
『点訳通信』90 号 １ 

2016年 7月 1日発行 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初めてのことを経験する前は、ああだこうだと想像します。実際、見たり聞いたり

してみて、「やっぱり」と安心したり、ギャップを感じて驚いたり、その結果を知る

のも楽しいものです。 

点訳講習会のある受講生から、「点字を教えてくださる先生は年配の男の人だと思

っていたら、女の先生でびっくりしました」と言われて、思わず大笑い。「点字」の

イメージは「紳士」？ 

                         （点字製作係 奥野
お く の

真里
ま り

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 休館・開室のお知らせ 】 
    

７月１６日（土）開室 

８月１１日（木）休館（山の日） 

８月１２日（金）～１６日（火）夏期休館 
＊ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。 

＊１７日（水）から平常どおり開館します。 

９月１７日（土）開室 

９月２２日（木）休館（秋分の日） 
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●各曜日の活動レポート 

視覚的な情報を、どう読者に伝えるか 
６点ですべてを表す「点訳」の醍醐味 
 

 

  当館では、ボランティアの皆さまのご協力により、蔵書、プライベート製作、

教科書・教材など、幅広い分野の点訳を行っています。蔵書は、社会科学、自然

科学、心理学、大阪にちなんだ歴史書、外国文学、三療関連などの書籍。プライ

ベート製作では、家電製品の取扱説明書、料理のレシピ、ピアノ・箏・コーラス

などの楽譜、参考書、ドリル。教科書は、地域の学校で学ぶ小中学生が使用する

ものから、高校・大学の教材まで。この他、雑誌の点訳もお願いしています。 

   現在、点訳・校正作業は、曜日ごとのグループに分かれて進めていただいてい

ますが、各グループで作業手順や点訳している本の種類が少しずつ異なり、グル

ープごとに個性のようなものが存在します。今回は、それぞれのグループの活動

内容をレポートしていただきました。 

  

  

 

 

 

●火曜日の活動 

資料がぎっしりつまったリクエスト本 

多種多様な「表」をどう処理するか 

（糸山
いとやま

 武
たけ

博
ひろ

） 

 

 「女の園」であるこの点訳ボランティアの中で、今にも押しつぶされそうな男ども

に、少し活を入れようと、近況を書くように声をかけられましたので恐る恐る一筆啓

上となりました。 

火曜日の「園」は、とっても和やかです。 

 蔵書のグループ校正は、出勤（？）順に並べられた点訳本を、各自出勤順に先頭か

ら取り上げて適宜にペアを組んで校正をする。その日のめぐりあわせで何が当たるか、

楽しみというか不安というか。その時々で難しいのにあたったり、得意なものにあた

ったり。また互いに教えあったりと、熟練度に応じて気兼ねなく勉強できます。 

 教科書のシーズンともなると、国語、理科、英語、社会といろいろのグループがあ
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りますが、私は今年、歴史、公民を担当しました。地理ほどのお絵かきはないのです

が、エーデルに悩まされました。女性のような繊細なお絵かきはできないし、どの辺

りで折り合いをつけるか（時間との勝負もありますし）苦労をするところです。小原

さんや奥野さんの指摘箇所を修正しながら触読の心を何とか理解しようと思うので

すが、道半ばです。 

 毎回、諸先輩が作られた前年までの資料を参考にしながら、そのまま使えることは

滅多にありませんが、知恵とアイデアをもらい、悪戦苦闘しながらなんとか形にして

います。 

 また、現在進行中のリクエスト本『財界支配 日本経団連の実相』は、資料となる

表が多種にわたり、どう表わしたらいいものやら・・・。参考資料や教科書での経験

を引っ張り出して応用の仕方を探し出す、それはそれでまた楽しい部分もありますが、

両先生に見てもらうと、やっぱり不具合があるという按配で、これもまた道半ばです。 

 ６点ですべてを表す点字表記の奥深さ・・・。たまには一発で「完璧！！」といき

たいものです。 

 

 

●水曜日の活動 

絵本点訳は、対象年齢や内容を考慮して 

絵と文章の入れ方を決める 

（河村
かわむら

 牧子
ま き こ

） 

 

