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掲 示 板

第35回チャリティコンサートにご来場を

日本ライトハウスでは、毎年恒例の盲導犬育

成支援チャリティコンサートを４月23日(日)午

後、大阪市北区のザ・シンフォニーホールで開

催します。今回はお馴染みのヴァイオリニスト

和波孝よし氏と新進気鋭のチェリスト辻本玲

わ な み たか れい

氏、澤和樹氏指揮による千里フィルハーモニア

さわか ず き

・大阪の出演で、ベートーヴェンの｢ロマンス

ヘ長調｣、サンサーンスの｢序奏とロンド・カプ

リチオーソ イ短調 、ドボルザークの｢チェロ」

協奏曲ロ短調｣、ブラームスの｢交響曲第１番ハ

短調｣他を演奏します。ぜひご来場ください。

視覚障害者の方々を招待するためのアミティチ

ケットの購入にもご協力いただければ幸いです。

◆日時 ４月23日(日)12時30分開場、13時30

分開演。12時から会場窓口でチケットと座席指

定券を引替。

◆会場 ザ・シンフォニーホール(ＪＲ福島

駅から徒歩８分)

◆入場料3,500円。アミティチケット1,000円。

＊チケットは当館３階総務係でも販売します。

お問い合わせは、月～金曜日の9時～18時に、

募金事業部(電話06－6968－1030)まで。

専門点訳・音訳講習会が開講30周年

1987年に毎日新聞大阪社会事業団主催、当館

後援(主管)で始まった｢専門点訳・音訳講習会｣

は新年度で30周年を迎えます。これまでに行っ

た講習会は外国語、理数、東洋医学、楽譜等、

合計29回･106コース。受講者は1,700人を超え、

近畿各地の施設やグループで、視覚障害者の情

報ニーズに応え、専門的な点訳・音訳活動を展

開しています。これほど長期間かつ大規模な専

門点訳・音訳講習会は全国でも例がありません。

この講習会は、元々、視覚障害大学生が点字

教科書の入手に困っている状況が『点字毎日』

で報道されたことを機に始まったもので、これ

までも特に教材や専門書の点訳・音訳技術の向

上・普及を柱としてきました。ここから理数、

英語、東洋医学、古典、楽譜等の専門チームが

生まれ、技術が継承されているのも大きな実績

です。そこで新年度・第30回の講習会では、改

めて教科書・教材の点訳と、図・表・グラフ等

視覚的資料の音訳の２テーマに集中し、専門点

訳・音訳のさらなる発展を図ります。２頁の要

項をご覧の上、ぜひご参加ください。

◆３月の開館は暦通り。日・月曜のみ休館です。
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拡大掲示板

専門点訳講習会｢教科書・教材点訳コース｣

既に点訳活動をされている方を対象に、図、

表、写真等が多用されている教科書・教材を点

訳するための専門技術を講習します。小学校か

ら高校までの主要５教科を中心に、具体的事例

を交えながら点訳の技術や知識を深めます。

日程 2017年７月14日～９月15日までの金曜

日(８月11日を除く)

内訳 ①概論・講演(７月14日)は必須。それ

以外は教科を選択して受講可。全回受講も歓迎。

①概論・講演：７月14日10時～15時(４時間)

②国語：７月21日10時～15時(４時間)

③英語：７月28日10時～15時(４時間)

④算数・数学：８月４日10時～15時(４時間)

⑤・⑥理科：８月18日、25日の２日間13時～

16時(各３時間)

⑦・⑧社会：９月１日、８日の２日間13時～

16時(各３時間)

⑨その他科目：９月15日13時～15時(２時間)

講師 当館職員・教科書点訳ボランティア

定員 ①概論・講演40人、②～⑨各教科15人

申込み 当館点字製作係(電話06-6441-1028)

へ要項を請求の上。応募者多数の場合は抽選。

専門音訳講習会｢視覚的資料音訳コース｣

既に音訳活動をされている方を対象に、図、

表、グラフ、写真等、視覚的資料の音訳に必要

な技術、処理について講義、実習を行います。

講習内容 ｢視覚的資料の音訳とは(講義)｣

｢グラフ、表、流れ図、系図、写真、漢字等の

事例による実習｣｢利用者の講演｣

日程 全２日間(各日10時～16時)のコースを

３コース実施(内容は３コースとも同じ)

