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対面リーディング通信 2018年
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本年もどうぞよろしくお願いします

ボランティア交流会のお知らせ

3月8日（木）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。

今年の交流会は情熱的なテノールと驚異的な笛で活躍する全盲の音楽家、楊 雪元さん
よう せつげん

をゲストにお迎えします。当日は楊さんによる演奏会のほか、活動歴30年・20年以上の

ボランティアの皆様への感謝状贈呈、友の会総会、毎年恒例のバザーなど盛り沢山の内容

を予定しています。皆様ぜひご参加下さい。

今月号の主な内容

対面リーディングと私 対面リーディングと私 大坂 陽子 ２

誌上勉強会 差別語 木村 謹治 ３

寄り道・回り道 喫茶 マヅラ 中川 亜希子 ８

情報発信 盲導犬ユーザーへの声のかけ方 岡本 昇 ９

情報発信 ことばの誤用・慣用（その２） 望月 明 １０

お知らせほか １２
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対面リーディングと私

対面リーディングと私

対面リーディングボランティア 大坂 陽子
お お さ か よ う こ

対面リーディングを始めたのは2015

年５月からです。現在は、家庭録音チー

ムで音訳をしながら、月１回程度対面リ

ーディングの活動をしています。

毎回の利用者さんとの出会い、そして

そのカバンの中から取り出される様々な

本や資料との出会いは、私にとって、と

ても心ときめく時間です。

対面リーディングの際に私が心がけて

いることをいくつか挙げてみます。（笑

わないでくださいね。）

その１ 前夜よく眠ること。

目次や文献タイトルを流し読みしたあ

と、利用者さんが希望される本文の必要

箇所に飛んで読む作業は、本によっては

思いのほか手間取ります。

その２ 文字や言葉に対して敬意を

払うこと。

書いてある通りに読むことは、簡単な

ようで、初見の読みでは自分の思い込み

に左右されがちで、難しいことを度々感

じます。

その３ わからないことは素直にお尋ね

すること。

初めてお会いする方には、お互いリラ

ックスしてお話ししながら、楽しく有意

義な時間を過ごせたらいいなと思います。

難しい文章や言葉の読みに悪戦苦闘し

た後、ある利用者さんから「ミサキ（音

声合成エンジン）はなかなか上手に読む

よ」と言われ、不覚にも嫉妬してしまっ

た私ですが、「でも」とその方は続けら

れ、「人にしかできない読みはまだまだ

たくさんあるんですよ」と教えて下さい

ました。それを考えながら活動をするこ

とが「ヨーコ」（ミサキにまだ小さく対

抗しているかも）の目下の課題です。

私が今目指すのは、たとえば年賀状で

あれば、正確な読み上げとともに、隅っ

こにあるハートマークや、筆文字の大き

さ・太さ、絵や写真の説明などにまで注

意を払うヒューマンな感覚かな、とも思

います。

音訳の大先輩が私に下さった言葉、

「あなたらしく読めばいいのよ」を支え

に、ドキドキわくわくしながら対面室に

向かっています。
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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 ２５

