
第41巻5号2017年８月1日発行（毎月1日発行）第41巻5号2017年８月1日発行（毎月1日発行）第41巻5号2017年８月1日発行（毎月1日発行）第41巻5号2017年８月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

關宏之監修｢まんが人物伝 ヘレン･ケラー｣

来年、没後50年を迎えるヘレン・ケラーの

｢まんが｣による伝記(標題書)が、新創刊の角川

まんが学習シリーズ第５巻として出版されまし

た。監修には当法人常務理事の關宏之が当た

せきひろゆき

り、ヘレン・ケラーの生涯と社会に与えた影響

を明解・適確に表現。特に岩橋武夫との友情や

日本での活動にも紙幅を割いた他、興味深い写

真や逸話も多数紹介し、これまでにないヘレン

・ケラー伝となっています。｢まんが｣という先

入観を持たず、ぜひ一度お読みください。角川

書店発行、159頁、税込918円。お求めは書店で。

日本ライトハウス展の応援･宣伝にご協力を！

今年の｢日本ライトハウス展～全国ロービジ

ョンフェア2017｣は９月30日(土)、10月１日

(日)の２日間・10時から16時、難波御堂筋ビル

７階ホール・８階大会議室(御堂筋線なんば駅

｢中改札｣直結)で開催します。20回目の今回は

初出展９社を含む過去最大の44社(７月下旬に

１社が増加)が出展。特別ステージも話題の人

が登場し、参加型の特別新企画を行います。

詳しくは同封のチラシをご覧ください。特にボ

ランティアの皆様には、当日の場内ガイドと、

お知り合い等への宣伝のご協力をお願いします。

プレクストークの新機種発売にトラブル

国内でデイジー図書を聴ける単体機は(株)シ

ナノケンシのプレクストークしかありません。

同社ではメインの２機種を３月末で発売中止し、

新機種２種を６月発売する予定でしたが、開発

のトラブルで遅れ、再生専用機ＰＴＮ３は７月

末に発売(予定)。サピエ図書館へのネット接続

と録音ができるＰＴＲ３は発売の目途が立って

いません。購入予約された方はもちろん、新た

にデイジー図書を聴こうとされている方もお待

たせしており、当館でも対応に苦慮しています。

８月～９月の休館日について

８月11日(金)～16日(水)＝夏期休館。５階

サービスフロアと図書貸出は17日(木)まで休室。

９月16日(土)＝図書貸出、電子書籍は休室

(18日ハッピーマンデーの振替休館日)。

９月23日(土)＝祝日のため全館休館

９月30日(土)＝日本ライトハウス展(～10月

１日)のため全館休館



- 2 -

専門点訳・音訳の受講者は全109コースで1,883人

毎日新聞大阪社会事業団の専門講習会が30周年

毎日新聞大阪社会事業団と当館の共催で毎年行っている専門点訳・音訳講習会が今年で30周年

第30回を迎えました。この講習会は1987年度に始まり(90年度は休止)、受講者の合計は点訳が全

42コース合計644人、91年度から加わった音訳が全66コースで合計1,239人に達しています。これ

ほど長期間にわたり行われている専門点訳・音訳講習会は全国でも例がなく、当館をはじめ関西

の点訳・音訳活動を発展させる上で欠くことの出来ない事業となっています。(館長 竹下 亘)