第１回 ６月７日(水)・８日(木)

第２回 ６月29日(木)・30日(金)

第３回 ７月７日(金)・８日(土)

講師 当館音訳ボランティア・理数チーム

メンバー

受講資格 現在音訳活動中のボランティアで、

活動歴おおむね３年以上の方

定員 各回20人

申込み 当館録音製作係(電話06-6441-1017)

へ要項請求の上。応募者多数の場合は抽選。

｢わろう座～インドとスリランカの視覚

障害青年を囲んで｣にお集まりください

公益財団法人ダスキン愛の輪基金では、2000

年から｢アジア太平洋障害者リーダー育成事業｣

を行い、毎年、障害のある青年６人を日本に招

き、10ヶ月間の研修を行っています。当館でも

第１回から17年間、ほぼ毎年研修に協力してい

ますが、今年はスリランカとインドの視覚障害

男性２人が３月に来阪し、当館とリハビリセン

ターを拠点に研修することになりました。

スリランカの研修生はサンカ・ハシンタさん

(30歳)で、網膜色素変性症で視力低下後、コロ

ンボの大学を首席で卒業し、小中学校で英語教

師を勤めています。インドの研修生はラムダス

・シンハレさん(23歳)で、デリーの盲学校から

大学で学んだ後、銀行に勤めています。

二人とも明朗快活。昨年９月の来日から３ヶ

月間、日本語を学んだ後、個別研修に入り、

｢日本のことは何でも知りたい｣と意欲満々です。

スリランカのサンカさんとインドのラムダスさん

この二人をゲストに迎え、３月25日(土)13時

30分から16時、当館４階会議室で、｢わろう座

～インドとスリランカの視覚障害青年を囲ん

で｣を行います。日本語と英語まぜこぜ(通訳付

き)で、二人からの話しを聞き、交流を深めた

いと思います。参加無料。貴重な機会ですので、

ぜひお集まりください。参加申し込みは当館総

務係(電話06－6441－0015)までどうぞ。

センターのページ
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学び､働き､暮らし､楽しむ～豊かな人生を最新メディアで応援

一ツ橋綜合財団のご助成で、今年度も大きな成果

当館では、2005年度から公益財団法人一ツ橋綜合財団のご助成により、視覚障害者等情報提供事業

の先駆的な取り組みとして、マルチメディアデイジー図書・教科書の製作・提供と、耳で観る映画｢シ

ネマ・デイジー｣などの音声解説を推進しています。マルチメディアデイジー、テキストデイジーなど

のアクセシブルな電子書籍の世界は、日本デイジーコンソーシアムの正会員として長年にわたり種を

蒔きつづけてきた結果、電子出版の国際標準規格ＥＰＵＢと、当館が培ってきた視覚的資料(図・表・

イ ー パ ブ

写真等)の音訳技術との融合により、新たなメディアを開発する段階に入っています。また、テレビ、

映画の副音声製作に始まり、｢シネマ・デイジー｣に結実した音声解説事業は、各地の視覚障害者情報

提供施設の指導・サポートを行った結果、製作施設が全国11か所に増え、さらなる広がりを見せてい

ます。一ツ橋総合財団の助成事業の今年度の主な成果をご報告します。(製作部長 久保田 文)

