久下悦子 坂田嘉子

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 嶋林茂子

関田通子 高田郁恵 武市敦子

竹田光子 玉置明美 坪田捷子

中地淳子 中村京子 西岡千代子

橋村惠子 羽淵雅子 濵 洋一

弘津千加子 掘邊絵梨子 本田睦子

前田元子 真見奈津子 山田啓子

吉田典子 吉永英子 和田啓子

編集:町田美樹子

2016年7月7日号 9:31

2016年8月4日号 9:21

乾 郁子 今岡松代 岡村勝彦

奥田和美 柏木和子 加藤紀美子

上田啓子 河原眞知子 木村加代

黒河典子 斉藤良子 正田潤子

竹村京子 中村千賀子 中村直美

中本和代 西田文子 野村美穂子

畑中法子 久富恭子 兵頭つね子

福井和子 福田佳代

編集:中本和代

2016年7月14日号 9:59

8月11･18日夏季特大号 13:23

井尻府三重 岩谷友子 上原多美子

太田貴子 大橋恵子 大山節子

奥 幸子 長村明子 越智真弓子

加藤和夫 上村裕子 姜 貞眞

北村優美子 小西君子 坂口幸子

阪本由美子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 鈴木恵子

大登晴代 詫摩多美子 田渕浩子

寺西竹子 当房公子 永井憲子

西岡千代子 西村道子 西本美加子

西山トシ子 直場徳宥 林 由子

掘邊絵梨子 星子鐡郎 濵 洋一

前田元子 三原富枝 三輪啓子

向髙寿子 八十嶋敦子 山下 豊

大和澄子 山本スズ子 山本晴代

編集:7月14日号 古跡眞知子

編集:8月11･18日夏季特大号

町田美樹子

2016年7月21日号 11:27

天江美佐子 池田和子 太田貴子

大藤喜久子 大山節子 越智真弓子

姜 貞眞 北村優美子 帰村千恵

髙久俊子 詫摩多美子 竹田佳代

寺西竹子 中本和代 西村道子

西本美加子 西山トシ子

直場徳宥 橋本明子 星子鐵郎

前田元子 増尾敏子 松原和子

三輪啓子 守田喜久子 柳内登喜子

山下 豊 和田文子

編集:町田美樹子

新潮音訳協力グループ:

八幡市民図書館朗読ボランティ

アサークルよむよむ

グループN-BUN デイジー大阪

奈良県視覚障害者福祉センター

｢草笛会｣

        マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア

ＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹ

～一ツ橋綜合財団助成事業～

マルチメディアデイジー図書を

はじめとする当館の電子書籍は、

公益財団法人一ツ橋綜合財団の

ご助成により製作されています｡

◆マルチメディアDAISY◆マルチメディアDAISY◆マルチメディアDAISY◆マルチメディアDAISY

何をＰＲしたらいいかわからな

い人の受かる！自己ＰＲ作成術

ｽｷｬﾝ:岩井和美

ﾃｷｽﾄ化:中川幸子、山田理子

DAISY編集･音(TTS):森田敏子
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パパ･ヴァイト ナチスに立ち向