｢専門点訳講習会｣誕生のきっかけ

この講習会が始まったのは1987年秋。きっか

けは『点字毎日』同年５月24日号に掲載された

｢点訳教科書の不足に悩む盲大生～ますます必

要になる条件整備｣という記事でした。そこに

は、その年、関西の大学に入学した視覚障害学

生は８大学12人(２年生以上13人)に上り、関東

の倍。彼らの教科書の点訳は関西の各大学の点

訳サークルや点字図書館などが支えているが、

ニーズが多くて間に合わないという深刻な事態

が報じられていました。そこで、専門点訳者を

増やし、そうした点訳ニーズに応えられる態勢

を整えるためにこの講習会が企画されたのです。

第１回の専門点訳講習会は、まず｢外国語｣

(講師:森泰雄氏)と｢理数｣(加藤俊和氏)が行わ

れ、第２回には｢楽譜｣(岩鼻啓三氏)、第３回

いわはな

には｢数学｣(澤田祐子氏)、後には｢東洋医学｣

ゆうこ

(与野福三氏)などが加わりました。修了者は

よ の ふくぞう

所属する施設やグループで活躍するとともに、

当館を拠点に勉強と専門点訳を進めるためのグ

ループ｢ONE｣(外国語)、｢α｣(理数)、｢ドレミ｣

(楽譜、現在は｢アンダンテ｣等へ展開)等が結成

され、関西の学生の依頼に応えて、教科書や教

材の点訳が積極的に行われていきました。

｢専門音訳講習会｣も加わり、さらに発展

一方、当時、音訳の世界でも専門的な｢処理｣

技術の講習が求められるようになってきました。

そこで、1991年度の第４回から｢専門音訳｣も加

わり、まず｢英語｣(古谷穹子氏)と｢図表｣(久保

ふるたにたかこ

、洋子氏)が行われ、後には｢理数｣(久保洋子氏)