将来の夢を育める学校生活を願って

子供たちの就学、進学、社会生活に役立つ図

書をマルチメディアデイジー化して、サピエ図

書館や当館のダウンロードサービスから配信し

ました(今年度の実績予測は18タイトル。加えて

テキストデイジーが60タイトル)。小学校で習得

する漢字1006字すべてが登場する図書や、イラ

ストと共に楽しく読める科学の本などは、文字

と音声、あるいは画像と音声が同期するマルチ

。メディアデイジーの利点が最も生きる分野です

高等学校入学以来、マルチメディアデイジー

教科書を提供してきた生徒が３年生に進級し、

｢大学の推薦入試に向けて定期試験でも良い成績

を取りたい。苦手な国語をもっと頑張りたい｣と

意欲的になってくれているのも大変嬉しい成果

です。これからも、子どもたちが自分らしさを

｢小学校学習漢字1006字がすべて読める漢字童話｣

(井上憲雄文･絵、本の泉社発行)の原本と、 にiPad
表示したマルチメディアデイジー版

発揮して、学習やクラブ活動に積極的に取り組

み、将来の夢を育むことができる学生生活を願

って、ボランティアの方々と共に、質の高いマ

ルチメディアデイジー、テキストデイジー、ま

たテキストデータ製作に取り組んでいきます。

映画を“耳で観る”楽しさを届けるために

当館が2007年度から開始した映画やテレビへ

の音声解説事業は、20人を超えるボランティア

の協力の下、パソコンで音声解説を聞きながら

映画を観る｢音声解説 付き映画 ｣や映画CD DVD

の主音声に音声解説を加えて編集した耳で観る

映画｢シネマ・デイジー｣の製作・提供、そして

視覚障害者団体等の依頼によるバリアフリー映

画上映会の企画・実施などに結実しています(今

年度の実績予測は製作15作品、上映会15作品)。

特にシネマ・デイジーは、林田茂主幹が全国

視覚障害者情報提供施設協会｢シネマ・デイジー

検討プロジェクト｣のリーダーを務め、シネマ・

デイジーの製作に着手する全国の施設に対して

、製作に関する相談や助言、マニュアルの見直し

重複製作作品の検証を行い、作品数の増加と品

質の向上に努めています。

また、昨年11月に開催した当館主催の第４回

バリアフリー映画上映会では、博物館を舞台に

した映画｢ナイトミュージアム｣の音声解説・日

本語字幕付き上映に合わせて、国立民族学博物

、館准教授広瀬浩二郎氏のトークショーを併催し

来場した多くの方々に、より深く映画の世界に

触れていただくことができました。

センターのページ
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センターのページ

電子書籍と専門音訳の融合をめざして

さらに当館独自の先駆的な取り組みが、合成

音声を使って読むアクセシブルな電子書籍と、

図表等の視覚的資料の音訳技術の融合を目指す

事業です。今年度は、次項で紹介するHyMe
ハ イ ミ ー

｢音訳教材データベース｣システムを活用し、全

国８人の音訳者による中学・高校の教科書の視

覚的資料の音訳実験を行いました。また音訳処

理が必要な箇所に音訳データを挿入した電子書

籍 の実用化に向けて、国内のデイジーHyMe

再生機・ソフトウェアの主要メーカー３社に

。HyMe対応のバージョンアップを依頼中です

日本ライトハウス第４回バリアフリー映画上映会

｢ナイトミュージアム｣での広瀬浩二郎トークショー

視覚障害児童生徒のための｢音訳教材データベース｣が完成

文部科学省の調査研究事業が一区切り

視覚支援学校などの特別支援学校や地域の学

校で、点字・拡大教科書で教科学習をしている

視覚障害児童・生徒の中には、発達障害や知的

障害等により、点字や墨字だけでは｢文章の理解

が困難｣｢読み飛ばしをする｣｢意味の理解が難し

い｣といった生徒、あるいは中途障害や視力低下

による点字使用への移行途中のため｢点字だけで

は授業についていけない」｢拡大教科書の地図や

フローチャートといった視覚的資料の全体像を

つかみにくい｣といった生徒が増えつつあります。

当館では、2013年度から文部科学省の調査研

究事業を受託し、このような児童・生徒が点字

・拡大教科書と併用するための｢音訳教材｣(肉声

だけで情報を正しく伝える音訳技術を用いた音

声教材)の研究・開発を続けています。この研究

により、点字・拡大教科書を読みながら音声を

聞くことで、本文の読み飛ばしをしなくなった

り、点図の触読、墨字の視覚的資料の内容理解

が進むことを明らかにすることができました。

今年度の文部科学省委託｢音声教材の効率的な

製作方法等に関する調査研究｣事業では、３年前

から開発に着手し、改良を重ねてきた｢音訳教材

データベース｣を実用化できる段階にまでこぎ着

けました。このデータベースにより、教科書の

図・表・写真などの視覚的資料を音訳した音声

データを蓄積し、教科、学年、出版社などで検

索し、ダウンロードすることができます。

(｢音訳教材｣の研究成果は、当館ホームページ

( )の｢研究http://www.lighthouse.or.jp/iccb/

事業｣のメニューからご覧いただけます。)

