
第41巻9号2018年2月1日発行（毎月1日発行）第41巻9号2018年2月1日発行（毎月1日発行）第41巻9号2018年2月1日発行（毎月1日発行）第41巻9号2018年2月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

３月８日(木)は｢ボランティア交流会｣へ

毎年、桃の節句の前後に開く｢ボランティア

交流会｣は当館のボランティアと職員が年に一

度一堂に会する貴重な機会です。普段来館する

機会の少ない方もぜひご参加ください。今回は、

全盲の音楽家楊 雪元さんの笛とテノール演奏

よう せつげん

をはじめ、活動歴30年・20年以上のボランティ

アへの感謝状贈呈、おいしいお弁当を味わいな

がらの歓談、恒例のバザー(物品提供を受付中)

などを行います。当日は全館休館となります。

お申込みは所属の係か３階総務係までどうぞ。

日時 ３月８日(木)午前10時～午後３時頃

会場 玉水記念館(肥後橋駅８番出口すぐ)

会費 1,000円(お弁当代)

今年も点訳・音訳体験オープンデーを開催

点訳・音訳ボランティアを増やすため今年も

開催します。ぜひお知り合いをお誘いください。

日時 ３月９日(金)・10日(土)、各日午後

１時・２時・３時から開始、各回約90分

場所 当館４階会議室(その後、各階を巡回)

どなたでも歓迎。申込不要。直接ご来場くだ

さい。詳しくは当館総務係(電話06-6441-0015)。

ボランティア世話人会の交代について

友の会では、２年単位で各係から推薦された

10人の方に｢世話人｣になっていただき、２ヶ月

(奇数月)に１回、｢世話人会｣を開催。館との

情報・意見交換を行うとともに、ボランティア

交流会、施設見学会など友の会の主催行事を

企画・実施していただいています。来年度は約

半分の方が交代になりますので、職員からお声

かけした際は、ぜひご協力をお願いいたします。

福島令子さんと守田 稔 さんの講演会を開催

れ い こ も り たみのる

東大教授･福島 智 さんの母である福島令子

さとし

さんの講演｢盲ろうのわが子とコミュニケーシ

ョンをとるため考えついたこと｣と、全盲で初

めて医師国家試験に合格した精神科医･守田稔

さんの講演｢視覚障害者の職域拡大のために私

が思うこと｣が２月24日(土)14時から16時30分、

当館４階会議室で開かれます。元文月会会員

ふみづきかい

有志主催。参加無料。申込み不要。お問い合わ

。せは、電話090-4612-7813の髙橋 實 さんまで

みのる

11日(祝日)の振替２月10日(土)は部分休館

休館日のため、別館の図書･情報係、７階の録

音製作係、８階の電子書籍係は休室します。
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音声デイジーの製作・貸出が20周年

ＣＤ図書貸出よりも、簡単・便利な利用法の普及を目指して

今日、視覚障害者の読書は、音声デイジーなしには考えられません。昨年は日本で視覚障害者

用の録音図書の製作・貸出が始まって60周年でしたが、今年は国内で音声デイジー図書の製作・

貸出と再生プレイヤーの発売が始まって20周年を迎えます。視覚障害者の読書スタイルを劇的に

変えた音声デイジーの発展を振り返り、今後の課題を考えてみました。(館長 竹下 亘)

デイジーの誕生と、その画期的な特長

今日、全国で製作される音声デイジー図書は

毎年約１万４千タイトル。全国の点字図書館の

所蔵合計は40万タイトルを超え、視覚障害者の

貸出利用は80万タイトルを超えています。さら

にサピエ図書館の登録合計も推計10万タイトル

に達し、インターネットで直接利用される回数

は実に280万回を超えています。こうした音声

デイジー図書時代の幕開けがちょうど20年前、

1998年のことでした。

デイジー( )とは、｢デジタル･アクセDAISY

Digital Acce ibleシブル情報システム｣( ss

の略で、多様な読書困難Information SYstem)