｢東洋医学｣(片山一夫氏)、｢パソコン｣(中本和

代氏)などが開講。こちらも修了者は関西各地

の施設やグループで活躍するとともに、当館を

拠点に｢英語｣、｢理数｣、｢東洋医学｣、｢古典｣な

どの専門チームを結成し、研鑽を重ねながら専

門書の音訳に取り組み、今日の当館の録音活動

の柱となっています。

点訳・音訳環境の変化と、これからの目標

専門講習会開始から30年が経ち、点訳・音訳

の状況も変わりました。教科書・教材について

は、2008年施行の｢教科書バリアフリー法｣に先

立ち、2004年度から小・中学校における点字教

科書は国により保障されるようになりました。

教科書点訳連絡会の2016年度調査では、小学生

13人に60種、中学生４人に15種の点字教科書を

提供されています。しかし、その内実は、当館

の点訳ボランティアを含め全国各地の専門点訳

者が締切に追われながら、日夜、点訳・校正に

励んでいるのが実態です。また大学等でもほぼ

９割で点訳・墨訳が提供されています(日本学

生支援機構の2015年度調査では、全盲学生143

人が学ぶ53校中48校で実施)。しかし、これも

必要な教科書・教材がすべて点訳されている訳

でなく、点訳作業も大半は各地の施設やボラン

ティアが担っているのが実状です。

30年間に開講したコース数と受講者数

専門点訳 専門音訳

コース 回 人 コース 回 人

外国語 115 理数 4 527

理・数 12 138 英語 7 88

楽譜 7 91 東洋医学 8 127

触図･触知 8 132 図表 9 164

教科書 1 60 パソコン 7 100

東洋医学 3 41 古典・文学 6 117

試験 2 43 音声表現 4 200

古典 1 12 音声解説 5 130

パソコン 1 12 その他 16 261

合計 42 644 合計 66 1239

センターのページ



- 3 -

一方、音訳についても、中途視覚障害やロー

ビジョンの方が増える中、専門書の音訳の必要

性は高まる一方ですが、それに対応できる技術

を持った音訳者は決して多いとは言えません。

当館では今後も、専門点訳・音訳講習会を

柱に技術の向上・普及を図るとともに、専門点

訳・音訳技術の適正な評価と位置づけを社会に

求め、点訳・音訳に携わる人や組織が安定的に

活動できる環境整備に取り組みたいと思います。

第30回は教科書と視覚的資料をテーマに開講

今年度の講習会では、30年の歩みと現在の課

題を踏まえて、｢教科書・教材点訳コース｣と

｢視覚的資料音訳コース｣を開講しました。

｢教科書・教材点訳コース｣の初回では、受講

者60人が現役学生２人から生の声を聴きました。

京都市の大学院で物理を専攻する寺西修二さ

んは、小学校高学年から視力が低下し、中学受

験では問題が読めなかったために不合格となり、

盲学校に進学。点字の習得には迷いがありまし

たが、学友が点字で勉強しても疲れを見せない

姿を見て、点字の習得を決意。中３の１学期に、

墨字より点字を早く読めるようになったことを

実感したのが、｢点字を受け入れ、自分を肯定

。した瞬間となった｣という経験を話されました

また西宮市の大学院で社会学を専攻する山岸

蒼太さんは、両親が地域の小学校入学を希望し

そ う た

た際、教育委員会に点字教材の提供を求めない

などの誓約書を提出して入学許可を得たことや、

小・中・高では２教科のみ価格差保証制度で点

字教材を購入し、あとは個人で手配した経験を

紹介。｢点訳された教材は一部屋を埋める量に

達し、これまでの点訳ボランティアさんに感謝

している｣と述べる一方、点字離れの心配につ

いては、｢点字や音声、テキストデータなど多

様な手段から必要に応じて選択できる社会であ

ることに意義がある｣と訴えられました。

一方、｢視覚的資料音訳コース｣は、録音図書

において不可欠な、図、表、写真、漢字等、視

覚的資料の内容を音声で適切に伝えることを目

的に開講。２日連続全10時間を３回実施し、延

べ62人が受講。当館の音訳ボランティアである

久保洋子さん、木村純子さん、福島博子さんが

講師を務め、概論と実習により、絵・写真、漢

字、記号、流れ図、系図、各種グラフ、表の読

み方について学びました。また、当法人点字情

報技術センターの福井哲也所長による講演では、

固定観念にとらわれず、ケースに応じた柔軟な

アレンジを望む、という利用者の立場からの

メッセージが具体的事例を通して伝えられまし

た。修了後、受講者からは｢目から鱗が落ちた｣

｢これまで抱えてきた疑問が解消された｣といっ

た感想が多く寄せられました。

今後も、ぜひ専門点訳・音訳講習会に関心を

持っていただき、皆さんの点訳・音訳技術を深

め、広げてくださるようにお願いいたします。

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2017年６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

６月分完成点字図書６月分完成点字図書６月分完成点字図書６月分完成点字図書

14タイトル38冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2017年7月号 3冊

点 校:金曜日グループ

うつの常識、じつは非常識

(井原裕) 3冊 点:野村惠美子

校:G校正 校:平野 健

大江戸商い白書(山室恭子)

4冊 点:島谷久美子

校:浅井良彦 校:都解節子

「おそ松さん」公式考察本おそダス

(「おそ松さん」研究所シェー

英社支部) 2冊 点:安井良恵

校:G校正 校:平野 健

手話を言語と言うのなら

(森壮也他) 2冊

点:髙木智佳子 校:G校正

校:宗像真李子

人類学者への道(川田順造) 5冊

点:本条祐子 校:G校正

校:宗像真李子

政治家秘書裏工作の証言

(松田賢弥) 4冊

点:雀部喜久子

校:G校正 校:平野 健

ドイツ修道院のハーブ料理

(野田浩資) 3冊 点:濵田恵美

校:G校正 校:古谷豊子

センターのページ
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ナバンガ ピキニニ

(パウリン グリンドリー他)

1冊 点:田中真理子

校:G校正 校:平野 健

ナバンガ ピキニニ Book２

(パウリン グリンドリー他)

1冊 点:野村惠美子

校:G校正 校:平野 健

病気にならない！生姜ココア健康法

(平柳要) 1冊 点:松下柳子

校:渡辺節子 校:八木光子

ボランティアという病

(丸山千夏) 3冊 点:華崎律子

校:G校正 校:野上満智子

ヨシダ、裸でアフリカをゆく

(ヨシダナギ)3冊 点:栗栖 忍

校:G校正 校:平野 健

眠れる森の夢喰い人(山本瑶)