インクルーシブ教育の広がりとともに、視覚

障害児童・生徒の学習環境も変化しています。

技術の発達により、障害のある児童・生徒がICT

パソコンやタブレットで合成音声を用いて利用

するデジタル教材が注目を集めていますが、視

覚障害児童・生徒にとっては、図・表・グラフ

・写真等の視覚的資料の情報が、学年、教科に

応じたスピードと適切な表現で、過不足なく提

供されることが必要であり、それは合成音声だ

けでは実現できません。また教科書の性質上、

誤まった読み上げや説明の不備・不足も許され

ません。電子教材がいかに迅速に製作・提供で

き、コストパフォーマンスに優れていたとして

も、こうした配慮を加えていないものは、｢教科

書｣｢教材｣とは呼べません。

当館ではこれからも、｢音訳教材｣が視覚障害

児童・生徒の学習に必要不可欠なツールとなる

よう、視覚的資料の専門音訳者の養成を進める

とともに、｢音訳教材データベース｣の運用を目

指して、視覚障害教育の研究団体、視覚支援学

校、教科書会社等と情報を共有しながら研究・

開発を進めていく計画です。
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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1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

１月分完成点字図書１月分完成点字図書１月分完成点字図書１月分完成点字図書

11タイトル34冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

JRニュース2017年2月号 3冊

点･校:金曜日グループ

ＮＨＫ介護百人一首2016

(ＮＨＫ) 1冊

点:古谷豊子 校:松井育子

健康診断の検査値がとことんわ

かる事典(西崎統) 4冊

点:辻 志津江 校:G校正

校:平野 健

郊外の一日(チェーホフ) 5冊

点:大西裕子 校:岩田幸代

校:橋詰玲子

シカ問題を考える(高槻成紀) 4冊

点:浜田史子 校:G校正

校:平野 健

たとえ明日世界が滅びるとしても

元BC級戦犯から若者たちへの

遺言(飯田進) 4冊

点:雀部喜久子 校:G校正

校:平野 健

地球礁(R.A.ラファティ) 3冊

点:辻村惇子 校:G校正

校:橋詰玲子

中国メディア戦争(ふるまいよしこ)

3冊 点:平石孝生

校:G校正 校:都解節子

｢ベルサイユのばら｣で読み解く

フランス革命(池田理代子) 2冊

点:清水浩子 校:川崎安恵

木村寿子 校:宗像真李子

物語ベルギーの歴史(松尾秀哉)

4冊 点:前田裕子

校:G校正 校:宗像真李子

平成28年12月27日 米国訪問 日米

両首脳によるステートメント

(安倍総理･オバマ大統領) 1冊

点:高橋世貴子 校:田中陽子

        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12121212

15タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

足立さんの古い革鞄(庄野至) 6:02

音:佐藤圭子 校:桂 公子

下山とよみ 編:八田芙未子

アドラー『人生の意味の心理学』

(岸見一郎) 3:34 音:山口和葉

校:岩谷友子 二宮真理

土井賀津子 編:古跡眞知子

親ゆびを刺激すると脳がたちまち

若返りだす！(長谷川嘉哉)

3:21

音:松井喜美代 校:橋本順子

土井賀津子 編:羽淵雅子

体の使い方を変えればこんなに

疲れない!(岡田慎一郎) 2:44

音:山口和葉 校:岩谷友子

中澤康子 浅野雅子

編:松本紀代

君が戦争を欲しないならば(高畑勲)

2:16 音:大坂陽子

校:前川祐子 編:坂口幸子

地震と火山の基礎知識(島村英紀)

