
第41巻11号2018年3月1日発行（毎月1日発行）

掲 示 板

新年度の点訳・音訳講習会にご参加ください

当館では、2018年度もさまざまな点訳・音訳

ボランティア講習会を開講します。その一覧を

本誌２頁に掲載しました。新しくボランティア

を始めてくださる方、中堅・ベテランの方の技

術向上なしに、視覚障害者の方々の読書、勉強、

情報利用は成り立ちません。ぜひご受講と周囲

の方々への広報のご協力をお願いいたします。

フィジーとネパールの青年が当館で研修

ダスキン･アジア太平洋障害者リーダー第19

期生として、昨年９月から来日中のフィジーの

クリッシュさん(男性、27歳)とネパールのラク

シミさん(女性、26歳)が３月６日から24日まで

当館で研修します。二人の研修テーマは、情報

をはじめ社会全体のアクセシビリティ(利用し

やすい環境整備)で、当館を中心に幅広い研修

を行います。３月８日のボランティア交流会に

も参加します

ので、館内で

出会ったらぜ

ひお声をかけ

てください。

｢警報｣時のボランティア活動休止規定を変更

当館では４月から、大阪市内に｢暴風警報｣か

｢特別警報｣のいずれかが出た場合、以下のよう

にボランティア活動と館内サービスを休止させ

ていただきます(職員は可能な限り出勤し業務

を行います)。これまでは、｢暴風･大雨･洪水｣

等すべての気象警報を対象とし、適用地域も

｢大阪府内｣としていましたが、実状に合わせて

規定を変更しました。もちろん、この規定に

当てはまらない場合でも、お住まいの地域や交

通経路に警報が出て、ご来館が無理な時はお休

みいただいて結構です。どうぞご了承ください。

①午前７時現在、大阪市内に暴風警報か特別

警報が出ている場合＝午後１時まで休止

②午前10時現在、出ている場合＝全日休止

③午後10時以降に、出た場合＝警報が出た時

点で休止

④その他、館長が危険と判断した場合は休館

することがある。

３月31日(土)は５階サービスフロア臨時休室

年度末の棚卸しのため用具・機器販売と講習、

対面リーディングを休ませていただきます。
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拡大掲示板

点訳・音訳ボランティア講習会のご案内

当館で点訳・音訳活動に従事していただける

ボランティアを養成するため、新年度、以下の

通り養成講習会を開講します。

◆点訳ボランティア養成講習会

日時 前期:５月10日～７月26日、後期:９月６日

～12月20日、毎週木曜日10時～12時、全25回。

費用 無料。点訳テキスト代実費。

説明会 ４月19日(木)10時～12時30分。筆記

試験を行います。

対象 点字の学習が初めての方。定員10人。

申込 要項を請求の上、４月13日(金)までに

点字製作係(電話06-6441-1028)まで。

◆音訳ボランティア養成講習会

段階的に(１)(２)(３)の３コースがあります。

初めての方は(１)にお申し込みください。他施

設・グループ等で受講・活動経験などをお持ち

の方は、(２)からお申し込みいただけます。

①音訳ボランティア養成講習会(１)

クラス 火曜と水曜の２クラス、各･全15回

日時 火曜コース:４月17日～８月７日(７月

３日、31日を除く) 13時～14時50分。

水曜日コース:４月18日～８月８日(７月４日、

８月１日を除く) 13時～14時50分。

費用 受講料7,000円

②音訳ボランティア養成講習会(２)

。クラス 火曜と水曜の２クラス、各･全16回

日時 火曜コース:４月17日～８月21日(７月

３日、31日、８月14日を除く) 15時～16時50分。

水曜コース:４月18日～８月22日(７月４日、

８月１日、15日を除く) 15時～16時50分。

費用 受講料7,000円

定員 15人

※受講には事前にマイクテストがあります。

③音訳ボランティア養成講習会(３)

日時 前期:５月９日～８月29日(８月１日、

15日を除く)、後期:９月26日～３月６日、毎週

水曜日10時～12時、全30回(前期・後期各15回)。

定員15人

※受講には試験があります。また後期の受講

には中間試験(９月12日)の合格が必要です。

図書貸出ボランティアを緊急募集

本誌７頁の感謝報告に掲載している通り、

当館の点字・録音図書の貸出作業は多くの

ボランティアの方々に支えられています。

現在、手が足りなくなり困っています。ぜひ

どなたかにご協力をお願いいたします。

日時 火曜日午後、水曜日午前か午後の

いずれか

場所 別館 図書･情報係(本館から徒歩

２分、アルテビル９階)