者を対象に、音声だけでなくテキストや画像、

字幕や手話動画も含めた情報提供を行うための

国際標準規格ですが、当初はスウェーデンで開

発された視覚障害者のための録音・再生システ

Digital Audio-based Information SYstem)ム(

でした。それが1990年代、国際図書館連盟盲人

図書館セクション議長だった河村宏氏らの尽力

で国際標準規格 に発展し、日本のDAISY2.0

シナノケンシ株式会社による 図書再生機プCD

レクストークの開発と結びついて、今日の音声

デイジー図書の基盤が形作られたのです。

デイジーの画期的な特長は、音声圧縮により

１枚に50時間余りも録音できる上、目次やCD

見出し、ページ編集が可能で、しおりもつけら

れるため、紙の本をめくる感覚で録音図書を読

めること。そしてデジタルのため、インターネ

ットで利用できる(ようになった)ことでした。

日本国内、そして当館における発展

国内では、1998年に初代のプレクストーク

(写真右上)が発売。同時に厚生省の３TK300

ヶ年に亘る補正予算が付き、デイジー製作シス

テムの貸与や製作講習会の開催、3,181タイト

ルに及ぶデイ

ジー図書の全

国配付、８千

台のプレクス

トークの貸与

が行われ、普

及に弾みがつ

きました。

当館でも、1996年秋、村井晶人製作部長(当

あきひと

時)がデイジーの検証に着手し、1998年秋から

ボランティアへのデイジー講習会(写真左下)と

プレクストー

クの販売を開

始。1999年４

MO月からは

デッキとデイ

ジー製作ソフ

ト(シグツナ)

を使い、毎月５～６タイトルのデイジー図書の

製作と貸出を始めました。また1999年度上半期

には、国が全国に配付したデイジー図書の内

172タイトルを、当館の録音ボランティアが

テープからデイジー図書へ変換・編集しました。

その後の発展は、多くの録音ボランティアの

皆さんのよく知るところだと思いますが、

2001年 デイジースタジオ(現在の ･MSC

メディア製作センター)を開設

2004年 デイジー図書のインターネット配信

システム｢びぶりおネット｣を日本点字図書館と

開始(2010年｢サピエ図書館｣に統合発展)