5:19 音:川勝美佐子

校:胸永幸子 山下富代

編:山崎千代子

｢小中一貫｣で学校が消える

(山本由美他) 11:17

音:板東由美子 校:北川温子

岡 香代子 土井賀津子

編:若槻敬子

焼酎のつまみ(福山秀子) 2:01

音:森口慶子 校:久保洋子

荒木良子 編:山崎千代子

続･針師のお守り(浅川要) 7:37

音:佐山敦子 校:三上 菊

前川祐子 荒木良子

編:金井典子

能苑逍遥 下(天野文雄) 15:06

音:宮 清子 杼村明子

高梨智子 校:松井喜美代

谷口伊都子 杼村明子 宮 清子

山崎千代子 編:鳥山正彦

蕪村句集講義３(内藤鳴雪他)

15:18 音:桂 公子 谷口伊都子

福池恵理子 校:小林幸子

宮 清子 川端真知子 山口孝代

杼村明子 田宮恭子 北川温子

編:濵 欣子

ペリリュー･沖縄戦記(ユージン･

B.スレッジ) 17:36

音:坂口幸子 校:大西祥子

寺田美枝子 編:吉川順子

捕獲屋カメレオンの事件簿

(滝田務雄) 10:26

音:飯村紀子 校:東 佳子

阪越紀子 辻野玲子

編:若槻敬子

冥福(牧野修) 6:49

音:倉富重雄 校:辻野玲子

伊東晴子 編:寺下千秋

雪の殿様(鷹井伶) 4:24

音:前田綾子 校:伊志峰和代

鈴木惠子 八田芙未子

編:若槻敬子

        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

オーブントースター取扱説明書

1:31 音･編:坪田捷子

珍獣遊園地(カール･ハイアセン)

15:01 音･編:植田美穂子

できる人は超短眠! (堀大輔)

5:35 音･編:坪田捷子

トヨトミ速暖遠赤外線電気ヒーター

EWH-CS100F 取扱説明書

0:45 音･編:古谷あや子

感 謝 報 告
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点字図書点字図書点字図書点字図書

短歌サロン｢金平糖｣

二〇一六年の短歌(作者別)1冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

ナンプレ３ 1冊

点:梶原由美子 校:G校正

文化としての音楽 講義用プリント

（9回目～11回目）3冊

点:奥村純子 校:橋本和代

校:辻 志津江

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

伝統鍼灸 第43巻第2号(通巻87号)

テキスト化:永薮直子

自由への旅｢マインドフルネス

瞑想｣実践講義

テキスト化:平林隆雄

        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2月号発送: 西垣泰子

藤原静江 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2017年2月号 2:35

音･校･編:情報文化センター

『英語チーム』 伊東晴子

志水節子 辻本紀枝 中島美穂

中島 睦 西田芳美 西和田惠子

前田元子 松浦洋子 山本 香

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12月号 デイジー版 1:58

カセット全２巻

音･校:郡 薫 倉富重雄

『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12月号 3:00

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 吉川弘美 夛田禮子

澤田美那子 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 2016年12月号 3:51

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』 大桑久美子

河原眞知子 北川温子 橋本万里

濵名あきよ 本村英子 横山時子

2017年2月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:06

音:本田睦子 校:濱 欣子

発送:板波キミ 宮野興子

並木昌子 宮崎ナオヨ

井川倭文子

『お役立ち目録 2017年2月号『お役立ち目録 2017年2月号『お役立ち目録 2017年2月号『お役立ち目録 2017年2月号

～出版図書に与えられた賞と～出版図書に与えられた賞と～出版図書に与えられた賞と～出版図書に与えられた賞と

デイジー版 0:13その作品～』その作品～』その作品～』その作品～』

音:本田睦子 校:濱 欣子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2016年12月22日号 9:58