3冊 点:石川亜紀

校:G校正 校:小林陽子

学校教材学校教材学校教材学校教材

＊地域の小・中学校で学ぶ児

童･生徒用の点字教科書を2017

年度前期分として以下の通り

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 ８校・14教科

合計4,624頁

中学校 ２校・９教科

合計7,129頁

【小学校】

新編 新しい国語４年 上 29年度

357頁 点:西岡貴美子

校:田中真理子

小学社会 ３ ４年上 29年度

366頁 点:篠原苑子

校:田中伸子

小学社会 ６年上 29年度 464頁

ﾃﾞｰﾀ修正:篠原苑子

小学書写 ２年 29年度 100頁

ﾃﾞｰﾀ修正:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学書写 ３年 29年度 126頁

点 校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

小学書写 ４年 29年度 137頁

点 校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

みんなと学ぶ 小学校算数３年上

29年度 367頁

点 校:大阪YWCA点字子ども図書室

みんなと学ぶ 小学校理科６年

29年度 632頁

点 校:大阪YWCA点字子ども図書室

わくわく理科４年 29年度 487頁

点:河村牧子 校:木村寿子

わくわく理科プラス４年

29年度 87頁

点:河村牧子 校:木村寿子

新版 たのしい理科３年 29年度

412頁 ﾃﾞｰﾀ修正:清水浩子

新版 たのしい理科４4年 29年度

470頁 ﾃﾞｰﾀ修正:福元悦子

校:島谷久美子

新版 たのしい理科６6年 29年度

536頁 ﾃﾞｰﾀ修正:清水浩子

【中学校】

新編 新しい国語中学１年

29年度 (東京書籍) 1161頁

点:林 さゆり 藤井恵美子

山根真紀子 校:笹川雅子

新編 新しい保健体育 29年度

923頁 ﾃﾞｰﾀ修正:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

新編 新しい技術 家庭 技術分野

29年度 1264頁

点 校:楠本由美子 松井順子

新編 新しいほけん ３ ４年

29年度 83頁

点 校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

中学書写１年 29年度 336頁

点 校:乙訓点訳ｻｰｸﾙ

未来へひろがるサイエンス１年

29年度 1115頁

点:清水浩子 鴻上真理

浜田史子 校:木村寿子

鴻上真理 浜田史子

未来へひろがるサイエンス１年

マイノート 29年度 421頁

点:鴻上真理 清水浩子

浜田史子 校:木村寿子

鴻上真理 浜田史子

未来へひろがる数学３年 Math Navi

29年度 252頁 点:足立幸子

校:古財芳子 数学グループ

SUNSHINE ENGLISH COURSE １年

29年度 781頁

点 校:有光美穂 坂和員子

杉島貴子

未来へひろがる数学３年 29年度

876頁 点:足立幸子 古財芳子

校:数学グループ

        録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

６月分完成録音図書６月分完成録音図書６月分完成録音図書６月分完成録音図書

31タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

｢いいね！｣を強要する上司に

慰謝料を請求できるのか？

(弁護士ドットコム) 4:57

音:八十嶋敦子 校:嶋川真理子

イーハトーヴ奇談(太野祺郎)

5:06 音:吉田典子

校:前川祐子 松浦洋子

辻野玲子 編:羽淵雅子

運命の約束(アラン コーエン)

2:31 音:羽淵雅子

校:浜本裕子 植田美穂子

編:下山とよみ

駅弁スーパーレディ

(小林しのぶ) 3:18

音:橋本順子 校:松井喜美代

宮 清子 濵 欣子

編:植田美穂子

近江商人のビジネス哲学

(童門冬二) 4:22 音:宮 清子

校:谷口伊都子 小西君子

編:岸田素子

大阪おいしいパンを買いに 8:09

音:二宮真理 校:寺下千秋

金井典子 編:吉川順子

大阪探偵団(有栖川有栖他) 6:54

音:那須由美子 校:米谷治子

上田道子 八田芙未子

編:寺下千秋

きみの言い訳は最高の芸術

(最果タヒ) 4:33 音:三原佳子

校:小山久子 編:柳本絹子
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感 謝 報 告

警察犬になったアンズ(鈴木博房)

2:36 音:寺下千秋

校:高岡博子 編:阪口雅代

ゴールへ駆けたガキ大将(小出義雄)

