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対面リーディング通信 2017年
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本年もどうぞよろしくお願いします

基礎講習会のお知らせ

今年度２回目の基礎講習会を行います。

日時 ２月17日（金） 13時～17時

（全1回）

場所 情報文化センター4階会議室

対象 当館での対面の活動をご希望の方、

活動中で当講習に興味のある方。

定員 ２0人（先着順）

講師 当館職員ほか

内容 視覚障害者の理解、対面のサービス内

容とルール、利用者対応の仕方などを

ロールプレイや講演でわかりやすく学

びます。また、全館の見学も行います。

（「読み方」などの技術的な講習では

ありません）

申込 ２月10日（金）までにサービス部

対面担当 山岡・福田

（電話06-6136-7704）まで。

※参加費用は無料です。

今月号の主な内容

対面リーディング難所物語 同音異義語をどう伝えますか？ 二村 晃 ２

私のふるさと 私のふるさと 須貝 直美 ３

誌上勉強会 原文に忠実とは １ 漢字の説明 木村 謹治 ４

寄り道・回り道 大阪市立科学館 プラネタリウム 木村 謹治 ８

情報発信 便利グッズのご紹介 福田 直樹 ９

お知らせほか １０
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対面リーディングの難所物語 〈ＣⅣＸⅡ〉