かった盲目の人

ｽｷｬﾝ:岩井和美

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子 山田理子

画像:山田理子

DAISY編集:森田敏子

DAISY校正:足立佐紀子

音:前田綾子

音校正:伊志峰和代

◆テキストDAISY図書◆テキストDAISY図書◆テキストDAISY図書◆テキストDAISY図書

MONTHLY“日本一”明るい経済

新聞7月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:笠松幸彦

MONTHLY“日本一”明るい経済

新聞8月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:森 美恵子

さよなら！僕らのソニー

ﾃｷｽﾄ:池尻三千子 岩井和美

佐藤久子

DAISY編集:酒井佐代子

DAISY校正:足立佐紀子

潜入ルポヤクザの修羅場

ﾃｷｽﾄ化:木原富子 佐藤久子

千徳節子 新田 優

DAISY編集:森 美恵子

DAISY校正:越智真弓子

見えない私の生活術

ﾃｷｽﾄ校正:加藤珠子

DAISY編集:田中喜久江

DAISY校正:加藤珠子

     音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説

ボイスぷらすボイスぷらすボイスぷらすボイスぷらす◆◆◆◆

7/23わろう座映画体験会

「アゲイン 28年目の甲子園」協力

尾崎一恵 那須由美子 阪口雅代

中村京子 西川真知子 藤井倫子

廣野美代子

ｼﾈﾏ･ﾃﾞｲｼﾞｰ枠アナ協力

北川富美代 竹田佳代

編集協力 松原 博

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

図書･情報サービス図書･情報サービス図書･情報サービス図書･情報サービス

足立宣美 飯村康志 板波キミ

板谷照美 片岡忠克 木畑紀子

帰村千恵 木村謹治 小寺高子

清水美枝子 武部はつ子

当房公子 野間絹子 逸見恵子

宮嶋昌代 森本益子 渡邊洋子

リノズ･マハルジャン若槻敬子

［茨木市バラの会］

小椋美智子 菅野淑子 堂 晴美

堀林美智子

◆ 7月の貸出実績◆ 7月の貸出実績◆ 7月の貸出実績◆ 7月の貸出実績

点字 190tl ＦＤ 0tl

デイジー3948tl テープ 37tl

◆ 8月の貸出実績◆ 8月の貸出実績◆ 8月の貸出実績◆ 8月の貸出実績

点字 198tl ＦＤ 0tl

デイジー3840tl テープ 20tl

録音製作録音製作録音製作録音製作

小林弘子 並木昌子

堀 マサ子 宮崎ナオヨ

［製作数］新刊 25tl(CD 146枚)

他館 23tl(CD 185枚)

シネマ･デイジー 5tl(CD 25枚)

雑誌 8タイトル(1452枚)

(『英語よもやま通信 『近畿視』

情協新刊案内 『子供の科学』』

『サイエンスかわら版 『読書』』

『お役立ち目録 『 週刊新潮』』『

『日経パソコン ）』

整理･情報サービス整理･情報サービス整理･情報サービス整理･情報サービス

板波キミ 板谷照美 日下清香

鱗星千恵子

情報システム情報システム情報システム情報システム

森田敏子

 対面リーディング   対面リーディング   対面リーディング   対面リーディング  

青木幹雄 兄井寿美子 板谷照美

一色和子 伊東晴子 稲葉猛雄

犬塚敬彦 井上惠子 岩見博司

上ノ山禎子 後 恵子 内山扶美代

江口不二子 大坂陽子 大島幸子

大西順子 大村登子 岡崎宏美

置塩啓子 奥井秀子 片山紀子

桂 公子 神谷考子 河上千鶴

菊池雅子 古賀和子 小杉洋子

児玉智子 小林万智子 澤井 稔

柴田智美 島 美緒 建石芳子

首藤博子 妹尾優香 髙橋美代子

谷崎節子 田伏惠子 寺内久美子

常盤知子 中本由美 奈良典子

直場徳宥 野村京子 橋本佳子

畠田 幹 浜 洋一 浜田夏峰

林 勇 弘津千加子 福島悦子

林 久利 福田嘉寿憲 福地京子

藤澤元子 麓 孜子 古木昭子

星子鐵郎 細井昌子 細見芳江

本荘一子 増尾明子 増山多惠子

待田敏彦 松谷富子 眞野祥子

南 礼子 向井民子 八十嶋敦子

森田 陞 望月 明 山内紀代子

山崎 彰 山下喜美 山田栄利子

渡瀬尚子

7月 利用者16人･61件

ボランティア55人

8月 利用者13人･39件

ボランティア39人

        パソコンサポートパソコンサポートパソコンサポートパソコンサポート

（ボイスネット）（ボイスネット）（ボイスネット）（ボイスネット）

【7･8月実績】

訪問(1件)萩原博子 三輪彰宏

例会 石川昌宏 伊藤 勇

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

日本基督教団北白川教会

黒田隆子 小泉紀子 玉置明美

長宅政夫 中谷幸枝 林 貞子

松林睦夫 宮 清子 森田和子

匿名2件

(敬称略をご容赦下さい)