2008年 マルチメディアデイジー製作開始

2009年 録音図書を音声デイジーに１本化

そして今日、音声デイジー図書の製作は年間

400タイトル(雑誌、プライベートを含む)を超

え、貸出も６万タイトル以上、サピエ図書館か

らの利用は21万回に達するに至ったのです。

センターのページ
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センターのページ

もっと簡単・便利な読書方法の普及が課題

しかし、大きな課題もあります。一つは、高

齢化や費用負担、広報不足等により、デイジー

の利用に至らない視覚障害者が非常に多いこと。

そして点字図書館からの郵送貸出よりインター

ネットでサピエ図書館を直接利用した方が断然

便利であり、しかも や ドライブの生産CD CD

が先細りになっているにも関わらず、サピエ図

書館の直接利用者が全体の数分の１(約15,000

人)に留まり、毎年１千人程度しか増えていな

いことです。これに対しては、インターネット

によるデイジー図書の利用がもっと簡単・便利

になる手立てを講じるとともに、広報にも工夫

と努力をしなければなりません。

さらに、著作権法上は｢知覚や読みの障害｣の

ある人はもちろん、近く批准が期待されるマラ

ケシュ条約では｢身体障害により書籍の保持や

操作、目の焦点を合わせることが困難な人｣も

音声デイジー図書を読むことが認められるにも

関わらず、そうした方々の間にデイジー図書の

利用が広がっていないことです。

今後はこうした課題を見据えて、デイジー図

書がさらに普及するように取り組んでいきたい

と思いますので、ご協力をお願いいたします。

主な音声デイジー製作・利用ソフトウェアとプレイヤー

◆ ◆ (インターネット製作用ソフトウェア パソコン用ソフトウェア

当館では、 を使用していますが、 でサピエ図書館を直接利用)PRS ProPRS ProPRS ProPRS Pro

他に などが使われています。 ( 円)MyStudio PC MyBook ⅢⅢⅢⅢ 41,040

◆ ( 円) (無償提供)再生(録音)プレイヤー Net-Plextalk AMIS11,880

◆ (インター｢プレクストーク｣ スマホ、タブレット用アプリ

(卓上型､再生用､ ネットでサピエ図書館を直接利用)PTN3

CD･SD対応､4 円） ( 円) ( 円)8,000 3,100 5,000Voice of Daisy DaisyTalk

(卓上型､再生録音､ ( 円) ( 円)PTR3 Read 2 Go 2,400 3,000いーリーダーいーリーダーいーリーダーいーリーダー

CD･SD･サピエ図書館を ◆ (活字文書音声その他 よむべえスマイルよむべえスマイルよむべえスマイルよむべえスマイル

ブレイルブレイルブレイルブレイル直接利用､ 円) 読み上げ機､CD対応､ 円)､85,000 198,000

(携帯型､SD対応､再生録音､ 円) ､ (点字ディスプレイ､SD対PTP1 41,040 メモスマート16 40メモスマート16 40メモスマート16 40メモスマート16 40

ブレイルセンスシリーズブレイルセンスシリーズブレイルセンスシリーズブレイルセンスシリーズリンクポケットリンクポケットリンクポケットリンクポケット(携帯型､再生録音､SD対応･ 応､ 円～)､289,000

サピエ図書館を直接利用､ 円) (音声点字情報端末､SD対応､ 円～)85,000 383,500

伴走者の 状況説明"と励ましで、ハーフマラソンを完走“

奥野 真里(点字製作係)

肩こり解消のために体を動かそうと、スポーツ

ジムに通いだし、５、６年が経ちます。ときどき

マラソンに出ないのかと聞かれることもありまし

たが、そのような目標を持ったことはありません

でしたし、まさか自分がそんな世界に足を踏み入

れることになるとは思いもしませんでした。

でも、何が起こるか分からないもの。ある時、

ハーフマラソンに出てみないかという誘いを受け

ました。最初はマラソンを走るというイメージが

乏しく、無理だとあきらめていたのですが、徐々

に、外を走るのは気持ちいいかもしれないという

楽天的な気持ちが増してきました。そして、いつ

の間にか“出場することに意義があるのだ”と都

合よく解釈し、とうとう走ることを決意しました。

目標ができて、いざランニングの練習。しかし、

どのように走ったらいいのかわかりません。最初

はスピードも重視しないといけないと思い、全力

で走ってみますが、案の定長くは走れません。右

も左も分からない中で、伴走者に走り方を聞いた

り、マラソンに詳しい人に練習方法を教えてもら

いながらトレーニングを積んでいきました。

また、サピエ図書館で｢ランニング｣｢マラソン｣
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｢トレーニング｣といったキーワードで検索してみ