82.同音異義語をどう伝えますか？

二村 晃
ふ た む ら あきら

142

新年おめでとうございます。今年も昨年同

様、風もなく、うららかな青空の三が日で、

素晴らしい平成丁 酉のお正月でした。箱根
ひのととり

を走った学生諸君は暑さとの戦いもあって大

変だったでしょうが、大きな番狂わせもなく、

青山学院が箱根駅伝３連覇を成し遂げました。

正月の箱根を制した歓喜、しかも３年連続で

はその喜びも格別でしょうね。

正月３日の初郵便で届けられた今年最初の

音訳テープは、《Ｒ.Ｔ.かわにし》グループ製

作の『読売新聞編集手帳12月16日～31

日』の60分テープでした。今年最初の作品

とあって、製作担当のＵさんも張り切ってい

らっしゃる。なかなかの出来栄えです。

12月21日の編集手帳で、同音異義語の面

白さを堪能させて頂きました。耳で読んだ視

覚障害者として、この編集手帳の音訳はとて

も参考になりました。耳で読んだ通りに、再

現してみましょう。多少まだるっこしいとこ

ろは勘弁して下さいね。

『同音異義語は＂笑い＂の発生装置である。

パソコンに「セイカイはお金です」（セイカ

イは正しい答え・正解）と入力したら、画面

には、「セイカイはお金です」（政治の世

界・政界）。以前、漢字変換ミスのコンテス

トで見かけた作品にある』

いずれにしろ、漢字がすんなり理解されて

こその面白さの発生です。音訳者は、すかさ

ず「政治の世界」と、〈政界〉に注釈を入れ

て下さいました。さすがだと感服しました。

『同音異義語は“ぬくもり”の発生装置でも

ある。１年で、昼が最も短い「トウジ」（冬

に至る・冬至）を迎えた。木枯しに背中を丸

めて駅に向かいながら「トウジ」（湯を治め

る・湯治）の湯けむりをまぶたに思い描く人

もあろう。ぬくもりはぬくもりでも、寒造り

の「トウジ」（酒造りの杜氏）を連想した左

党も居るはずである。忘年会のシーズンもそ

ろそろ終盤に入る。夜の街で正体なくうずく

まる人、仲間の肩を借りて引きずられるよう

に歩く人を見かけるのはこの季節である』

『豪快な酒豪で、一世の「トウジ」ならぬ

「トウジ」と呼ばれた（前のトウジは酒造り

の杜氏、後のトウジは放蕩の児・蕩児）。
ほうとう とう じ

宝井其角の句がある。
たからいき か く

〈酒ゆえと 病いを悟る 師走かな〉。

「ツウイン」から「ツウイン」（痛く飲む・

痛飲から病院へ通う・通院）へ。同音異義語

は“戒め”の発生装置でもある』

何とも耳の痛い編集手帳でありました。

耳で読んでいる視覚障害者にとって、漢字

がすんなりと思い浮かばない同音異義語ほど

恨めしいものはありません。全くの置いてき

ぼりにされてしまうのですからね。見えない

人間にとって、置いてきぼりほど怖いことは

ないのです。

送って頂いた編集手帳は、注釈も早からず

遅からず、頃合いのものでした。音訳の流暢

な流れを止めて誠に申しわけないのですが、

同音異義語が現われたら、後がえってもいい
あと

ので、必ず漢字を説明して下さるようお願い

しておきます。

〈つづく〉
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私のふるさと 職員紹介

私のふるさと

サービス部 須貝 直美
す が い な お み

私は、以前5階サービス部でお世話になっ

ていたのですが、家族の転勤で転居すること

になり退職しました。それから5年間は仙台

で暮らしていました。昨年の秋に再び大阪に

帰ることになり、縁あってまた5階に戻るこ

とが出来ました。今回は5年間過ごした仙台

のご紹介をしたいと思います。

仙台市は、青葉区、宮城野区、若林区、

太白区、泉区の5つの区から成り立っていま
たいはく

す。私はその中の泉区に住んでいました。仙

台市は、東北でも比較的雪が少なく住みやす

い地域と言われています（大阪から転居した

私にとっては寒くて雪掻きも大変でしたが）。

そのためか東北各地から人が集まっており、

出身地を聞くと山形や福島など東北各地の名

前を聞くことができます。

食べるものが美味しく、何よりごはんが美

味しいのが魅力です。地元のスーパーでは海

産物や野菜など関西では見かけない食材や、

お馴染みの食材でも、ちょっと違う調理方法

が提案されていたりと楽しい日々でした。そ

して今の時期は「せり鍋」がおすすめです。

仙台せりは名取市の特産で、冬のせりは根っ

こまで美味しく頂けて、お鍋に山盛り入れて

もあっという間にぱくぱくと食べてしまいま

す。鶏や鴨のお出汁が効いていますので、締

めにはお蕎麦を入れて頂きます。これがまた

美味しいのです。

東北は宮城だけでなく各地に見どころや美

味しい食べ物とお酒があります。ぜひ一度、

東北旅行に行かれてはいかがでしょうか。

最後に、私が行ったばかりの頃は震災の爪

痕があちこちに残っていました。今では、が

れきは撤去されましたが、住んでいた方が戻

って来られない所が多くあります。何もなく

なってしまったという現実があります。どう

か良い方に向かってほしいと願うばかりです。

・仙台七夕まつり

毎年8月6～8日に開催されます。

・蔵王エコーライン

ゴールデンウィーク前後に見られる雪の壁

です。
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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 ２０