感 謝 報 告



片岡さん全国表彰、髙梨さん文科大臣賞

公益財団法人鉄道弘済会の今年度第46回

朗読録音奉仕者・全国表彰を当館ボランテ

ィアの片岡珠子さんが受賞、さらに文部科

たまこ

学大臣賞を髙梨智子さんが受賞されました。

さとこ

片岡さんは30年余、専門書や東洋医学書も

含め2,354時間の音訳録音を続けて来られ

たことが評価。２年前に全国表彰を受けた

髙梨さんは、長年に亘る古典文学や専門書

の音訳録音の功績が評価されたものです。

受賞式は9月末、東京の弘済会館で開かれ、

当館の久保田製作部長が参列してお祝いし

ました。今年は地区表彰で既に飯村紀子さ

ん、上田道子さん、浅野雅子さんがご受賞。

一館で５人もの方が受賞する例はなく、当

館としても非常に誇りにするところです。

今後も録音製作係の要としてお力添えくだ

さるようにお願いいたします。

ストラディヴァリコンサート満員に感謝

９月９日、フェスティバルホールで行わ

れた日本音楽財団主催の盲導犬育成支援チ

ャリティ｢ストラディヴァリウスコンサー

ト｣は、当法人の支援者800人を含む満員の

お客様で埋まり、異口同音に｢素晴らしい

コンサートだった｣と喜んでいただきまし

た。皆様のご協力に心から感謝いたします。

サービス部の人事異動について

当館５階サービス部では、10月から11月

にかけて香川紀子主任と笹田大介職員が

のりこ

視覚障害リハビリテーションセンターに異

動することになり、後任職員の公募試験の

結果、須貝直美を採用しました。須貝は５

すがい

年前までサービス部に勤務し、家族の転勤

に伴い退職しましたが、この度、大阪に帰

って来た時にちょうど募集があり、復帰し

ました。(もう一人の職員補充は、現在行

っている最中です。)なお、昨年から１年

間、リハビリセンターで歩行訓練士の勉強

をしていた花田潤子も10月１日からサービ

ス部に復帰します。顔ぶれが変わりますが、

どうぞよろしくお願いいたします。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【８月】

24日 専門音訳ﾃｷｽﾄﾃﾞｲｼﾞｰ講習会(～25日)

31日 音訳ボランティア講習会２(水曜２ク

ラス､９月６日:火曜クラス)開講

【９月】

１日 ボランティア友の会世話人会

10日 オープンデー(館内見学日､5人)

15日 専門点訳 英語点字講習会開講UEB

16日 朗読録音奉仕者･西日本地区表彰式

23日 わろう座映画体験会

30日 灯友会バザール(～10月1日）

予 定予 定予 定予 定

【10月】

15日 日本ライトハウス展(～16日）

20日 全視情協大会(～21日､熊本市､竹下､

岡田､林田､木田､花田)

22日 オープンデー(館内見学日、要予約)

29日 国際シンポ｢米国の音声解説と日本の

挑戦｣(大阪YMCA国際文化センター)

iPhone(iPad)には、｢siri｣という編 集編 集編 集編 集

シ リ

音声アシスタント機能があります。後 記後 記後 記後 記

iPhoneに話しかけて探し物をしたり､アプ

リを実行したりできます。先日iPadから送

られてくるメールの宛名が娘の名前になっ

ていました。あれ？と思い、siriを立ち上

げ、iPadに｢名前は？｣と問いかけてみると

「茂さんのiPadですが○○ちゃん(娘の名

前)と呼ぶようにと言われています｣と答え

たので､慌てて｢茂に戻してください｣という

と｢わかりました｣の返事。そういえば娘がi

Padと会話をしてたなと思い出しながら、時

代の進歩を垣間見た感じがしました。(茂)
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