－ 差別語 －

対面リーディングは聞き手の希望の読み方

に合わせるサービスなので、一方的に図書館

が基準を決める事はできません。

だからといって、言葉の成り立ちや使い方、

視覚障害者が置かれている環境を知る必要は

ないかと言えば、そうではありません。背景

を知っているのと、知らないのとでは読み方

に差が出てきます。

このように読みましょうとか、こう決定し

ましたとか、歯切れのよい言い方はできませ

んが、これからも一緒に考えていきましょう。

今回は差別語についてです。微妙な問題な

ので様々な観点から検討していきます。その

為に文章が若干長くなってしまいましたが、

最後までお付き合いのほどよろしくお願いし

ます。

ところで、「視覚障害

者」と漢字で書きました

が、最近「視覚障がい

者」とひらがなを混ぜた

形で表記されたり、「視

覚障碍者」と漢字を変え

て表したりしているのを見た事はありません

か。

なぜ、「障害・障がい・障碍」と書き分け

ているのでしょうか。

自治体でも、施設案内や行政文書などで

「障がい者」と漢字カナの交ぜ書きにするケ

ースが相次いでいます。

では、漢字を使わない「障がい」という表

記に何故、変更したのでしょうか。「害」

「碍」のもつ負のイメージがわずかながら緩

和されるということです。

一方で、言葉の意味が曖昧になり、実体を

見えにくくするという批判的な意見もありま

す。

この問題について熊谷俊人・千葉市長は、
くまがい としひと

自らのツイッターで次のように語りました。

「『障害者』とは『社会の障害』でも『身

体に障害を持つ者』でも無く、『社会との関

わりの中で障害に直面している者』という意

味であり、私たちはその障害を一つひとつ解

消していくことが求められている、と理解し

ています」

「その考えから、私は『障害』を『障が

い』と置き換えることには反対です。『障

害』という言葉が引っかかるからこそ、それ

を社会的に解消しなければならないわけで、

表現をソフトにすることは決してバリアフリ

ー社会の実現に資するものではありません」

と。

物事を正確に表すには適切な概念を包含す

る言葉は必須です。物事を曖昧にするには、

曖昧な言葉を使えばよいだけです。

先の太平洋戦争では、日本軍は戦いに負け

て敗退することを「転進」という実際の状況

を表さない言葉を使って、日本国民を欺いて

来ました。こういう言葉の言い換え・誤用は、

事実を覆い隠し支配するもののお家芸ともい

えます。

『教育STATION（http://www.kyoushi.jp/）』

では障害を以下のように書かれています。

「障害」という表記が使用されるようにな

ったのは、遅くとも江戸時代末期とされてい
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ます。一方で「障碍」は、もともと仏教用語