－ 原文に忠実とは １ 漢字の説明 －

対面リーディングでは原文に忠実に読むと

いう命題と、利用者に分かりやすく伝えると

言う命題があります。

普段は矛盾することはありませんが、時と

して、どちらを取るべきか迷うことがありま

す。

一般に図書は写真や図があったりして視覚

的に見やすく構成されています。

もちろん、墨字の部分も、フォントや文字

の大小、色を変えたりと一見して理解しやす

いようにと工夫されています。

それを、音声に変換する時に矛盾が生じる

ことがあります。

今回は、墨字の読みに関して考えて行きた

いと思います。

本題に入る前に楽譜を例に話を進めていき

たいと思います。

下の楽譜は「かえるのうた」です。ご存じ

の曲ですね。何だ簡単だ！と思いがちですが

読むとなると難しいです。

最初の音符はト音記号が付いている

ので「四分音符」の「ド」ですね。そ

して、「か」の言葉が振り当てられてい

ます。でも、待って下さい。「ド」とい

っても１オクターブ高い「ド」と区別

しなければなりません。

また、4/4拍子（4分音符が4つ入る

リズム）の記号も入っています。音楽

の中に音の拍を使い分けることでメリ

ハリが生まれ、リズムができます。

のような速度記号が書かれている事も一般的

です。

その他に下記のような強弱記号や調音記号

も、よく出てくる記号です。

強弱記号

記号の説明だけでも、小冊子が出来るほど

複雑ですが、読む段になると、これらを勘案

して処理しなければなりません。

たった一つの音符を読む事だけでも、そこ

に込められた意味は複雑で、多岐にわたって

います。すべて読んで初めて情報が伝わりま
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す。つまり、読み方は音楽のルールに縛られ

るということが言えます。

では、本題の活字の場合はどうでしょう。

上は目次です。楽譜ほど複雑ではないです

が、活字の大きさや文字の太さが違うし、段

落もされています。

「第１章」の下には「1.1」「1.2」「1.

3」があり、「1.2」下には「文化遺産」「自

然遺産」「複合遺産」がある事が視覚的に見

やすく編集されています。

では、読む時はどうしましょうか？「第1

章」から順番に読みますか。それでも間違い

ではないでしょうが、階層がわかりにくいで

すね。特に「1.2」の下にある項目が。

楽譜のように一字ずつサイズや太文字か否

かなど説明しますか。この方法は全くダメで

す。書かれた文字はわかっても、文章として

頭に入ってきません。

そこで『この本は第1章から第○章で構成

されています』と断りを入れて、大項目を先

に読みます。第1章から第○章まで読み終わ

ってから、大項目と同じように、『第1章世

界遺産の概要には○個の中項目があります』

と説明して、中項目を先に読むか、説明を入

れながら中項目・小項目を交えながら読む方

法が考えられます。

これ以外にも読み方があります。画一的に

読むのではなく、全体を眺めて図書により、

内容により読み方を変える必要があります。

ここで重要なのは何の説明が必要か、不必

要な説明は何かと言うことです。

説明が多すぎると、文の流れが切れて、聞

きづらく、理解しにくい図書となります。

『このファイルをcopyして・・・』と言

う文章があります。「copy」はたいていの人

は読めるので、何の説明も入れないで、普通

に「このふぁいるをこぴーして」と読んでも

問題はありません。

『最近はOSAKAを訪れる外国人が増え

た』では、OSAKAを素直に読めば「オサ

カ」ですね。でも、大阪に決まっている（前

号・19参照）ので「おおさか」

と読むのは何の問題も無いとい

うか、それが普通ですね。

まさか「オー エス エー

・・・」とスペルを読むこと

はないですね。

これなどは、文字の説明が不要な例です。

それでは『私の故郷には小川が流れ…』の

「故郷」はいかがでしょうか？

「ふるさと」「こきょう」？ どちらでも

良いような気がしますが、読み方によって違

いがあるのでしょうか？

「えっ！違うの？」と思う方が大部分だと

思います。

作家の立松和平さんは「ふるさととは創る

もの」と言っています。そういう意味では、

ふるさとは必ずしも生まれた所を意味しませ

ん。「こきょう」はまさに生まれた場所、

「ふるさと」は心の安らぎやありのままの自

分でいられる場所だそうです。

また、ある人は基本的には、どちらも同じ

ことをさしているのだが、

「ふるさと」・・・より精神的

「こきょう」・・・より物質的

「心のふるさと」「ふるさとは遠くにありて

思うもの」など、"思い"の比重が大きく、

「故郷（こきょう）に錦を飾る」のほうは、

単に地元・出身地といった現実的な場所と言

う意味合いの方が大きいかなと言われていま

す。

さらに、こんな意見も

あります。人それぞれ勝

手に解釈していますが、

原則的にどちらも同じ意

味です。その時々で、語

呂のいいほう、言い易いほうを選べば良いの

です。故郷に錦を飾る。ウサギ追いし・・・

忘れがたきふるさと。などです。

僕は一番後の意見が好きですね。
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さて読みを「ふるさと」に決めたとしまし