たところ、多数の図書がヒットしました。データ

をダウンロードしたところ、ちょうど私が求めて

いた情報と合致する図書がすぐに見つかり、読む

ことができて、情報のありがたさを痛感しました。

さて、視覚障害者がマラソンする場合、輪にし

たロープを伴走者と共有して持ち、息を合わせて

走ります。歩幅や腕の振り方など、お互いに慣れ

る必要があります。その際、何より大事なことは

“状況説明”です。

走る道は、いつも平坦とはかぎりません。路面

がガタガタしていたり、道がカーブしていたり、

ある時は別のランナーとすれ違ったり、ウォーキ

ング中の人を追い抜いたり…、さまざまなことが

起こります。そういった状況説明を伴走者にして

もらうことがたいへん重要です。さらに走ること

に慣れてくると、路面の状態ばかりでなく、景色

や周りの状況も知りたくなります。例えば公園内

を走っていると何かいい匂いが。｢右手でバーベ

キューをやってます｣と言われると、この匂いの

原因に納得です。夏から秋に季節が移り、少し肌

寒くなってきた頃、周りのランナーがどんな服装

で走っているのか気になりました。聞いてみると、

｢半袖・短パンの人もいれば、上下とも長い人も

います｣と教えてもらい、なぜか安心。自分の体

感で服装を決めればいいのか、と思ったものです。

マラソンでの状況説明は、リアルタイムで情報

を伝えてもらう、まさに“走る音声解説”だと思

います。画面の状況や動きが分からないと見てい

るドラマや映画の内容が半減してしまうのと同じ

ように、目の前の状況が分からなければ、走るこ

とに不安を感じてしまいますし、走る楽しさも感

じられないでしょう。ただし、伴走者が走りなが

ら瞬時に目の前の状況を把握して伝えるという行

為は大変なことと思います。体力もさることなが

ら、情報を伝える力とゆとりが必要だからです。

そうして迎えたマラソン当日。あまりの参加者

の多さに圧倒されつつ、無事にスタートを切りま

した。今回の挑戦は参加することに意義があると

思っていましたが、練習をしているうちに、徐々

に完走したいという欲が出てきました。しかし、

実際に走り始めると21キロの道のりはとても長か

ったです。前半は｢ミニオンズが走ってますよ｣と

聞いて、｢握手できるかな｣と冗談を言う余裕もあ

ったのですが、

後半になると、

さらに体が疲

弊してきて、

何度も歩くこ

とを考えまし

た。でも、そ

の度に、私の

心の悲鳴が聞

こえたのか、

伴 走 者 か ら

｢まだまだ行ける。大丈夫！｣と励まされ、気持ち

を持ち直し、足を前へ運ぶことができました。

おそらく一人で走っていたら、完全に途中から歩

いていたと思います。そして、長いと思っていた

21キロを、ついに完走することができました。

マラソンを始めて３か月。とても大きな達成感

がありました。伴走者とともに走ることの楽しさ

はもちろんのこと、改めて“情報”の大切さを教

えてもらった初マラソンでした。

伴走者から一言～伴走の面白みと楽しみ

松井 友美恵(総務係)

奥野さんがランニング練習を始めて２か月目に、

こんな言葉が出ました 「走り始めてから前より。

行動範囲が広くなったよ 」。

大会当日の段取り、練習時間・場所・準備する

物など、ひとつずつを二人で相談しながら進めて

いきます。暑さ・寒さ・突然の雨・風・湿気、い

つもは安全に走れるコースに人が溢れていたり、

濡れた落ち葉や水溜まりや泥濘で走りにくくなっ

ていたり、命綱のロープを落としてしまったり…。

準備をしていっても、いざ走り始めてみると、そ

の日によって毎回違った練習になります。

大会当日、走者は未知のコース、距離を走りま

した。途中辛そうな表情も見えました。ロープで

繋がりながらしんどい時を共有します。万一ここ

で止まったとしても、これまでの場面場面を一緒

に越えてきた信頼があります。そして、外を走り

始めて間もない彼女は結果として止まることなく

完走しました。素晴らしい姿を見られた喜びもさ

ることながら、それまでのプロセスで得た繋がり

が伴走の面白みでもあり、楽しみでもあります。
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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12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

12月分完成録音図書12月分完成録音図書12月分完成録音図書12月分完成録音図書

11タイトル37冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

ギリシア人男性、ギリシア人女性

を求む(Ｆ・デュレンマット)

3冊 点:野上満智子

校:G校正 辻野純代

最速１２３キロ、僕は４０歳でプロ

野球選手に挑戦した (そうすけ)

3冊 点:藤田比呂子

校:G校正 平野 健

サハラ砂漠 塩の道をゆく(片平孝)

3冊 点:河辺幸子

校:鴻農高子 平野 健

ＪＲニュース ２０１８年１月号

(交通新聞社) 3冊

点・校:金曜日グループ

ジェネリックｖｓ．ブロックバ

スター (山中隆幸) 3冊

点:浦田登志子

校:G校正 平野 健

にっぽん全国土偶手帖

(誉田亜紀子) 3冊

点:浜田史子

校:G校正 平野 健

華岡流医術の世界

(島根大学附属図書館医学分館

大森文庫出版編集委員会) 5冊

点‣校:G東医

ふんばれ、がんばれ、ギランバ

レー！(たむらあやこ) 2冊

点:梶原由美子

校:G校正 古谷豊子

僕の町のいたずら好きなチビ妖

怪たち(翡翠ヒスイ) 3冊

点:南 佳奈

校:G校正 平野 健

盲人の職業的自立への歩み

(本間律子) 8冊

点:井上重子

校:G校正 平野 健

もっと！ぼくのおやつ(ぼく)