5:42 音:松井喜美代

校:橋本順子 松浦洋子

伊東晴子 編:山口孝代

Ｊ.Ｒ.Ｒ.トールキン－世紀の作家

(トム シッピー) 27:05

音:山見順子 校:遠藤敬子

佐山敦子 町田美樹子

編:浅野雅子 八田芙未子

色弱の子を持つすべての人へ

(栗田正樹) 3:45

音:内藤かほる 校:小山久子

久保洋子 金井典子

編:八田芙未子

神社のおかげさま(和田裕美)6:20

音:森口慶子 校:宮 清子

辻野玲子 編:伊東晴子

真人生の創造(中村天風) 8:25

音:平田佳子 校:酒居よし枝

辻野玲子 編:植田美穂子

人生でいちばん大切なこと

(枡野俊明) 4:10 音:和田啓子

校:金井典子 坂口幸子

編:辻野玲子

セイタカ童子(若菜邦彦) 1:22

音:前田綾子 校:伊志峰和代

米谷治子 木村純子

編:若槻敬子

ゼロから始める！「民泊ビジネス」

の教科書(川畑重盛) 4:29

音:前田元子 校:水谷和子

本村英子 編:松本紀代

空を見てますか…７

(池辺晋一郎) 6:23

音:宮 清子 校:谷口伊都子

那須由美子 上田道子

チャンスを引き寄せ、願い叶える

法則(甘利庸子) 4:47

音:荒木節子 校:髙岡博子

植田美穂子 編:若槻敬子

鉄客商売(唐池恒二) 8:26

音:増木純子 校:久保洋子

濵 欣子 編:荒木良子

床屋の娘と素敵な人達(北村昭子)

4:57 音:大坂陽子

校:橋本万里 川端正子

編:辻野玲子

Ｔｏｎｙさんの優雅な生活

(小森薫) 8:34 音:嶋林茂子

校:下山とよみ 町田美樹子

編:荒木良子

なぜ、マツコ デラックスは言いた

い放題でも人に好かれるのか？

(内藤誼人) 5:02

音:田中恵子 志水節子

校:松浦洋子 西田芳美

辻野玲子 浜本裕子

編:古跡眞知子

寝たきりにならずにすむ筋肉の

鍛え方(荒井秀典) 4:11

音:大桑久美子

校:北川温子 松浦洋子

花園が燃えた日(鎮勝也) 9:42

音:水谷和子 校:北川温子

伊東晴子 編:本村英子

病因指南(岡本一抱子) 25:52

音:片岡珠子 金井典子

壁谷岑子 佐久間かず子

佐々木マス子 夛田禮子

浜本裕子

校:片山一夫 久保洋子

長田ひとみ 三上 菊

編:森 和子 夛田禮子

物語戦略(岩井琢磨他) 5:13

音:岩井悦子 校:高室雅子

松浦洋子 金井典子

編:八田芙未子

野球酒場(前田恵) 7:57

音:中野靖子 校:髙岡博子

編:阪本由美子

ＵＳＪを劇的に変えた、たった

１つの考え方(森岡毅) 8:26

音:小倉玲子 校:川勝美佐子

金井典子 編:山崎千代子

乱舞の中世(沖本幸子) 6:15

音:水野順子 校:伊東晴子

上田道子 西田芳美

編:山崎千代子

理不尽に勝つ(平尾誠二) 5:31

音:田中恵子 校:野﨑淳子

川端正子 編:辻野玲子

        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

アンガーマネジメント入門

(安藤俊介) 4:01

音 編:小林加代子

言霊はこうして実現する

(大野靖志) 7:20

音 編:坪田捷子

時報平成28年8月号(造幣局)

1:08 音:外園朝代

スーパートイズ (ブライアン 

オールディス) 8:11

音 編:川添美智子

デタラメが世界を動かしている

(小浜逸郎) 13:39

音:眞野祥子

ぼく。(桜庭和志) 5:19

音:東 佳子 校:飯村紀子

点字図書点字図書点字図書点字図書

Rumi Oracle(A.Fairchild) 3冊

点:福井真由美 校:有光美穂

坂和員子 杉島貴子

学習の達成 社会(1学期分) 5冊

点:奥村純子 校:G校正

「金平糖」第114回 短歌サロン

6月23日分 1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

週のまとめ 理科１年(１学期分)