 私たちのグループでは一般書や教科書の他、これまでに絵本を何冊か点訳しました。 

絵本の点訳、なかなかの難題です。その本の内容によって、絵を多く描いたもの、絵

は少ししか描かず主に本文を載せたもの、すべて文章で表したものなど、様々です。

どの程度まで絵を入れるか、この本を読む人は大人か子どもかなど頭を悩ませながら

職員の方と相談しながら作製しました。 

 『りんごかもしれない』（ヨシタケシンスケ）は、リンゴをいろんなものに例えて

みる、大きさを変えてみる、形を変えてみる、色を変えてみる、で、現実に戻ってや

はり「りんごかもしれない」という絵本です。これを点訳した人は多くの絵を入れま

した。かなりの時間がかかったと思います。同じ作者の絵本でも『りゆうがあります』

は、ついついやってしまう癖、例えば貧乏ゆすりをする、鼻をほじるなど多くの人が

共感できる癖には理由があるというもので、でもそれは誰が聞いてもウソだと分かる、

しかも清々しいウソ。ほどんどがお母さんと男の子の会話のやりとりでした。これは

本文を中心に書き２、３枚の絵を付け加えただけでした。『みんがらばー！ はしれ

はまかぜ』（村中李衣）は長年、大阪と鳥取の間を走っていたディーゼル列車が主人
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公。「みんがらばー」はミャンマー語で「こんにちは」。列車は「わたし」と擬人化さ

れターボエンジンを備える力持ち。廃棄を免れ下関から船でミャンマーに譲渡され新

しい地で特急列車として活躍する実話。大人も読める絵本でクレヨンで描かれた絵が

温かみを感じさせました。この本はプライベート製作で、表紙カバーや表紙帯まで書

かれている文字はすべて点訳すること、できるだけ色の説明も加えることなどが条件

でした。この本は絵は入れずに本文と点訳者挿入符で絵の説明を書きました。 

 初めは分かりませんでしたが、絵本はこのように内容によって点訳の仕方が変わっ

てくることに気づかされました。でも束の間童心に戻ることができ、やっていて楽し

い点訳であることに変わりはありません。 

 この他、最近では大学の授業で使うテキストも点訳しています。これは授業に遅れ

ないように仕上げなければなりません。心理学のテキストを点訳している人は図や表

もたくさん書いています。私はイタリア語会話のテキストを点訳していますが、イタ

リア語？？？ 訳のわからぬまま奮闘中です。 

 

 

●水曜日の活動 

算数・数学は、紙を切ったり貼ったり、ルレットで 

描いたり・・・。小点を半点分動かす離れ業も 

                             （足立
あ だ ち

 幸子
さ ち こ

） 

 

「おはようございます！」と、元気な声（中には、疲れた声も・・・）で水曜日の

活動が始まります。私達のグループは、リーダーの指導の下、一般書、教科書・教材

などを点訳しています。教科書・教材は、算数、数学、理科などが主ですが、我々の

時代と違って、図、表、グラフ、イラスト、写真などの視覚的なものが多くなってき

ています。言葉で説明しにくいものや実寸を必要とするものなど、点図で、どう描け

ば解ってもらえるのかと頭を悩ませることが多々あります。紙を切ったり、張り付け

たり、ルレットで描いたりと図画工作をしている感もあります。算数や数学の図は単

純なものが多く、描くのは簡単ですが、その分、印刷した点のズレが目立つようで、

職員さんとの読み合わせの時には、小点を半点動かすようにとの指示が出ることもあ

ります。老眼を宥め、点字印刷機のご機嫌を伺いながら微調整の運びとなります。も

っと勉強をしておけば良かったと思う日々の中で、いつだったか小学生からの御礼の

手紙を読ませていただいた時には本当に嬉しく思ったものです。 

 半年間の教科書点訳が終わると一般書に取りかかりますが、専門的な本が多くなり、

言葉ひとつ取っても教科書より難しく感じます。不安な箇所はメンバーの皆さんの力

を借りますが、話し込んでいるうちに、つい話が横道に逸れたりして、とても楽しい
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時間です。知力・活力をもらい活動に励む日々ですが、時には大きな声で笑ったり、

議論に熱が入ったりと、職員の方々には多大な迷惑をおかけしている水曜日です。 

 

 

 

 

 

●木曜日の活動 

情報量の多い地図は、２枚に分けて描く。 

「福山雅治のピアノ弾き語り曲集」のリクエストも 

（篠原
しのはら

 苑子
そ の こ

） 

 