1冊 点:塚本紀子

校:G校正 篠原苑子

♠ ♠♠ ♠♠ ♠♠ ♠録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

12月分完成録音図書12月分完成録音図書12月分完成録音図書12月分完成録音図書

18タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

一生食べられる働き方

(村上憲郎) 3:59

音:地福延代 校:前川祐子

屋上の名探偵(市川哲也) 7:52

音:吉田典子

校:前川祐子 上田道子 辻野玲子

編:古跡眞知子

鴨長明(鈴木貞美) 9:52

音:髙梨智子

校:松井喜美代 田宮恭子

吉田典子

編:荒木良子

感じることば(黒川伊保子) 5:28

音:河野晃愛

校:本田睦子 米谷治子 本村英子

編:若槻敬子

香害(岡田幹治) 5:38

音:佐々木マス子

校:片岡珠子 上田道子 前田元子

編:山崎千代子

死ぬまで家族に迷惑をかけない

ために今すぐ知っておきたい

ボケない技術(米山公啓) 4:31

音:森口慶子

校:上田道子 山下富代

編:八田芙未子

サバへの愛を語り３６８５万円を

集めた話(右田孝宣他) 4:44

音:竹下正子

校:胸永幸子 小倉玲子

植田美穂子 編:辻野玲子

自慢の先生に、なってやろう！

(近田直人) 4:52

音:平田佳子

校:松浦洋子 辻野玲子

編:若槻敬子

社長、その商品名、危なすぎま

す！(富沢正) 4:57

音:辻野玲子

校:鳥山正彦 吉田典子

編:阪越紀子

女性目線で徹底的に考えた防災

ＢＯＯＫ 7:29

音:寺田美枝子

校:木村純子 久保洋子

八田芙未子 編:浜本裕子

鉄道旅で「道の駅“ご当地麺 」”

(鈴木弘毅) 7:44

音:阪本由美子

校:水谷和子 植田美穂子

編:山崎千代子

なぜ気づいたらＤＯＵＴＯＲを

選んでしまうのか？

(上阪徹) 5:20

音:鈴木惠子

校:大西祥子 辻野玲子

編:坂口幸子

俳句世がたり(小沢信男) 6:30

音:板東由美子

校:北川温子 宮 清子 吉田典子

編:植田美穂子

奇跡(ミラクル)を呼び込む力

(西智彦) 5:42

音:竹内清子

校:木村純子 吉田典子

編:若槻敬子

もしもごはん(今泉マユ子) 3:43

音:桃井輝子

校:栗本慶子 阪越紀子
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夢一途(関口芳弘) 5:49

音:奥 幸子

校:嶋林茂子 阪本由美子

編:若槻敬子

レゴはなぜ世界で愛され続けている

のか (Ｄ・Ｃ・ロバートソン他)

15:11 音:藤森容子

校:神野千晴 中澤康子

辻野玲子

編:浅野雅子 町田美樹子

和解は可能か(内田雅敏) 2:38

音:三原順子

校:右藤惠子 西田芳美

植田美穂子

編:山崎千代子

♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥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

点字図書点字図書点字図書点字図書

「金平糖」第120回 短歌サロン

1冊 点:待田敏彦

校:若林安也子

天道流について

(大阪きもの教室) 1冊

点:中野龍子

校:奥村純子

2017年度入学試験問題集

(大和大学) 8冊

点:糸山武博 鴻上真理

中野龍子 待田敏彦 山口節子

校:糸山武博 鴻上真理

辻野純代 待田敏彦 山口節子

傑作 超難問ナンプレ130選 風神

(川崎光徳) 2冊

点:浜田史子

校:G校正

【お詫び】前号に掲載した以

下の2作品の校正者が抜けてお

りました。お詫びして訂正し

ます。

THE CHRISTA PROJECT 1冊

点:待田敏彦 校:山口節子

A BODY IN PLACES 3冊

点:待田敏彦 校:山口節子

録音図書録音図書録音図書録音図書

PUFFと怪獣クラブの時代第1部

(中島紳介) 6:51

音:三上 菊

校:佐山敦子

編:古跡眞知子

お料理のきほん事典(瀬尾幸子)

11:05

音:松井喜美代 橋本順子

女子力‣シニア力活用の勝つマー

ケティング(松本英之) 5:47

音‣編:髙橋由紀江

胎動(蝶野正洋他) 3:14

音‣編:坪田捷子

路第十集 3:25

音:松本公丹子

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

[編集の都合上、一部50音順では

ありませんが、ご了承下さい。]

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

2018年1月発送:

西垣泰子 藤原静江 山田一弘

木下正義 高木庸子

2018年1月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:03

音:寺下千秋

発送:井川倭文子 板波キミ

並木昌子 宮崎ナオヨ 宮野興子

『お役立ち目録 2018年 月号『お役立ち目録 2018年 月号『お役立ち目録 2018年 月号『お役立ち目録 2018年 月号1111

～お金について考える～』～お金について考える～』～お金について考える～』～お金について考える～』

デイジー版 :100

音:寺下千秋

『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2018年1月号 2:13

音･校･編:情報文化センター

｢英語チーム｣

川端真知子 小林幸子 辻本紀枝

中島美穂 中原尚子 野﨑淳子

前田元子 的場操代 山崎千代子

脇本登志子

『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11月号 3:30

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 吉川弘美 吉田 薫

南浦京子 夛田禮子 土井明美

澤田美那子 長田ひとみ

『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11月号 4:05

音･校･編:情報文化センター

｢理数チーム｣

目連雅子 本村英子 大桑久美子

北川温子 久保洋子 濵名あきよ

溝渕久美子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

◆2017年12月7日号 9:23

岡村勝彦 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 竹村京子

中村千賀子 中村直美 中本和代

乾 郁子 野村美穂子 久富恭子

兵頭つね子 深津綾子 福田佳代

編:中本和代

◆2017年12月14日号 9:55

澤井 稔 井尻府三重 上原多美子

大橋恵子 岡﨑節子 長村明子

上村裕子 坂口幸子 阪本由美子

佐藤公平 澤田由紀 沢田玲子

鈴木恵子 地福延代 大登晴代

寺下千秋 中地淳子 永井憲子

林 由子 兵頭賢一 平田惠美子

前田元子 増田典子 山田啓子

吉田典子 和田啓子

編:小森由紀子

◆2017年12月21日号 10:16

天江美佐子 荒木節子 池田和子

太田貴子 越智真弓子 大山節子

北村優美子 清水百世 髙久俊子

詫摩多美子 田渕浩子 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 服部秀美

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 和田文子

編:中本和代



- 7 -

◆2017年12月28日号 9:46

濵 洋一 有川美津子 岩田真智子

吉田典子 上原多美子 大島幸枝

大塚しづ子 大森恵子 長村明子

川添美智子 久下悦子 小池雅子

川端砂代子 佐藤圭子 佐藤公平

佐藤保子 沢田玲子 嶋林茂子

関田通子 高田郁恵 玉置明美

地上博子 坪田捷子 中嶋雅美

中村京子 中本和代 橋村惠子

弘津千加子 橋本順子 羽淵雅子

兵頭賢一 藤山美千代 前田元子

松井喜美代 森口慶子 山田啓子

八十嶋敦子 横山栄子

編: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12月号 5:05

音・校・編:情報文化センター

石井那智子 小倉玲子 片岡珠子

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

桂 公子 坂口幸子 阪本由美子

三上 菊 佐々木マス子 佐山敦子

目連雅子 横山時子 嶋川真理子

下山とよみ 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 前田元子

✯ ✯✯ ✯✯ ✯✯ ✯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12月号

ﾃｷｽﾄ化·DAISY編集:森 美恵子

手のひらで知る世界

ﾃｷｽﾄ校正：加藤珠子

DAISY編集:成瀬教子

DAISY校正:森田敏子

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

古典から学ぶ経絡の流れ

中川幸子

❦ 館内お手伝い ❦❦ 館内お手伝い ❦❦ 館内お手伝い ❦❦ 館内お手伝い ❦

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 上田敬子 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