作業 デイジー雑誌の発送・返却作業他

お願い パソコンが使えて、基本的に毎週

ご来館頂ける方にお願いします。

お問い合わせは、図書・情報係(電話06-

6441-0139)までお願いします。

申込 要項を請求の上、(１)は４月６日(金)

まで、(２)と(３)は３月30日までに録音製作係

(電話06-6441-1017)まで。

第31回専門点訳・音訳講習会を開講

毎日新聞大阪社会事業団との共催で、近畿地

域の点訳・音訳ボランティアを対象に開いてい

る専門点訳・音訳講習会が31回目を迎えます。

今回は以下のような講習会を予定しています。

定員はすべて15人です。奮ってご参加ください。

①専門点訳｢英語点訳コース｣

日程 ７月～８月の予定、全８回

講師 当館職員、専門点訳指導者

②専門点訳｢教科書・教材点訳実践コース｣

日程 10月初旬から開講の予定、全８回

内容 国語、英語、算数・数学、理科、社会、

その他の教科書・教材点訳の実習

講師 当館職員、専門点訳指導者

対象 既に教科書・教材点訳に携わっている方

③専門音訳｢英語コース｣

日程 ５月11日～６月29日(５月25日を除く)、

毎週金曜午後の予定、全７回

講師 音訳｢英語チーム｣所属ボランティア

④専門音訳｢東洋医学コース」

日程 ６月15日～７月27日、毎週金曜日の予

定、全７回

講師 音訳｢東洋医学チーム｣所属ボランティア
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マルチメディアデイジー、 ､シネマ･デイジーの普及を推進HyMe
一ツ橋綜合財団のご助成で、今年度も新たな成果

当館では、公益財団法人一ツ橋綜合財団のご助成により、印刷された図書を読むことが困難な

子どもたちのための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｣などの音声解説事業を行っています。2008年に開始したマルチメディアデイジー

図書・教科書の製作・提供事業は今年で10年目を迎え、ディスレクシア(読字障害)にとどまらず、

地域の学校に通う視覚障害児童・生徒のための教科書の視覚的資料(図・表・写真等)を簡易マル

チメディアデイジーにして配信する｢音訳教材データベース｣の研究事業に発展しています。また、

シネマ・デイジーをはじめとする音声解説事業では、全国の施設を対象にした講習の実施、各地

でのバリアフリー映画会の企画・協力などを行い、普及に努めています。(製作部長 久保田 文)

子どもの就学、進学に役立つ図書を提供

マルチメディアデイジー(以下、 )の製MMD

作・提供では、小学生から高校生までを対象と

した図書を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ています。当館の 図MMD

書は、特に視覚障害の子どもたちも利用できる

よう、写真や図の説明を画像と音声の両方で提

供しているのが特徴です。弱視のため、パソコ

ンや などの画面だけでは画像を認識するiPad

のが困難な子どもは画像と音声の両方で、全盲

の子どもは音声で１冊の本を楽しむことができ

ます。今年度も、約40人のボランティアの皆さ

まのご協力のもと、昔から学生たちに読まれて

きたベストセラーや大学受験のための参考書、

就職活動に向けたビジネス会話のテキストなど

を製作・提供することができました。

｢ビジネス会話力検定｣の原本(左)と (右)MMD

事業の｢音訳教材データベース｣が稼働HyMe
電子書籍と専門音訳の統合発展をめざす

事業では、文科省の｢音声教材の効率的HyMe
ハイミー

な製作方法等に関する調査研究｣事業で2014～

2016年度にかけて開発した｢音訳教材データベ

。ース｣(以下、音訳 )の利用が始まりましたDB

音訳 は、教科書ごとに視覚的資料の音訳DB

データを蓄積し、視覚障害の生徒や担当教員が

ダウンロードして利用できる、クラウドを活用

したシステムです。一つの視覚的資料に対して

一つのフォルダを作り、作成したフォルダに

視覚的資料の画像と音訳データ(音声ファイル)