木曜日の点字製作内容を今回あらためて見なおしてみると、かなりいろいろなジャ

ンルの本に取り組んでいるなと感じます。 

 蔵書では経済や時事問題、健康、料理、コミック、展覧会にちなんだ本などがあり

ます。旅のガイドブックや、グルメ情報などレイアウトに工夫を要するものも多くな

っています。昨年から今年にかけて開催された大英博物館展の解説書 3冊は、まさに

レイアウトや引用文献・参考文献の書き方などに苦労しました。展覧会期間中に完成

したかったのですが、それはかなわず残念でした。 

 教科書では、小学社会、中学・地理、音楽を手がけています。製作時期が新学期の

始まる前の数か月に集中するのが悩ましい限りです。 

地図や表の多い教科書では点図作成ソフトのエーデルが強い味方で、以前は（仕方

なく）図省略としていたような図も描けるようになりました（大変手間はかかります

が）。わかりやすい図にするためには工夫も必要です。小学社会・横浜市の地図の例

では、たくさんの情報を盛り込んだ１枚の図を「地形や交通網」「施設の場所」の２

枚にわけて描き、本文理解のために不要と思われるものは省略したりしました。 

音楽関係のリクエストにも対応しています。大学の教材やコーラスの歌詞、福山雅

治のピアノ弾き語り曲集の要望もありました。楽譜は五線譜そのものを書くのではな

く、音符や演奏記号を６点で表し、１小節ごとにマスあけします。上記の弾き語り曲

集の場合、１曲が点字１０頁ほどになりました。  

 教科書やリクエスト対応だけでなく、蔵書でも話題が旬なうちに完成したいとの思

いで、つい無理をしてしまいますが、完成後の達成感が支えです。 

昨年は、長年指導的役割を担って来られた方、理科系に強く何かと相談にのってい

ただいていた方などベテランの方々が続いてやめられ、残された私達は落ち込み、や

る気も失せる思いでした。そんな中、講習修了後２、３年の方々が意欲的に取り組ま
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れ、すでに頼もしい存在になっておられる姿は皆の励みになっています。 

 家庭の事情や自身の体調などいろいろなマイナス条件があっても長く続けること

ができるよう、お互いに協力していきたいと思っています。 

 

 

●金曜日の活動 

毎月の「ＪＲ時刻表」。発売と同時に作業スタート！ 

難読地名・駅名はネットや路線図から調査 

（井上
いのうえ

 重子
し げ こ

） 

 
 ＪＲ時刻表の点訳を、前グループから引き継いで３年が過ぎました。時刻表といっ

ても、あの分厚い本全部をするわけではありません。巻頭カラーページ、記念特集（北

陸新幹線・北海道新幹線開業など）、ＪＲニュース（黄色のページ）、ＪＲのトクトク

きっぷコーナー（ピンクのページ）、読者投稿、クイズコーナーと記事を抜粋してい

ますが、それを『ＪＲニュース』として点字３巻にまとめ、毎月金曜日グループの中

の１１人で点訳しています。 

 手順としては、 

・発売日にＪＲ時刻表の原本を入手 

・必要箇所をコピーして分配 

・各自分担箇所を点訳して、メールで交換、１次校正 

・１次校正を集約して３巻に編集 

・金曜日に２次校正 

・１週間かけて最終校正 

・次週に提出 

 という具合に、完成するまで２週間はかかってしまいます。 

 時刻表は、毎月２０日～２５日頃に発売されますが、各月で発売日が異なります。

２０日頃の発売で、曜日の巡り合わせがよいと上記の日程でいけるのですが、２５日

頃の発売で曜日の巡り合わせが悪いと、コピーしたものを速達で郵送、次の金曜日に

持ち寄って校正。この場合、短期間で仕上げないといけないので最終校正は大変です。

でも、待っていただいている方がいると思うと、できるだけ早い時期（月の１週目）

には提出したい。 

 最初は８人でスタートしました。前グループの点訳時刻表を参考に、ああでもない、

こうでもないと話し合いながら、独自のルールを決め、今では点訳・校正者も増えて

います。 

 知らない地名をネットで調べたり、難読や読みの分からない駅名を時刻表路線から
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調べたり、そんな調べ方があるんや、こんなイベントやってるんや、鉄道ファンのお