武部はつ子 当房公子 野間絹子

橋本まゆみ 逸見恵子 宮嶋昌代

森本益子 若槻敬子 渡邊洋子

［茨木市バラの会］

永崎利恵 堀林美智子

◆12月の貸出実績◆12月の貸出実績◆12月の貸出実績◆12月の貸出実績

点字 213tl DAISY 3876tl

テープ 47tl

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

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 ❣

秋本直美 兄井寿美子 荒河裕子

池本滋子 犬塚敬彦 岩見博司

上ノ山 禎子 後 恵子 大坂陽子

大村登子 大屋敦子 岡﨑節子

奥井秀子 片山紀子 桂 公子

河上千鶴 木村純子 古賀和子

小杉洋子 小林万智子 澤井 稔

柴田智美 島 美緒 高橋美代子

神保克子 髙橋由紀江 谷崎節子

田伏惠子 西川真知子 野村京子

畠田幹子 濵名あきよ 麓 孜子

弘津千加子 藤田佳子 古木昭子

細井昌子 細見芳江 本荘一子

増山多惠子 松谷富子 眞野祥子

宮坂暁子 宮本和子 向井民子

望月 明 森田 陞 山内紀代子

安井和久 山下喜美

12月 利用者10人·52件

ボランティア50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

✉ ✉✉ ✉✉ ✉✉ ✉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)

【12月実績】

12月例会:石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美 阪本敏弘

週報:阿佐和幸

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

藤井寺市朗読ボランティアひびき

伊藤知我子 上田道子 髙梨智子

中谷幸枝 湯川欣晃3件

匿名2件
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プレクストークＰＴＲ３が漸く出荷開始

昨年３月末に製造中止となって以来、後

継機の発売が滞っていたシナノケンシ株式

会社のデイジー図書録音･再生機プレクス

トークPTR３が｢機能限定品｣として今年度

中に出荷されることになりました。PTR３

は再生の他、SDカードやUSBメモリに録音

可能で、無線と有線でサピエ図書館に接続

できるのが特長ですが、技術上の問題で無

線が繋がらないため、既にご注文の方に限

り機能限定品を納品し、来年度中に無償で

改修することになったものです。再生専用

のPTN３は昨年７月から販売されています

が、PTR3の納品を長期間待ちわびている

視覚障害者の方々は全国多数に上ります。

デイジー図書再生機が安定的に供給されな

い事態は極めて深刻な問題ですので、今後、

このようなことが繰り返されないように注

視していきたいと思います。

短歌サロン｢金平糖｣がサポーター募集

こんぺいとう

2008年の発足以来、毎月、当館で歌会を

開いている視覚障害者のサークル｢金平糖｣

が点訳･墨字訳や歌集発行のサポーターを

求めています。歌会には晴眼者も含めて20

人近くが集まり、和気あいあいと活動して

いますので、興味のある方はぜひ一度覗い

てみてください。例会は毎月第４金曜日13

時～15時、４階会議室３で開かれています。

お問い合わせは３階総務の竹下までどうぞ。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ボランティア友の会世話人会報告

１月11日(木)10:00～11:45

出席者:山本､神谷､森､那須､橋本､小倉､

雪岡､増尾､館から竹下､林田､松井

<館からの報告>

･当館の職員配置状況について

･ヘレン･ケラー没後50周年行事について

(11月23､24日､中之島公会堂で開催)

<協議事項>

･来年度の世話人交替について

･ボランティア友の会交流会､総会について

<次回>３月7日(水)10:00～11:30

- 9 -

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【１月】

５日 仕事始め

６日 利用者サービス･ボランティア活動再開

11日 ボランティア友の会世話人会

12日 見学:参議院法制局

13日 オープンデー(参加４人)

25日 近畿視情協･職員研修会｢日本点字

図書館 長岡英司館長講演会｣

予 定予 定予 定予 定

【２月】

10日 振替休館(別館図書･情報係､８階電子

書籍係､６階録音製作係のみ休室)

16日 大阪東ＬＣ主催･引退犬チャリティー

落語会(ホテルニューオータニ)

17日 オープンデー(館内見学日)

23日 わろう座映画会体験会

24日 福島令子･守田稔講演会(４階)

【３月】

８日 全館休館:ボランティア交流会(玉水

記念館)･情報文化センター職員会議

今年のお正月は、毎年恒例のアジ編 集編 集編 集編 集

ア･太平洋地域から来日中の視覚障後 記後 記後 記後 記

害研修生をわが家に迎え、一緒に楽しく過

ごしました。今回はネパールの知的で凛と

した女性でしたが、年齢は25歳で、わが家

の二人の息子よりも年少。いつも若く見ら

れることに慢心して｢私は何歳だと思う？｣

と尋ねると、真顔で｢65歳ですか｣と言われ、

ギャフン(T_T)。そろそろ研修生の“おじ

いさん”になってきたようです。(竹)
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