をアップロードしていくのですが、最大の特徴

は、自動的に画像と音訳データが同期し、教科

書１冊分の視覚的資料が簡易マルチメディア

デイジー化される点です。

DB教科書の視覚的資料の音訳データを音訳

にアップしているのは、当館に教科書・教材等

の視覚的資料の専門音訳者として登録してくだ

さっている全国の音訳ボランティアの方々です。

今年度は、地域の高校に通う弱視生徒に、日

本史と現代文の音訳教材を音訳 から提供しDB

ました(現代文は本文を音訳)。この生徒は、

で教科書の データを表示させ、文字iPad PDF

の部分を に内蔵されている合成音声で読iPad

み上げさせていたのですが、誤読が多すぎて意

味が理解できず、この２教科は合成音声でなく、

ぜひ音訳者による音訳で読みたい、と相談に来

られた方です。日本史の教科書は特に情報量が

多いので、音訳者、校正者の方々に大変なご苦

労をおかけしましたが、生徒からは｢図や写真

を説明してくれるのでありがたい。冬休み中に

音訳教材で勉強できるのでうれしい｣という声

センターのページ

- 3 -



センターのページ

が届きました。さらに、新規で次年度の音訳教

材を希望する生徒もおり、迅速かつ低コストを

売りにする電子教材が注目を浴びる今日にあっ

てなお、最後は人による音訳が必要とされるの

だということを痛感しています。

機械にできることは機械に任せ、人の能力は

人にしかできないことに使い、両者の利点を最

大限に活用する。－－これが 事業の戦HyMe

略です。これからも、紙の教科書だけでは理解

が困難な視覚障害やディスレクシアの子どもた

ちの学習の一助となるよう、電子書籍技術の調

査研究、専門音訳者の養成を進めてまいります。

UDCast広がる｢シネマ・デイジー｣と

シネマ・デイジーは、著作権法第37条に則り、

映画のサウンドに登場人物の表情や動作、画面

の様子を説明する音声解説を付けてデイジー編

集したものです。当館が先鞭をつけて製作・提

供を開始してから５年になります。当館の林田

が全国視覚障害者情報提供施設協会のシネマ･

デイジー検討プロジェクトのリーダーを務め、

全国の施設に向けた講習会や品質確認・助言な

どを行った結果、現在13館がシネマ・デイジー

を製作し、サピエ図書館から提供しています

(2018年１月末現在の提供数は342タイトル、ダ

ウンロード累計数は475,367回 。）

さらに、一昨年の12月からは映画館でも、スマ

ホやタブレットのアプリ を使って、U D C a s t
ユーディーキャスト

音声ガイド付き映画を楽しんでいただけるように

なりました。自動的に音声ガイドの同期ができる

ので、対象の映画であれば、いつでも、どこの映

画館に行っても観る

ことができます(導

入後１年で対象作品

は70作品を超えまし

UDCastた)。この

をもっと多くの方々

に利用していただ

く た め 映 像PR

｢ 使い方ガUDCast

イド｣を作成し、体

の操作画面験会を実施しました。 UDCast

当館ではこのような成果を基に、来年度もさ

らに、新しいメディアとボランティアの方々の

力を結びつけて、視覚障害者をはじめ読書障害

者の方々の便利で、豊かな情報環境の実現に取

り組んでまいります。

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2018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

1月分完成録音図書

19タイトル78冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

命尽くるとも(篠沢秀夫) 3冊

点:辻 志津江

校:塚本紀子 小林陽子

易経陽の巻(竹村亜希子他)

3冊 点:山下慧子

校:古本扶美子 平野 健

漢方と薬のはなし(大塚恭男)