2冊 点:清水浩子 校:木村寿子

新 社会福祉士養成講座１ (社会

福祉士養成講座編集委員会)8冊

点:松井育子 藤井恵美子

山口節子 校:松井育子

藤井恵美子 山口節子

電子レンジ取扱説明書 日立MRO-

SF6(HITACHI) 2冊

点:河村牧子 校:木村寿子

ナンプレvol.6 1冊

点:河村牧子 校:石川亜紀

ボンカレーゴールド ボンカレー

ネオ 調理方法 2冊

点:雪岡加奈子 校:宗像真李子

理科1年 確認 問題と解答 4冊

点:清水浩子 浜田史子

校:木村寿子 鴻上真理
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        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』

2017年7月号発送:

西垣泰子 藤原静江 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2017年7月号 2:41

音 校 編:情報文化センター

｢英語チーム｣

奥田美穂 川端真知子 的場 操

小林幸子 中原尚子 野﨑淳子

前田元子 松浦洋子

『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 2017年5月号 3:39

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 南浦京子 吉田 薫

『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 2017年5月号 4:18

音 校 編:情報文化センター

｢理数チーム｣

小倉玲子 金井典子 橋本万里

松本紀代 目連雅子 本村英子

山本雅子

『鍼灸OSAKA Vol.32 No.4『鍼灸OSAKA Vol.32 No.4『鍼灸OSAKA Vol.32 No.4『鍼灸OSAKA Vol.32 No.4

(2016.Winter124号) 』(2016.Winter124号) 』(2016.Winter124号) 』(2016.Winter124号) 』

デイジー版 9:35

音･校･編：情報文化センター

「東洋医学チーム」

荒木良子 岩崎千佐子 片岡珠子

金井典子 壁谷岑子 久保洋子

栗本慶子 佐々木マス子 三上 菊

佐山敦子 夛田禮子 長田ひとみ

野﨑淳子 濵名あきよ 浜本裕子

前川祐子 桃井輝子 渡辺一枝

2017年７月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:15

音:小西君子 校正:寺下千秋

発送:井川倭文子 宮崎ナオヨ

並木昌子 宮野興子 片岡忠克

『お役立ち目録 2017年7月号『お役立ち目録 2017年7月号『お役立ち目録 2017年7月号『お役立ち目録 2017年7月号

～本屋大賞最新版2015～2017

』』』』ノミネート作品～

デイジー版 :170

音:小西君子 校正:寺下千秋

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

◆2017年5月25日号 9:34

岩田真智子 上原多美子 大島幸枝

大塚しづ子 岡﨑節子 奥 幸子

上村裕子 川添美智子 姜 貞眞

川端砂代子 小池雅子 坂田嘉子

北山真知子 佐藤圭子 佐藤公平

西岡千代子 佐藤保子 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 嶋林茂子

高嶋美穂 武市敦子 竹田光子

塚本和江 中嶋雅美 中地淳子

中村京子 橋村惠子 橋本順子

羽淵雅子 兵頭 賢一 平田惠美子

弘津千加子 前田元子 山田啓子

松井喜美代 横山栄子 吉田典子

真見奈津子 吉永英子 和田啓子

山本スズ子

編集 古跡眞知子

◆2017年6月1日号 9:29

乾 郁子 岡村勝彦 加藤紀美子

奥田和美 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 深津綾子 福井和子

福田佳代

編集 中本和代

◆2017年6月8日号 10:04

井尻府三重 大橋恵子 姜 貞眞

岡﨑節子 岩田真智子 奥 幸子

長村明子 上原多美子 澤井 稔

加藤和夫 上村裕子 佐藤公平

沢田玲子 鈴木恵子 武市敦子

寺下千秋 永井憲子 中地淳子

島 美緒 中本和代 西岡千代子

橋村惠子 濵 洋一 森口慶子

林 由子 八十嶋敦子 山田啓子

山本スズ子 山本晴代

編集 高橋 武

◆2017年6月15日号 10:11

天江美佐子 岩谷友子 太田貴子

大山節子 越智真弓子 清水百世

髙久俊子 北村優美子 田渕浩子

詫摩多美子 当房公子 中本和代

長濱純代 成田由起 西本美加子

西村道子 西山トシ子 直場徳宥

橋本明子 橋本佳子 星子鐵郎

前田元子 増尾敏子 松原和子

柳内登喜子 山下 豊 大和澄子

編集 中本和代

◆2017年6月22日号 9:37

大島幸枝 大塚しづ子 岡﨑節子

上村裕子 川添美智子 姜 貞眞

川端砂代子 小池雅子 佐藤公平

北山真知子 久下悦子 澤井 稔

佐藤保子 沢田玲子 嶋林茂子

関田通子 高田郁恵 武市敦子

玉置明美 坪田捷子 寺下千秋

中地淳子 中村京子 橋村惠子