孫さんとの会話がはずんだり、鉄道関係のＴＶを気にしたり、災害があると列車が止

まるんや等々、毎回新鮮な気持ちです。 

 ３か月ごとに替わる、デスティネーションキャンペーン、今は「晴れの国 おかや

まデスティネーションキャンペーン」を開催中。５月号の「？」。「鬼ノ城」「吹屋」「烏

城」「六口島」ｅｔｃ．なんとなく読めそうだけど・・・。念には念を入れて調べま

す。キャンペーンに関しては、確実な方法として、ＪＲの駅にガイドブックが設置さ

れていて、地名にふりがながついていることが多いので、毎回探して入手。ちなみに

前記の読み方は「きのじょう」「ふきや」「うじょう」「むくちじま」です。 

 苦しみもあり、楽しみもありと、あっという間の３年でしたが、サピエ図書館にデ

ータアップされた時刻表を楽しんでいただいていることを願って、毎月格闘していま

す。 

 

  

●土曜日の活動 

珍しい本、変わった切り口の本を選び 
「目で読む」のではなく「触読」を念頭に 

（黒堀
くろほり

 比佐子
ひ さ こ

） 

  

土曜日はグループ活動が始まってあまり年数が経っていないため、まだ活動人数が

少なく、もっとメンバーが増えることを願っています。私たちのグループの中に触読

してくださる方がいて、率直な意見を聞けるのがありがたいです。ただ、平日は仕事

をしている人などが多く、曜日担当者会議に誰も出席できないという状況が続いてい

ます。今一つ他の曜日と情報の共有が図れていない部分があり、これから改善できた

らなと思います。 

 以下に、私たちのグループの声をお伝えします。 

 ★土曜日で担当するのは、バラエティに富んだ本が多いです。メンバーも珍しい本

や今までに知らなかった話題を選ぼうとしている気がします（職員の方に頼まれたり

した結果でもありますが）。 

★普段の読書は、いかに漢字を「見て」理解しているかということが、校正時の訂

正でよく分かります。間違って覚えてしまっている読みがよくあります。また、墨字

の本には意外と誤字・脱字が多いことも発見します。それが正しいのか間違っている

のか分かりにくいことも多いですが、より深く読み込んで文意を理解することが、よ

り正確な点訳につながると感じています。 

★私個人としては、韓国の歴史小説、子ども向けの占いの本、変わった切り口の歴
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史書などを点訳しました。専門知識の調査に手間取ったり、校正している内容に興味

を引かれたりして、点字の基本的なところを間違えてしまうことも。今後は注意した

いと思います。 

★私は今、戦争前に日本の統治下にあった樺太に暮らした人々の聞き書きを担当し

ています。知取（シルトル）、泊居（トマリオル）などの読めない地名とともに、秋

田県などから出稼ぎに行った人たちの方言交じりの言葉遣いに悪戦苦闘しています。 

★グループで校正しているので、悩んだ時いろいろな意見を聞けて勉強になります。

一つの本ができあがったとき、達成感を感じます。 

★イラストや図、表、レイアウトなど、視覚に訴える本も多く、処理の仕方や、省

略するか否かなど、迷い悩むことが多いです。まだまだ経験不足なので、勉強会など

が土曜日にあれば参加したいと思います。自己満足に終わるのではなく、点訳された

本を読む方がいること、そしてそれは、目で『読む』のではなく、『触読』だという

ことを念頭において、試行錯誤しながらこれからも続けて行きたいと思います。 

★仕事や家族の世話で、自分の時間がなかなか取れない今。点字を打っている時間

は、自分の世界に浸れる貴重な時です。知らない言葉も多いので、打つことだけに没

頭するわけにはいきませんが、打っている時は、「無」になれる気がするからです。

細々ながら、長く続けたいと思っています。 

★点訳を始めて 3年になりますが、なかなか間違いが減らないので、もっと注意深

くならなければ、と思います。土曜日のメンバーの意欲的な姿勢にカツを入れられて

います。 

 

 

 

 

  

●お知らせ 
 ＊新人のお二人が活動開始！ 

  ６月 24日（金）、2015年度点訳ボランティア養成講習会が修了しました。 

修了生のお二人が活動に加わります。皆さまどうぞよろしくお願いします。 

    火曜日：野村惠美子（のむらえみこ）さん 

    水曜日：石川亜紀（いしかわあき）さん 

 ＊第２９回専門点訳講習会・「筝の楽譜コース」を開講 

  ６月 10日から 7月 15日（毎週金曜、13：30～１５：３０)まで。 

６名の方が受講されています。 

＊「UEB英語点字コース」が９月 15日（木）から始まります（全 6回）。 

初めて略字の英語点字を勉強される方が対象。詳しくは掲示等にて。 