ょう。実は「ふるさと」の表現方法は「ふる

さと ふる里 故郷 古里 故里」等が考え

られます。

違いは何でしょう。

Yahoo!知恵袋では「故郷」は、「こきょ

う」と一般的に言う。遠くから見た（思う）

生まれ育った土地のこと。「故里」は、「ふ

るさと」と言い、元々いて離れてしまってる

土地のこと。「古里」は、「ふるさと」と読

み、完全に離れてしまった生まれ育った土地

のこと。

小説などには、「故郷」や「古里」が使わ

れることが多いですね。ほとんど同じですが、

微妙な違いかな。

また、「古里」は、昔か

らの日本の原風景が残さ

れている山里などを言い

表しています。「故郷」

は、そこで生まれ育った地域を指していて、

たとえ東京の大都会に生まれても、故郷は東

京になります。故里は故郷と同じ意味合いで

すが、現在ではあまり用いられていないよう

で、昔の歌などでは詠まれています。と言う

説明も見受けられます。

分かったような分からないような説明です

が、わずかな違いがあるようです。

これからが主題です。「ふるさと ふる里

故郷 古里 故里」の中のどの文字を使用さ

れているかの説明は必要でしょうか？ 例え

ば「ふるさと 新しい古いの古い」とか「ふ

るさと 郷里の郷」とかの読み手の注が必要

でしょうか。難しく考える必要はありません。

「ふるさと」と、すらっと読み下せば良いで

しょう。この手の漢字違いは１冊の本の中に

はたくさん存在します。いちいち、中断して

漢字を説明することはないでしょう。

余談ですが、１つの文章の中に「ふるさ

と・ふる里・故郷・古里・故里」や「プリン

ター・プリンタ」、「デイジー・DAISY」と

複数の漢字や言葉をちりばめていると、校正

で統一しなさいと指摘を受けることがありま

す。

特段、意味も無く文字を選ぶ場合もあれば、

何となくこちらが良いと選ぶ場合があります。

僕自身は、どちらにしても意味が通じるので

統一する必要はないと、常々感じています。

次の例題です。『東淀川区の柴 島には浄水
くにじま

場があります』 ルビが無ければ「柴島」を

「くにじま」とはなかなか読めません。

では、漢字の説明は必要でしょうか。確か

に読みは難しいですが、漢字の読みのテスト

でもなければ、漢字の読みを主体とした本で

もありません。ゆえに、漢字の説明は不必要

です。対面の場合は、「こんな漢字でこんな

風に読ませるみたいです」と雑談を挟めば、

場が和むし、眠気覚ましになるかもしれませ

んね。

しかし、下記の例は漢字の説明が必要です。

『以下は大阪市内の難読地名です。いくつ

読めますか？ 柴島／杭全／道修町／河堀

口・・・』

大抵の図書は近くか、巻末に答えが出てい

ます。辞書で調べなくても読みが分かります。

でも「くにじま・くまた・どしょうまち・こ

ぼれぐち」と読めば、答えを読んだことにな

り、問題が成立しません。

ここでは、各々の漢字の説明が必要です。

では、下記の例はいかがでしょうか。

・深夜11時過ぎに哈密に着いた
は み

・トルファンまで運ぶために地下水路を…
カ レ ー ズ

・乳房を温存する手術法
のこす

１行目の「はみ」は単に読みにくい地名の読

みを記しただけなので、特に説明の必要はあ

りません。２行目の「カレーズ」とは何でし

ょうね。辞書で調べると「アフガニスタン、

パキスタン、ウズベキスタン、新疆ウイグル

自治区の乾燥地域に見られる地下用水路のこ

と」だそうです。

辞書を見るまでもなく、一般的には「トル

ファンまで運ぶためにカレーズ 地下水路

カレーズを…」または「…地下水道 カレー

ズ 地下水道を…」と繰り返して読みます。

「トルファンまで運ぶためにカレーズ 地

下水路を…」と繰り返さないで読むと「カレ

ーズ」と言う名の地下水道と誤解されること
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もあります。

３行目も、２行目と同じような処理法を適