橋本順子 羽淵雅子 兵頭賢一

濵 洋一 平田惠美子 前田元子

平田みどり 横山栄子 吉田典子

弘津千加子 松井喜美代 和田啓子

編集 古跡眞知子

◆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

奈良県視覚障害者福祉センター

「草笛会」

グループN-BUN、デイジー大阪

『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 2017年6月号 4:38

音 校 編:情報文化センター

石井那智子 小倉玲子 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

小森佳津子 坂口幸子 夛田禮子

阪本由美子 西田芳美 西村郁子

寺下千秋 佐々木マス子 三上 菊

佐山敦子 下山とよみ 二宮真理

橋本万里 寺田美枝子 浜本裕子

福島博子 前田元子 松浦洋子

目連雅子 横山時子

感 謝 報 告
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        電子書籍電子書籍電子書籍電子書籍

～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｡

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6月号

ﾃｷｽﾄ化 DAISY編集:小池雅子

ＡＤＨＤ ＬＤ アスペルガー症候群

かな？とおもったら…

DAISY校正:山田理子

トナカイと遊牧民、循環のフィ

ロソフィー

DAISY校正:山田理子

格差社会を変える

DAISY校正:山田理子

私と娘、家族の中のアスペルガー

DAISY校正:山田理子

都市下層の生活構造と移動ネ

ットワーク

DAISY校正:山田理子

レイシズムの変貌

DAISY校正:山田理子

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

電子書籍電子書籍電子書籍電子書籍

池尻三千子 西村佐世子

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

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 小椋美智子 片岡忠克

木畑紀子 木村謹治 帰村千恵

小寺高子 小林弘子 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 若槻敬子

［茨木市バラの会］

片倉康子 堂 晴美 永崎利恵

◆ ６月の貸出実績◆ ６月の貸出実績◆ ６月の貸出実績◆ ６月の貸出実績

点字 196tl

デイジー3615tl テープ 61tl

★６月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

プーチン露大統領とその仲間たち

(塩原俊彦)

アマゾンと物流大戦争

(角井亮一)

先生、イソギンチャクが腹痛を

起こしています！(小林朋道)

幕末舞妓、なみ香の秘密

(奈波はるか)

【録音図書】

双燕の空(子安秀明)

血別 山口組百年の孤独

(太田守正)

７つの名前を持つ少女

(イ ヒョンソ)

小説外務省２(孫崎享)

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

 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  

兄井寿美子 伊東晴子 岩見博司

上ノ山禎子 大坂陽子 大西順子

大村登子 岡﨑節子 奥井秀子

桂 公子 神谷考子 香西麻里子

川野 博 菊池雅子 小林節子

小林万智子 佐藤美鈴 島 美緒

神保克子 高橋美代子 夛田禮子

谷崎節子 田伏惠子 津村香順

西川真知子 直場徳宥 福地京子

藤田佳子 二子石知恵 麓 孜子

古木昭子 細井昌子 細見芳江

本荘一子 前田芳野 松谷富子

増山多惠子 真野祥子 南 礼子

宮本和子 向井民子 望月 明

八十嶋敦子 山内一子 山崎 彰

山下喜美 横山栄子 米田るみ子

６月 利用者11人 49件

ボランティア48人

『対面リーディング通信』編集『対面リーディング通信』編集『対面リーディング通信』編集『対面リーディング通信』編集

木村謹治 澤井 稔 望月 明

※隔月発行の同誌の企画・編

集を３人の方がご担当下さっ

ています。これまで掲載を怠

り申し訳ありませんでした。

今後は掲載させて頂きます。

        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)

【６月実績】

例会:石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美 政所 章 上田一裕

HP更新:中条正信

週報:和田眞由美

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

あし笛 川 清水美枝子

南 浩史 湯川欣晃 匿名1件

(敬称略をご容赦下さい)
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ボランティア友の会世話人会報告