であり、江戸時代までは「しょうげ」と読ま

れていたものの、平安時代末期以降「悪魔、

怨霊などが邪魔すること。さわり。障害。」

の意味で使われました。実は、「障碍」のほ

うが古くからあった表記なのです。（「障

碍」が「しょうがい」と読まれるようになっ

たのは、明治時代以降です。）

大正時代にはいると、「障害」の表記が一

般的になります。さらに戦後、「当用漢字

表」（1946年）や、国語審議会による「法

令用語改正例」（1954年等）が、当時の両

表記の使用実態に基づき、「しょうがい」の

表記については「障害」のみを採用しました。

その結果、「障碍」という表記はほとんど使

われなくなりました。

常用漢字表の「障」の使用例としては「障

害」が載っています。また、内閣府では20

10年に行われた調査に基づき、「法令等にお

ける「障害」の表記については、当面、現状

の「障害」を用いる」としています。

「障害」の「害」を広辞苑でひいてみると、

「そこなうこと。悪くすること。」とありま

す。また、「公害」「害悪」「害虫」という熟

語に含まれることからも、「障害者」は他者

を「害」する存在であるとみなすような表記

である、ということが主な批判点として挙げ

られます。

一方で、「碍」は「さまたげる。じゃまを

する。」（漢字源より）という意味を持ちま

す。そのため、「障碍者」と表記すれば、自

分の中に何かさまたげとなる特性がある人を

意味することができます。

しかし、先ほど見た歴史をふまえると、古

くから「障碍」には「障害」という意味も含

まれていたので、区別するほど大きな差は見

られないとも捉えられます。また、「碍」は

使用頻度が低く、常用漢字表にも掲載されて

いないため、情報の分かりやすさ・通じやす

さの点からも、この表記を使用する必要はな

いという意見もあります。

（以上『教育STATION』）

では「障」と言う漢字は問題はなかったの

でしょうか。「障」には「間に立ち塞がって
ふさ

邪魔になる、邪魔をする。塞ぐ。隔てる。妨
ふさ へだ

げをする。」という意味があります。

また熟語としては「障壁・故障・障り（さ

さわり／さわり）」など、「さまたげる」と言う

意味を含む語があります。こちらが問題にな

らなかったのは何故なのでしょうか。調べた

のですが分かりませんでした。

この様な書き換えは、他にも見られます。

例えば「子供」を「子ども」と書き換えるな

どです。同じく『教育STATION』では、

そもそもなぜ、「子ども」という表記があ

るのでしょうか。

その理由は「供」と

いう漢字にあります。

この字を広辞苑でひい

てみると、「つき従っ

て行く人。従者。また、従者としてつき従う

こと。」とあります。つまり「子供」と表記

することで、「子供は大人のお供をする（従

属する）存在である」ということがイメージ

されるため、子どもの人権を損なう差別的な

表現であるという指摘があります。これをふ

まえて、あえて「子ども」という表記を用い

ている人もいます。

教育、行政、行政文書などでは、近年「子

ども」と書かれている場面が多く見られます

が、実は表記の仕方について規則や規準は存

在しません。つまり、どの表記も正解である

といえます。

しかし、文部科学省では公用文中の表記を

「子供」に統一しました。実際、文部科学省

が公表した2012年度の「文部科学白書」で

は、既存の固有名詞での使用をのぞき、すべ

て「子供」という表記が用いられています。

どうして「子ども」ではなく、「子供」と

いう表記で統一することになった理由に、交

ぜ書きの廃止が挙げられます。

交ぜ書きとは、たとえば「補てん」「ばん

回」のように、漢字とひらがなを交ぜて表記

することです。公用文等で常用漢字表に掲載

されていない漢字を使用しないという配慮か

ら生まれたものですが、交ぜ書きにすること

で、文脈によっては読み取りにくかったり、

語の意味を把握しにくかったりします。

「供」は小学6年生で学習され、もちろん
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常用漢字表にも載っています。しかも、「と