4冊 点 校:G東医

現代人のための葬式とお墓の

日本史(古川順弘他) 2冊

点:渡辺節子

校:松下柳子 宗像真李子

この自伝 評伝がすごい！

(成毛真) 3冊

点:井上眉美

校:G校正 平野 健

ＪＲニュース２０１８年２月号

(交通新聞社) 3冊

点 校:金曜日グループ

集中講義 社会福祉探求Ⅴ 2冊

点:待田敏彦

校:長田啓子 山口節子

生活保障(宮本太郎) 4冊

点:山本普実雄

校:G校正 平野 健

殺生伝２(神永学) 4冊

点:小林陽子

校:G校正 篠原苑子

天才 逢木恭平のキカイな推理

(京本喬介) 3冊

点:橋本和代

校:G校正 都解節子

ながら筋膜リリース

(のぐち径大他) 2冊

点:松井育子

校:G校正 平野 健
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懐かしのヒットソング大全集

30冊

点:鴻上真理 浜田史子

林 さゆり 松井育子

山根真紀子 笹川雅子

校:G校正 奥村純子

はじめての英語落語

(国際語学社) 3冊

点 校:高橋世貴子 田中陽子

平安京はいらなかった

(桃崎有一郎) 4冊

点:鴻上真理

校:G校正 宗像真李子

百姓貴族 ５(荒川弘) 1冊

点:南 佳奈

校:梶原由美子 栗栖 忍

雪岡加奈子

ホッピー文化論

(ホッピー文化研究会他) 3冊

点:増田芳子

校:G校正 平野 健

吉本せい(青山誠) 2冊

点:南 佳奈

校:G校正 平野 健

オバマ大統領離任演説 英語版

(B Obama) 1冊

点:高橋世貴子 校:田中陽子

トランプ就任演説 英語版 1冊

点:高橋世貴子 校:田中陽子

  録 音 製 作

1月分完成録音図書

17タイトル(書名､編著者､録音

時間､音訳者､校正者､編集者)

いじめる子(本庄豊) 5:54

音:羽淵雅子

校:大西祥子 阪本由美子

編:柳本絹子

伊勢の神様に認められたしいたけ

の逆襲(野呂純也) 4:16

音:小森佳津子

校:浜本裕子 町田美樹子

編:八田芙未子

１億円貯まったので、会社を

辞めました。(坂口一真) 6:42

音:胸永幸子

校:竹下正子 髙岡博子

本村英子

編:山下富代

イラストでわかるリンパ浮腫

(広田彰男) 6:39

音:浜本裕子

校:久保洋子 野﨑淳子

土井賀津子 町田美樹子

編:羽淵雅子

輝く会社のための女性活躍推進

ハンドブック(清水レナ) 4:42

音:桃井輝子

校:栗本慶子 松浦洋子

植田美穂子

編:岩谷友子

仮往生伝試文(古井由吉) 23:51

音:山口和葉

校:岩谷友子 久保洋子

荒木良子 松井喜美代

編:植田美穂子

コップのフチ子のつくり方

(古屋大貴) 4:32

音:小林万智子 校:岡村佳子

ごはんをまいにち食べて健康に

なる(大森正司) 4:37

音:濵 洋一

校:浜本裕子 阪越紀子

編:辻野玲子

思考を現実化させる方法

(二川裕之) 4:13

音:山田啓子

校:濵名あきよ 本村英子

編:辻野玲子

断裁処分(藤脇邦夫) 10:27

音:増木純子

校:中澤康子 植田美穂子

編:辻野玲子

なぜ人々はポケモンＧＯに熱中

するのか？(鈴屋二代目タビー他)

3:47 音:佐藤圭子

校:松浦洋子 脇本登志子

編:山崎千代子

なぜ私たちは他人の目を気にして

しまうのか(竹内一郎)

5:36 音:荒木節子

校:酒居よし枝 辻野玲子

編:八田芙未子

人間交差点 上(矢島正雄) 5:57

音:山下 豊

校:澤田和代 北川温子

西村道子 越智真弓子

編:山下 豊

人間交差点 下(矢島正雄) 5:02

音:阪本美代子

校:澤田和代 西村道子

編:阪本美代子

万博の歴史(平野暁臣) 10:32

音:中野靖子

校:久保洋子 辻野玲子

編:石井ふみ代

モップガール３(加藤実秋)

10:18 音:白石里佳

校:山田喜志子 岡村佳子

本村英子

編:阪口雅代

私の取扱説明書(鎌倉典子) 5:25

音:岩井悦子

校:髙室雅子 久保洋子

本村英子

編:吉川順子

  プライベート製作

点字図書

アルトハーモニカ 演奏の手引書

(鐘ヶ江義行) 1冊

点:奥村純子

校:橋本和代 浅井良彦

島谷久美子 池田園子

中野龍子

いつの日か(源田俊一郎) 1冊

点 校:橋本和代 田中伸子

辻野純代

ギロック 終奏曲 想い出

(A4 1枚) 1冊

点:中村道子

校:橋本和代 辻野純代

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

ギロック ノエルを歌おう

(A3 1枚) 1冊

点:辻野純代 池田園子

校:中村道子 橋本和代

｢金平糖｣第121回 短歌サロン

1冊 点:待田敏彦

校:若林安也子

｢人口減少社会」とは何か

(友寄英隆) 5冊

点:福元悦子

Ｚ会グレードアップ問題集小学

４年算数文章題(Z会指導部)