7月6日(木)10:00～11:30

出席者:山本､神谷､那須､増尾､

橋本､雪岡､小倉

(館から竹下､林田､松井)

<館からの報告>

 日本ライトハウス展について

 ガイド体験会の反省

<協議事項>

 施設見学会の検討

<次回>9月7日(木)10:00～11:30

東洋医学チーム製作｢病因指南｣

(岡本一包子著)の原本

感 謝 報 告



デイジー録音版の｢病因指南｣が完成

当館の(音訳)東洋医学チームでは、鍼灸

の碩学片山一夫先生のご指導の下、古今の

鍼灸の専門書を録音しています。この度、

総勢13人が数年をかけて音訳･校正･編集し

た岡本一包子の｢病因指南｣が完成しました

いっぽうし

(本誌７頁に写真)。同書は江戸時代の鍼医

で、近松門左衛門の実弟である著者が中風、

痛風等120余りの病気を詳説した大著。本

誌５頁中央に掲載したボランティアの皆さ

んが白文の漢文を読み下し、綿密な校正・

編集を重ねて25時間52分に及ぶ録音図書を

仕上げました。特に昨年１月に亡くなられ

た森和子さんが最後まで編集に打ち込んで

いた記念の本でもあります。今後、多くの

鍼灸師の方に読んでいただければ幸いです。

九州北部豪雨で視覚障害者も被災

７月初旬の九州北部豪雨の後、福岡点字

図書館職員などの被災地訪問により、少な

くとも３人の全盲の方が被災されたことが

分かりました。40代男性＝自宅と鍼灸院が

土砂で埋まり、親類宅に避難。昼間片づけ

に通っているが、１階は骨組みだけの有様。

70代男性＝東峰村の自宅が浸水し、20km

とうほう

離れた旅館に避難。初めての一時帰宅を同

伴介助。水浸しになった自宅は乾いてはい

たが、住める状態でない。90代女性＝松末

ますえ

地区の自宅で被災。小学校に避難したが、

移動が大変なので、日頃利用していたデイ

ケア施設にショートステイで避難。－－異

常気象が続く中、平素から災害時の視覚障

害者の支援態勢を整える必要があります。

今年のボランティア交流会で【訂正】

活動歴30年以上の感謝状をお贈りした鈴木

栄子さんのご紹介に不備がありました。お

ひでこ

詫びするとともに再掲載します。

鈴木栄子さん 小説を中心に様々なジャ

ンルの図書の音訳･校正作業をしてくださ

っている。｢技術者たちの敗戦｣、｢残酷な

チョコレート｣、｢日本人にとって聖なるも

のとは何か｣等を音訳。2013年度鉄道弘済

会西日本地区表彰(朗読の部)受賞。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【７月】

６日 ボランティア友の会世話人会

８日 オープンデー(館内見学日、４人）

14日 専門点訳｢教科書･教材｣講習会開講

19日 全視情協シネマ･デイジー製作研修会

(～20日､福岡市､林田)

27日 見学:サピエ研修会参加職員

全視情協サピエ研修会(～28日､天満

橋、竹下､岡田､松本他10人)

30日 日本ライトハウス職員全体研修会

予 定予 定予 定予 定

【８月】

２日 全国･情報機器指導者講習会(～4日)

11日 夏期全館休館(～16日。サービスフロ

アと図書貸出は17日まで)

25日 わろう座映画体験会

26日 法人役職者研修

【９月】

１日 灯友会バザー(～２日､４階会議室)

７日 ボランティア友の会世話人会

16日 図書貸出､電子書籍のみ休室

23日 祝日のため全館休館

30日 日本 展(～1日､全館休館)ライトハウス

59歳の誕生日直前に人生初体験。編 集編 集編 集編 集

電車で吊革を持って立っていたら、後 記後 記後 記後 記

男子学生が｢席を替わりましょうか？｣。丁

重に断りましたが、そんなに高齢に見える

のか?!と大衝撃。しかもその２日後、明ら

かに年上の女性から同様のお申し出が。高

齢者の仲間入りしたことを自覚して、節制

しなければと思い始めています。(竹)
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