岩田真智子 上原多美子

大島幸枝 大塚しづ子 岡﨑節子

上村裕子 川添美智子 坂口幸子

坂田嘉子 阪本由美子 佐藤公平

佐藤保子 澤井 稔 沢田玲子

嶋林茂子 鈴木恵子 関田通子

高田郁恵 武市敦子 塚本和江

中井千奈美 中地淳子 中村京子

西岡千代子 橋村惠子 羽淵雅子

平田惠美子 弘津千加子

兵頭賢一 前田元子 松浦洋子

真見奈津子 山田啓子 横山栄子

吉田典子 編集:古跡眞知子

2016年12月29日･2017年1月5日

新年特大号 11:17

大島幸枝 岡﨑節子 岡村勝彦

奥 幸子 奥田和美 柏木和子

加藤紀美子 上田啓子 姜 貞眞

木村瑛子 木村加代 久下悦子

黒河典子 小西君子 佐藤圭子

沢田玲子 関田通子 坪田捷子

中地淳子 中村千賀子 中村直美

中本和代 兵頭つね子 福井和子

福田佳代 松浦洋子 八十嶋敦子

山田啓子 編集:中本和代

2017年1月12日号 10:25

井尻府三重 入野朋子 奥 幸子

上原多美子 越智真弓子

上村裕子 姜 貞眞 坂口幸子

阪本由美子 佐藤公平 沢田玲子

柴田智美 鈴木恵子 大登晴代

髙久俊子 武市敦子 西岡千代子

西村道子 橋村惠子 羽淵雅子

林 由子 星子鐵雄 増尾敏子

向髙寿子 八十嶋敦子 山本晴代

山本スズ子 和田啓子

編集:高橋 武

2017年1月19日号 10:14

天江美佐子 池田和子 岩谷友子

太田貴子 大山節子 越智真弓子

北村優美子 沢田玲子 髙久俊子

新熊美衛子 詫摩多美子

竹田佳代 西村道子 西本美加子

西山トシ子 直場徳宥 橋本明子

藤澤元子 星子鐵郎 前田元子

増尾敏子 松原和子 守田喜久子

柳内登喜子 山下 豊 和田文子

編集:中本和代

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｣

『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1月号 5:13

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 嶋川真理子 三上 菊

下山とよみ 竹田佳代 夛田禮子

寺下千秋 寺田美枝子 西田芳美

西村郁子 二宮真理 橋本万里

浜本裕子 福島博子 松浦洋子

目連雅子 山見順子 横山時子
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        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図書◆マルチメディアDAISY図書◆マルチメディアDAISY図書◆マルチメディアDAISY図書

精選現代文B

音:尾屋智恵子 校:吉川順子

◆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 1月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:森 美恵子

ちくま文学の森３ 変身ものがたり

ﾃｷｽﾄ化校正･DAISY編集:岡本純子

DAISY校正:酒井佐代子

シリーズ世界周航記 ５ 世界周航記

験されるヨーロッパ･ヒューマ

ニズム 上

DAISY編集:森 美恵子

DAISY校正:森田敏子

◆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

初めてのガイド 抜粋

テキスト化校正: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  

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

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 片岡忠克 木畑紀子

帰村千恵 木村謹治 小寺高子

小林弘子 清水美枝子 当房公子

武部はつ子 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］

片倉康子 堂 晴美 永崎利恵

◆ 1月の貸出実績◆ 1月の貸出実績◆ 1月の貸出実績◆ 1月の貸出実績

点字 145tl ＦＤ 0tl

デイジー3176tl テープ 23tl

★１月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

欧米に寝たきり老人はいない

(宮本顕二他)

喪失が希望に変わるとき

(森祐理)

テレビ･新聞が決して報道し

ないシリアの真実

(国枝昌樹)

なぜベトナム人は痩せている

のか (森由香子)

【録音図書】

落ちぶれ同心と将軍さま(6)

(藤村与一郎)

「昭和天皇実録」にみる

開戦と終戦 (半藤一利)

アドラー流人をHappyにする

話し方 (岩井俊憲)

これから起こる｢マイナンバ

ー犯罪｣ (夏原武他)

     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◆◆◆◆

福福荘の福ちゃん

解説ナレーション:大桑久美子

台本･編集:大桑久美子 中嶋真弓

校正:北川富美代

＜プライベート製作＞

刑事犬カール5(28～33話)