用しても大丈夫です。また「温存の上に残す

とルビが振ってあります」と説明する方法も

あります。

『清 水三郎・太田一郎・清水花子の３名
きよみず

が担当します。』

同じ漢字で「きよみず」さんと「しみず」

さんがおられるようですね。太田さんも含め

て漢字の説明は不必要です。

では『この本の執筆者は小沢太郎さんと小

澤恒夫さんです。先に小沢さんを紹介しまし

ょう。…』とあればどうでしょうか。声に出

せばどちらも「おざわ」さんです。読み手は

目で見ているので発音は同

じでも「小沢」さんと「小

澤」さんは区別できます。

『この本の執筆者は小沢

太郎さんと小澤恒夫さんで

す。』で終わっておれば漢

字の説明も両者の区別の必要もありませんが、

どうやら『先に小沢さんを紹介しましょう。

…』と２人を個別に紹介するようです。この

場合には小沢さんと小澤さんを漢字で区別を

表すか、断りを入れて、特別に名も読んで区

別するなど、何らかの方法を講じる必要があ

ります。

固有名詞は人名であろうと、地名や会社名、

商品名などであろうと、読むのに困難なもの

が多く存在します。

中には「ホウ」と感心する読み方もありま

す。が、いずれにしても、固有名詞以外の一

般の漢字と同じように処理し、固有名詞だか

らと言って、わざわざ漢字の説明をする必要

はありません。

『道は狭いし、カーブはき

つい、ガードレールはない

し、本当に酷道だな』

『雨漏りもするし、床はぎしぎしと音は鳴

るし、俺の家は負動産になってしまったな』

『本多勝一著の『アメリカ合州国』にはこ

んな風に書かれています』

これらの場合は漢字の説明が必要です。

国道 ⇒ 酷道

不動産 ⇒ 負動産

アメリカ合衆国 ⇒ アメリカ合州国

と通常とは異なった漢字が書かれています。

何れも著者が意図して書いたもので、何とな

く雰囲気が伝わってきます。ただただ、その

まま読むと、面白味や味わいが伝わりません。

やはり、漢字の説明が必要でしょう。

－－－－－－－－－－

最後に漢字にまつわる、おもしろ小話で今

回は締めくくりです。

先生 「教科書84ページを読んで」

生徒 「はい。『最近家の姉が色づいてきま

した…』」

先生 「！？ …その字は姉じゃない柿だ」

* * * * * * * * *

結婚した教え子から年賀状が来た。

こう書かれていた。

「性が変わりました」

たしか、漢字が苦手な女の子だった。

まさかとは思うが、恐くて連絡が出来ない。

* * * * * * * * *

息子 金送れ、頼む

父親 金をくれた、飲む。なに～（怒り）

* * * * * * * * *

娘 薬剤師から薬をもらってきた

母 ヤクザ医師！ 大丈夫だった？

* * * * * * * * *

講師 今日は経済波及効果について話します

聞き手 本当に経済は急降下ですね

調べれば、調べるほど漢字は不可思議で、面白く、奥深いものがありますね。ワープロが普

及し、最近では音声で文章が書ける時代となってきました。日本の文化でもある漢字を忘れな

いように、折に触れ接するようにしなければ、忘却の彼方へと行ってしまいそうです。

最後に対面リーディングでは利用者の希望に添って読むこともお忘れなく！
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寄り道・回り道 レポーター：木村 謹治
き む ら き ん じ

大阪市立科学館 プラネタリウム

【所在地】 大阪市北区中之島 4-2-1
【電話番号】 06-6444-5656（代表）
【行き方】 大阪市営四つ橋線肥後橋３号出口を出て西へ約500m
【スケジュール】 http://www.sci-museum.jp/planetarium/schedule/ で要確認
【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日休館）
【URL】 http://www.sci-museum.jp/planetarium/