も」という読み方の例として掲載されている

のは「子供」なのです。それならば、わざわ

ざ「供」をひらがなにする必要はありません。

（以上『教育STATION』）

私達の世代には、クレパスや色鉛筆には

「肌色」と言う色がありました。

ところが今はありません。もちろん、あの

色が消えたわけではありません。それまで肌

色と名づけられていた色は「うすだいだい」

や「ペールオレンジ」と呼ばれるようになり

ました。

何故でしょうか。これは日本の国際化に伴

う措置だと思います。「はだいろ」とは典型

的日本人、いわゆるモンゴロイドの皮膚の色

を基準にして命名されていました。が、特定

の皮膚の色を「肌色」と呼ぶことが相応しく

なくなったからです。

長期間入院して

日に当たる事の少

なかった時は、若

干白くなり、海で

日焼けしたときは

赤くなったり、黒くなったりします。

一昔前はガングロがはやった事があります。

同じ人であっても、肌の色は様々です。

ネット上で差別語を検索すれば、山ほどヒ

ットします。中には差別用語集、放送禁止用

語集のような一覧表も見受けられます。また、

身体に関する語も多く含まれています。

例えば「片手落ち」と言う語です。お昼の

ワイドショーで、出演者が「片手落ち」だと

言った直後に、アナウンサーが「片手落ちは

不適切な用語ですので、お詫びいたします」

と謝罪し、それを聞いた出演者もまた謝罪し

ました。

どうやら、「片手落ち」は事故などで片手

を失った人に対して失礼というか、そういう

事情の人がこの言葉を聴くと「不快に感じ

る」のではないかという配慮からマスコミで

は使わないようにしているらしいです。

本来は「片＋手落ち」です。これを「片手

＋落ち」と分解して、片手がない人に対する

差別用語と判断されたようです。正直いって

「片手＋落ち」だとしても差別的とは思えな

いのですが、そういう理屈は通らないようで

す。辞書では「片方に対する配慮が欠けてい

ること。また、そのさま。不公平。」と書か

れています。

「片手落ち」がダメなのに、なぜ「手落

ち」は不問なのか、さらに「手抜き」や「目

抜き通り」はどうなんだろうかと思ったりし

ますが、とにかく現状はこういうことになっ

ています。

1991年、カナダ政府はエスキモーと呼称

していた先住民について、その呼称は「生肉

を食べる人」という蔑称であり差別的である

として、彼ら自身の言葉で「人間」を意味す

るイヌイットと公式表現することを決め、イ

ヌイットとの合意に達しました。以来、カナ

ダではエスキモーが差別語として定着してい

ます。知ってました？

でも、東日本放送では次のように言ってい

ます。

『アラスカに住む先住民は、自分たちを

「エスキモー」と呼び、その呼称に誇りを持

って生活しています。今回番組で取材したア

メリカ大陸最北端、アラスカ州バローの先住

民は、自分たちを「イヌピアット エスキモ

ー」と呼び、先祖代代の自然とともに生きる

暮らしを守ろうとしています。取材に対し彼

らは「イヌイットという呼称はカナダ先住民

のものであり、自分たちはあくまでもエスキ

モーである。」と強く主張し、イヌイットと

いう呼称に強い嫌悪感を示しました。

また、バローを管轄するアラスカ州ノース

ボロー郡のメイヤー（郡役所の長）やアラス

カ大学博物館などにも確認した結果、アラス

カ州の先住民は、エスキモーと呼ぶべきであ

るという回答を得ました。アラスカ州の公式

文書及びアラスカ大学博物館の展示文書等も

全てエスキモーの呼称で統一されています。

本来、民族名は他が決めるものではなく、

その民族が自らをこう呼ぶとする呼称を尊重

することが必要です。この考え方をもとに、

今回の取材対象となった先住民の呼称は「エ

スキモー」で統一することとしました。

尚、グリーンランドの先住民は、自らを

「エスキモー」と呼称しています。また、エ
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スキモーと同様のルーツを持つシベリア先住