解説ナレーション･台本･編集:

鹿津直美

校正:勝亦悦子

シネマ･デイジー枠アナ協力

大桑久美子

 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 伊東晴子 稲葉猛雄

犬塚敬彦 後 恵子 大坂陽子

置塩 啓子 奥井秀子 片山紀子

神谷考子 黒瀬勝司 小杉洋子

小林節子 小山妙美 奈良典子

西川真知子 畠田幹子 林 久利

藤田佳子 二子石知恵 麓 孜子

細井昌子 増尾明子 待田敏彦

松谷富子 眞野祥子 望月 明

山内一子 山内紀代子

１月 利用者９人･31件

ボランティア29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）

【1月実績】

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

大林 勍 西畑貴好 張田アキ子

野村和彦 松原るみ 山口孝代

(敬称略をご容赦下さい)



｢サポート基本マナー｣カードを作成

当館では｢駅ホームや交差点などで一人

歩きの視覚障害の方を見かけたら、進んで

声をかけましょう!｣と呼びかけています。

でもそんな場面に出会った時、どのように

声をかけ、手を貸したら良いか、躊躇する

方は少なくないと思われます。そこで、本

誌昨年12月号に掲載したイラスト付きの基

本マナーを名刺大･４頁にまとめたカード

を作成しました。基本的に当館でサポート

の仕方を実習した方、実習経験のある方に

差し上げます。ご希望の方は３階総務係ま

でどうぞ。簡単なサポートの仕方も手ほど

きしますので、お気軽にお申し付け下さい。

読売新聞で『アミ･ドゥ･ブライユ』紹介

読売新聞１月24日付朝刊(大阪をはじめ

近畿版)に、｢子ども点字雑誌～読む喜び｣

と題して当館発行の『アミ･ドゥ･ブライ

ユ』が大きく紹介されました。満面の笑顔

で本誌を読む女の子や点図の写真も入り、

たいへん読みやすい記事だったため、大阪、

奈良、西宮、三重などの新聞読者からお電

話があり、激励のお言葉とともに貴重なご

寄付をいただきました。当館では４月から

発行部数を拡大し、当初来年２月までだっ

た発行期間も延長していく方針です。

工藤ゆう職員と瀧沢彰子職員が退職

電子書籍事業担当の瀧沢彰子職員が２月

28日付、また音声解説担当の工藤ゆう職員

が３月31日付で退職することになりました。

二人とも今後の目標を持っての退職です。

ボランティアの皆さんには担当職員が代わ

り、しばらくご迷惑をおかけしますが、快

く送り出していただければ幸いです。

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【２月】

７日 見学：ハワイ大学 教授Okuyama

11日 全館休館(祝日)

23日 見学:日本盲人職能開発センター

24日 わろう座映画会｢７番房の奇跡｣

28日 ダスキン18期研修生来館(～4月1日)

予 定予 定予 定予 定

【３月】

７日 全館休館:ボランティア交流会(玉水

記念館)・情文職員会議

10日･11日 点訳･音訳体験オープンデー

11日 ｢音訳教材データベース｣セミナー

14日 見学:シロアム視覚障害者福祉館

16･17日 ライトハウス評議員会･理事会

17日 全視情協･電子書籍研修会(玉水)

18日 見学:福島県点字図書館他

バレンタインデーチョコはたとえ編 集編 集編 集編 集

義理でも嬉しいものですが、今年後 記後 記後 記後 記

は特に嬉しいプレゼントを頂戴しました。

活動歴30年を超えるボランティアの方から

チョコに添えて｢道頓堀での活動中に救急

車で運ばれてからお陰様で10年過ぎました。

新たに気を引き締めて頑張ります｣という

メッセージを頂いたのです。実は私も慢性

疾患を発症して、丸20年になりました。

最近調子が悪く、心配して精密検査を受け

たのですが、結果は｢顕著な異常はなし｣。

節制は続けなければなりませんが、命を与

えられていることに感謝し、“気を引き締

めて”仕事に励みたいと思います。(竹)
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