【料金】 600円（平日のチケットは館内の窓口のみで販売。予約は出来ません）

木枯しとだえて さゆる空より

地上に降りしく 奇（くす）しき光よ

ものみないこえる しじまの中に

きらめき揺れつつ 星座はめぐる

天の川を見たことがありますか？ 子ども

の頃は、夜空に無数の星が輝いていました。

その頃は、夜も更

けていくと家から漏

れる光は少なく、街

灯もほとんど無い時

代です。冬ともなれ

ば空気が澄んで、新月の頃には真っ暗の夜空

に星々がキラキラと輝き、あまたの星が川の

ように流れていました。

文明が進み、今では3,000m級の山に登

っても、日本全体の空が明るくなり、昔ほど

星が見えなくなりました。本当に残念です。

ところが、昔以上に見える所があります。

それは、プラネタリウムです。情文から歩い

て15分ぐらいの距離にある、大阪市立科学

館です。

ここは日本で最初に

開館したプラネタリウ

ムとしても知られてお

り、現在でも国内有数

の規模を誇る施設となっています。

単に星空のみならず、大阪の景色が投影さ

れ、次第に日が暮れてゆき、やがて天空に

星々が輝きはじめるのです。現実の世界とみ

まがうばかりです。

投影機から出た光は、直径26.5ｍのドー

ムに映し出されます。最大の特徴は、星の数、

明るさ、輝きなど、本物の星空に限りなく近

く見えるように作っていることです。

また、大阪の夜空のみならず全世界の地点

の星空や地球以外の場所からの星空、そして

過去や未来の星空まであらゆる状況を再現す

る事ができます。

まさに時と場所を越えた宇宙を見ることが

できるのです。それを演出するのは、ホール

の壁に埋め込まれた6台のプロジェクタです。

コンピューターが作った映像をドームいっ

ぱいに映し出し、あたかも宇宙空間にいるよ

うな臨場感を味わう事ができます。まるで自

分自身が宇宙空間を漂っているような感じに

もなれます。そんな時空を超えて繰り広げら

れるスケールの大きな星空が楽しめるスポッ

トを「冬の星座」を心の中で歌いながら眺め

てみませんか。星空に吸い込まれていくこと

間違いありません。

あまりの気持ちよさに睡魔に襲われる事が

あります。くれぐれも気をつけて下さいね。



- 9 -

情報発信

便利グッズご紹介

サービス部 福田 直樹
ふ く だ な お き

情報文化センターの5階では、便利で楽し

い様々なグッズを販売しています。今回はそ

の中から皆さんにもおすすめのグッズを紹介

します。

・ガラス爪やすり（810円～）
チェコ製の強化耐熱ガラスで作られたステ

ィック形の爪やすりです。爪切りと異なり、

深爪の心配がなく、ガラス製なので仕上がり

もなめらかです。先端の方ほど目が細かく、

持ち手に近づくほど粗くなっているので、用

途に応じて使い分けることができます。使用

後は熱湯や水で洗えますので、清潔に保つこ

とができます。いろいろなサイズがあり、鞘
さや

のようなプラスチックのケースがあるものや

飾り付きのものもあります。（写真１）

・LEDライト付きデザインルーペ

（2700円）
折りたたみ式で落ち運びに便利な小型のル

ーペです。倍率は3.5倍で、レンズ部分を開

くとＬＥＤが点灯し、明るい状態で文字を読

むことが出来ます。表面は蒔絵のような柄で

種類も多く、特に女性におすすめです。関西

らしく阪神タイガースバージョン（2９00

円）もあります。（写真2）

・コインホーム（1000円）
硬貨を入れる窪みが両側に３か所（計６か

所）空いており、6種類の硬貨を仕分けて収

納できます。500円、50円、５円は各４枚、

100円、10円、１円は各５枚収納可能で、

簡単に１枚ずつ出し入れできます。財布に入

れておくと持っている小銭の枚数が分かりや

すく、レジでの支払いがスムーズにできます。

色は、オレンジ、グリーン、ブラックの３色

があります。（写真3）