民の人たちは、「キューピック」と呼称し、

ともに「イヌイット」と呼ばれることを嫌悪

していることを付記します。』 （以上）

「竹田の子守唄」の事はご存じでしょうか。

素敵なメロディーで、僕の好きな歌の1つで

す。

ところが長い間、放送禁止になっていたの

です。

随分長く竹田は大分県にあると思っていま

した。滝廉太郎の故郷であり、「五木の子守

歌」にも近く、何となく日本の子守唄の故里

のように思えていたからです。

この歌で言う竹田は大分県ではなかったの

です。そしてこの歌の地域には被差別部落が

存在していました。さらに「在所」と言う言

葉が引っかかったみたいです。京都では時と

して被差別部落を指す事もあったようですが、

一般的には、田舎・郷里・ふるさとを指しま

す。

この地区の隣保館では子供達の間でよく歌

われていました。

いま流行の忖度でしょうか。根拠もなく禁
は や り そんたく

止する事こそ差別に繋がると思われるのです

が。

「盲人」という言葉は差別用語かどうか知

りたいとの質問に対して埼玉県立久喜図書館
く き

では図書を調べたり、施設に問い合わせをし

ました。その中の１つNHK放送博物館では

以下のように回答しています。

『現場では「目の不自由な方」という表現

を用いている。差別的でない表現ならば、

「盲人」も使用する（他に言い換えられない

時）』とのことでした。

ある障害者の感想として、『「障害」は気

になりませんが、「〜が不自由」と言われる

のはイヤです（でも感情的にイヤなだけなの

で、わざわざ訂正はしません）。理由を考え

ると「障害」は外にあるもののように感じら

れるのに対して、「不自由」は自分の中にあ

るように感じられるからのような気がするの

と、「不自由」には精神も縛り付けられてい

るようなイメージがあるからでしょうか。』

と答えられていました。

では、当事者である日本盲人会連合はどう

考えているのでしょうか。少し長くなります

が全文を転載します。

『わが国においては、視覚障害者を示す言

葉としては、古くは「めくら」（現在では差

別用語とされ使われなくなっています）から

始まり、戦後は「盲人」が一般的となりまし

た。その後、「視力障害者」が用いられるよ

うになり、現在は「視覚障害者」が一般的と

なっています。

それぞれに名称が示す内容や範囲は微妙に

違うようですが、今後どの名称が妥当かとな

るといろいろな意見があります。とりわけ、

「弱視者」あるいは「ロービジョン」を意識

した場合、「盲人」という呼称は妥当ではな

いというのが多数意見です。そのため、日盲

連傘下の６１団体のうち、「盲人協会」の名

称を使っているのは４団体になってしまいま

した。そのため、日盲連に対しても、名称変

更を求める声が毎年のように上がってきます。

伝統を守るという点では、「日本盲人会連

合」（日盲連）の名称は捨てがたいものがあ

りますが、弱視問題を考えたり、中途視覚障

害者の意識を 慮 ると、「盲人」という呼称
おもんばか

は変える時期に来ているのかも知れません。

時間をかけてみなさんの認識を共通にし、

全体のコンセンサスが得られることを条件に、

会の名称変更に踏み切ることも視野に入れて

考えて行きたいと思います。』

看護婦やスチュワーデスを看護師やキャビ

ンアテンダントと言い換えるのは時代の趨勢

でしょう。

余談ですが、スーパーマンやスパイダーマ

ンはスーパーパーソン、スパイダーパーソン

にはなりませんのでご安心を。

年末に、朝日新聞に岡山の中学校で『桃太

郎、鬼に子どもがいたら？「退治は正義か」

考える授業』をしたとの記事が載っていまし

た。

「もし桃太郎が鬼にも家族がいることを知

ったら、どうしたいと思うだろう」との問い

に、「やっぱり退治するしかなかった」とい
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う意見の一方、「家族がいると分かれば、村

に帰ろうと思うはず」という声も出ました。

次に、どんな選択肢があれば桃太郎が鬼を殺

さずに済むのか議論すると、「鬼に農業を教

えたら村を荒らしに来ない。鬼ヶ島に農機具

を持っていこう」といった発想も生まれたそ

うです。

「なぜ桃太郎には最初、鬼退治という選択

肢しか浮かばなかったんだろう」という質問

に、「鬼を悪者と決めつけてしまったから」

と答えた児童は、授業後「自分も決めつけた

ことがあったな、と気づいた」と話していた

そうです。

金子みすゞの詩に「大漁」があります。

朝焼小焼だ

大漁だ。

大羽鰮（おおばいわし）の

大漁だ。

浜はまつりの

ようだけど

海のなかでは

何万の

鰮（いわし）のとむらい

するだろう。

ものごとを見つめる（考える）には、一方

的な視点から見るのではなく、別の視点から

も見る必要があります。

私達、ボランティア活動をしている図書館

も、漢字を分解すれば「図（地図）と書（図

書）の館」となります。
やかた

図書館は「図書・記録などの資料を集め、

整理・保管して閲覧させる文化施設」と辞書

には書いてありますが、現代の図書館の活動

は多岐にわたっています。

読み聞かせは随分前からあります。CDや

DVDも貸してくれます。映画鑑賞はもちろ

ん、絵画まで貸し出してくれる図書館があり

ます。毎月、違った絵を自宅で飾る事が出来

るなんて素敵ですね。

最近では電子図書も貸し出してくれます。

来館も返却も不要です。ネット上で完了しま

す。建物も綺麗になり、滞在型の図書館も出

現してきました。

これでは、図書館という名称は相応しくな

いのではと言う意見も出てきそうですね。新

しい機能を包括的に表した名称に変わってい

くのも良し、図書館の意味が、これらの機能

が備わった施設だと解釈が変わっていくのも

良し。

いずれにしても、言葉には歴史があり、使

われてきた重さがあります。それを考慮に入

れながら考えていきたいものですね。

最後に、親友同士の会話です。

お前はほんまにアホやなぁ

自分の時間をみんなの為に使って

お前みたいな、いい奴は他にはいない

でも、これからは、俺たちも頑張るから

お前の時間は、自分の為に使ってくれ

今まで本当にりがとう

「アホ」は差別語になるのでしょうか。僕

はこの会話では最上の褒め言葉のような気が

します。

文章や会話の中から１つの単語を抜き出し

て、あれはダメ、これは悪いと結論を出すの

ではなく全体を通じて判断する必要がると思

うのです。

人と人の間柄、場所、話す内容によって意

味が違ってきます。言葉の意味は１つではな

いのです。

若者言葉で「やばい」が広がった時に最初

は額面通り受け取り違和感を感じました。が、

最近ではなるほどと思えるようになりました。

言葉の意味や使われ方は変わっていくもの

で、一面的に捉えるには、あまりにも複雑す

ぎます。

もう１つ大事な概念に「ポリティカル・コ

レクトネス」と言う概念がありますが、長く

なるので、またの機会に回します。

人を不快にする言葉は使わない方が最良で

すが、本に書かれている言葉は、如何なる言

葉でも、そのままで読むのが基

本です。

図書の内容や著者について判

断するのは利用者だからです。
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寄り道・回り道 レポーター：中川 亜希子
なかがわ あ き こ