4冊 点:塚本壽子

校:数学グループ

TOMBOハーモニカカタログ2017

1冊 点:南 佳奈

校:浦田登志子 宗像真李子

｢路｣第十集 2冊

点:待田敏彦 校:若林安也子

Messe Solennelle

(S.CECILIA他) 1冊

点 校:橋本和代 田中伸子

辻野純代

録音図書

イージス艦がやって来る

(森口透) 11:56

音:松浦洋子 編:辻野玲子

言うべきときに言うべきことを

(世界平和アピール七人委員会)

4:53

音:坪田捷子 坪田 一

編:坪田捷子

王道の経営(江口克彦) 6:02

音 編:小林加代子

みにくい日本人(高橋敷) 8:59

音･編:川添美智子

  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』

2018年2月発送:木下正義

西垣泰子 藤原静江 山田一弘

2018年2月号『読書』

デイジー版 1:04 音:寺下千秋

校:植田美穂子 松浦洋子

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2月号

～タイムスリップ小説その２』

デイジー版 0:11

音:寺下千秋 校:松浦洋子

『英語よもやま通信』

デイジー版2018年2月号 2:41

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 松浦洋子 的場操代

山本 香

『子供の科学』

デイジー版 2017年12月号 4:13

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 吉川弘美 澤田美那子

夛田禮子 田中英子 土井明美

長田ひとみ 南浦京子 吉田 薫

『鍼灸OSAKA Vol.33 No.2

(2017.Summer126号) 』

デイジー版 11:27

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 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

三上 菊 桃井輝子 渡辺一枝

『サイエンスかわら版』

デイジー版 2017年12月号 4:32

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 木村純子

夛田禮子 寺田美枝子 橋本万里

横山時子

デイジー版『週刊新潮』

◆2018年1月4日 11日号 10:24

乾 郁子 岩田真智子 岡村勝彦

柏木和子 加藤紀美子 上村裕子

川端砂代子 木村加代 佐藤圭子

佐藤公平 柴田智美 正田潤子

中村千賀子 中村直美 中本和代

野村美穂子 濵 洋一 久富恭子

兵頭つね子 深津綾子 福田佳代

前田元子 八十嶋敦子 横山栄子

編:中本和代

◆2018年1月18日 11:08

天江美佐子 荒木節子 太田貴子

越智真弓子 大山節子

北村優美子 帰村千恵 清水百世

髙久俊子 詫摩多美子 中村洋子

中本和代 長濱純代 成田由起

西村道子 西本美加子

西山トシ子 直場徳宥 橋本明子

橋本佳子 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:中本和代

◆2018年1月25日号 10:13

井尻府三重 上原多美子

大島幸枝 加藤和夫 上村裕子

坂口幸子 阪本由美子 佐藤圭子

佐藤公平 佐藤保子 澤井 稔

沢田玲子 嶋林茂子 鈴木恵子

武市敦子 寺下千秋 中地淳子

中村京子 西岡千代子 兵頭賢一

平田惠美子 前田元子 向髙寿子

森口慶子 山田啓子 山本スズ子

山本晴代 横山栄子 吉田典子

和田啓子 編:小森由紀子
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◆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』

デイジー版 2018年1月号 4:51

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 阪本由美子

佐々木マス子 佐山敦子 嶋川真理子

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 前田元子

三上 菊 目連雅子 横山時子

  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

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

 音 訳 教 材  

高校日本史Ｂ

音 校:三原太郎 中岡厚子

武田美惠子 山科裕子

現代文Ｂ

音 校:矢野淳子 千場陽子

｢音訳教材」は、当館が開発した

音訳教材データベース(視覚障害

児童・生徒のために教科書の視覚

的資料を簡易マルチメディアデイ

ジーデータで提供するシステム)

で提供している音声教材です｡

 館内お手伝い  

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］

片倉康子 永崎利恵

◆1月の貸出実績

点字 163tl DAISY 2955tl

テープ 29tl
---------------------------
★1月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

周－理想化された古代王朝

(佐藤信弥)

女官(山川三千子)

知られざる潜水艦の秘密

(柿谷哲也)

小松左京さんと日本沈没

秘書物語(乙部順子)

【録音図書】

警視庁公安Ｊ(鈴峯紅也)

京阪沿線の不思議と謎

(天野太郎)

有松恋染めノスタルジー

(藍生有)

電卓四兄弟(樫尾幸雄)