・にゃんこ計（3200円）
おしゃべりと光で温度と湿度を教えてくれ

る猫型のかわいいおもちゃです。頭を１回押

すと「寒くもなく暑くもない。いいね～。」

などとしっぽを光らせながらおしゃべりをし

て、２回連続で押すとしっぽを光らせながら

現在の部屋の温度と湿度を教えてくれます。

また、60分に１回、現在の温度・湿度を

もとに自動でおしゃべりをします。（温度や

湿度と関係ないおしゃべりをすることも多く

あります。）しっぽの色は、緑、黄、赤で部

屋の快適度を表示し、音量は大小切り替えが

可能です。灰色の「ハイネコ」と白色に茶色

と黒の斑が混ざった「ミケネコ」の２種類が

あります。（写真4）

ほかにもいろいろな便利グッズを展示・販

売しています。簡単な説明もいたしますので

早めに来館されたときなど、是非ご覧になっ

てみて下さい。

（写真 1） （写真 2） （写真3） （写真4）
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・視覚障害者の現状について ～『対面リーディング通信』2016年12月号の補足説明～

本誌前号の｢対面リーディングの集い」の報告で、視覚障害者の方々の現状をお伝えしま

したが、興味深い内容でした。補足しますので、参考にしてください。（館長 竹下 亘）

＊「身体障害者手帳を取得している視覚障害者は約31万人と言われ、その中で全盲の方の

割合・・・」

→厚労省の最新調査（平成23年）によると、身体障害者１級から６級の手帳を持つ視覚

障害者約315,000人のうち、１級は約108,000人（約34％）、２級は約85,000人

（約27％）です。「全く見えないかほとんど見えない」に分類される1･2級の方の合計

は約19万人、約60％になります。

ただし、手帳を取得していない視覚障害者全体（日本眼科医会の推計では164万人）

で見ると、「弱視（ロービジョン）」の方が約90％に達します。

＊「点字を読める人は・・・」

→正確な調査は行われていませんが、厚労省のわずか364人を対象にしたサンプリング

調査（平成18年）では、「点字ができる」と答えた方は約13％。ただし、１級では約

25％、２級では約13％、３から６級では１％弱で、視力を使うことのできない方ほど、

点字の利用度が高いと言えます。なお、当館の利用者では約40％です。

＊「点字使用者の減少の理由としては・・・中途で視覚障害になった方が増えてきたことや

高齢化が進んできているという背景がある」

→身体障害者手帳を所持している視覚障害者約31万人の内、65歳以上は約69％、60歳

以上は約80％を占めます。またこうした方々の過半数が中高年以降の中途視覚障害者

と思われます。

・ボランティア交流会のお知らせ

３月７日（火）はボランティア交流会のため、対面リーディングはお休みとなります。

今年の交流会はてんやく絵本ふれあい文庫の岩田美津子さんをお迎えして「見えない母
い わ た み つ こ

としての私の歩み」と題しての講演会を行います。また「安心・安全なサポート ミニ

講習」として、職員による寸劇も交えて視覚に障害のある方への対応についてお伝えし

ます。もちろん、毎年恒例のバザーも開催します。皆様のご参加をお待ちしております。

・３月31日は５階サービスフロアの棚卸しを行います

３月31日（金）は５階サービスフロアの棚卸しを行います。それに伴い、対面リーデ

ィングもお休みとさせていただきます。

初詣ついでに、梅小路公園に昨年オープン 日本ライトハウス 情報文化センター

した、京都鉄道博物館に行ってきました。 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2

SLを始め新旧様々な展示車両に大満足。 06-6136-7704（対面専用）

鉄道好きの方、一見の価値ありです。(F) 06-6441-0039（サービス部）