電子書籍

池尻三千子 西村佐世子

岩井和美

情報システム

森田敏子

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  

青木幹雄 秋本直美 兄井寿美子

伊東晴子 犬塚敬彦 井原圭子

上ノ山禎子 大坂陽子 大島幸子

大村登子 奥井秀子 桂 公子

金井典子 河上千鶴 川野 博

小池雅子 古賀和子 小杉洋子

小林万智子 小山妙美 澤井 稔

柴田智美 神保克子 髙橋由紀江

立上敦子 田那辺優子 谷崎節子

西川真知子 直場徳宥 畠田幹子

林 久利 福島悦子 藤田佳子

麓 孜子 古木昭子 細井昌子

本荘一子 前田芳野 前田元子

増山多惠子 待田敏彦 町田美樹子

松谷富子 眞野祥子 南 礼子

宮坂暁子 向井民子 望月 明

森田幸子 森田 陞 八十嶋敦子

山内一子 山崎 彰 山下喜美

1月 利用者13人 58件

ボランティア54人

『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

(ボイスネット)

【1月実績】

週報:高田佳直 HP更新:中条正信

  ご 寄 附

市川 顯 大石 徹 匿名1件
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｢ボランティア友の会文庫｣の新収蔵書

当館３階の資料書庫は｢ボランティア友

の会文庫｣として、視覚障害関係資料を所

蔵し、当館のボランティアの方に貸し出し

ています。この度、以下のような資料を収

めましたので、ご紹介します。閲覧・貸出

のお申込みは、お気軽に３階総務係まで。

【単行本】中田完二｢一寸先は光～それ

でも生きたい｣、Ｒ.Ｖ.ハイン｢視力のない

世界から帰ってきた｣、Ｅ.ヴァイエンマイ

ヤー｢全盲のクライマー、エヴェレストに

立つ｣、郡司ななえ｢見えなくても…私｣、

稲垣吉彦｢見えなくなってはじめに読む本｣、

Ｒ.セドリス｢盲目の犬ぞりレーサー｣、Ｇ.

ヴァーメイ｢盲目の科学者｣。

【 】｢灯りを掲げて90年/100年に向DVD

かって ｣(日本ライトハウス90周年記GO

念)､｢録音図書誕生50年/情報提供の歩みと

将来を考える｣(2009年､同イベントの録画)

音声解説担当職員として馬場玲衣を採用

当館３階総務係に音声解説担当職員とし

て１月９日付で馬場玲衣を採用しました。
ば ば れ い

現在は非常勤ですが、４月からは常勤にな

り、音声解説業務を担当するほか、総務の

業務も補助しますので、よろしくお願いし

ます。なお、昨年６月から音声解説業務を

補助してくださった廣野美代子さんは今後

ボランティアとして活動してくださいます。

木塚泰弘前理事長がご逝去

当法人第４代理事長の木塚泰弘氏が２
き づ か やすひろ

月９日、心不全のため逝去されました。82

歳でした。木塚氏は17歳で失明。盲学校か

ら早稲田大学で学んだ後、盲学校教員に。

国立特殊教育総合研究所(最後は部長)に

転じて盲学校教育の革新に貢献された後、

1999年から2014年まで当法人の理事長を勤

められました。また日本点字委員会会長、

共用品推進機構理事などとして点字やユニ

バーサルデザインの発展に寄与し、2016年

には第53回点字毎日文化賞を受賞されまし

た。心からご冥福をお祈りいたします。

あ ゆ み
【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)

17日 オープンデー(館内見学日､参加５人)

21日 見学:京都ライトハウス新任職員

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)

予 定

【３月】

１日 対面リーディングボランティア研修会

６日 ダスキン第19期研修生来館(～24日)

７日 ボランティア世話人会

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

９日･10日 点訳・音訳体験オープンデー

20日 音訳ボランティア講習会(３)修了式

23日 日本ライトハウス評議員会･理事会

31日 ５階サービスフロア臨時休室(棚卸)

。編 集 ２月は平昌五輪に盛り上りました

特にハマったのが氷上のチェスと後 記

も呼ばれているカーリングです。この競技

には独特のスタイルがあって、ＴＶの放送

時には選手にピンマイクが付けられていま

す。作戦のやり取りが面白く、チームの一

員になったような臨場感も味わえます。約

２時間半の試合の間はずっとしゃべってい

て会話力が得点に直結していると思うと会

話も楽しめます 『そだねー(北海道弁)』。

に癒されたのは僕だけでしょうか…（茂）
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