喫茶 マヅラ

【所在地】 大阪市北区梅田1丁目3番1号 大阪駅前第1ビル地下1階
【電話番号】 06-634５-3400
【行き方】 大阪市営地下鉄四つ橋線「西梅田駅」より徒歩約1分
【営業時間】 平日 ９:00～21:00 土曜 9:00～18:00
【定休日】 日・祝日（予約時は除く）
【URL】 https://www.1bld.com/shopguide/gourmet/10361/index.html

タバコの値段を4年かけて一箱60円値上

げするニュースが流れる、木枯らしが吹く冬

の日に、愛煙者の皆様、そうでない方々、み

なさまどうお過ごしでしょうか？図書貸出の

中川です。

正直、大の嫌煙家の私にとっては、ちみち

み値上げせんと、一気に一箱1000円に値上

げせんかい！ちょっとの値上げじゃ喫煙しよ

うと思っている人間も思い切りがつかんし、

税収アップにもなるやろ！と、憤慨してます。

さて、そんな超タバコ嫌いの私ですが、今

回は、そんな私心をいったん横に置かせてい

ただき、全面喫煙のお店をご紹介します。

大阪第１駅前ビル地下１階、シルクハット

に蝶ネクタイ、ステッキ、赤いコート、片メ

ガネという格好のド派手外国人の人形が目印

です。こちらの明らかに日本になじまない格

好の人形は、スコッチ・ウイスキーのブラン

ド“ジョニー・ウォーカー”の通称「ジョニ

赤人形」で、その名もストライディングマン

（闊歩する英国紳士）。20年以上前から店に

いる看板ジェントルマンだそうです。

店の名前は「喫茶 マヅラ」。新聞にも何

度も紹介され、ご存知の方も多いかと思いま

す。「マヅラ」という店の名前の由来は、店

主の劉さんが19歳のときに旅したインドネ
りゆう

シアのマドゥラ島が名前の由来だそうです。

「砂浜でギターを弾いていたら、色の浅黒い

キレイで純真そうな女の子が笑顔でやってき

てくれて、海まで案内してくれたんや。それ

で『僕がいつか商売したら、君を思い出して

島の名前を屋号にするよ』なんて言ってね。

青春時代の思い出やな」とのこと。ロマンチ

ストですね。

そんな店長の劉さん、1920年生まれの御

年98歳、台湾生まれ。大学卒業後の1941

年に単身大阪にやってきて貿易商社に就職し

たものの、すぐに太平洋戦争が本格化して仕

事を失ってしまいました。1945年の大阪空

襲で焼け野原と化した大阪駅周辺には、終戦

直後闇市のバラック小屋が広がり、そんな中

で15坪ほどの「名曲喫茶マヅラ」を開業。

その後、大阪万博が開催された1970年に大

阪駅前第1ビルが完成。創業当初の店は取り

壊されたものの、新しく建てられたビルに収

用され、広さは100坪に一気にグレードア

ップしました。あちこちにミラーを設置し、

宇宙をイメージした空間は、47年間経った

今も内装はそのまま。2014年には大阪市が

今に生きる魅力ある建物を発信する「生きた

建築ミュージアム・大阪セレクション」に選

ばれています。

20年間お値段据え置き、コーヒー一杯25

0円。ジョニー・ウォーカーはコーヒー並の

350円。紫煙くゆる、純喫茶。月の世界を

思わせる昭和ノスタルジーの異世界空間。嫌

煙家の私には行くことはできませんが、年々

肩身が狭くなる愛煙家の憩いの空間になって

いるのでしょうね。



- 9 -

店長の劉さんは、次の東京オリンピックで

100歳を迎えるそうです。オリンピックを

記念して、一日コーヒー無料の日を作ろう

か？と、お店を手伝う息子さんお孫さんと一

緒に計画を練られておられるそうです。

「人生で大事なことは自分が幸福と思う道

を歩むこと。俺はいつも夢を持って生きてき

た。だから今でも元気でおれるんや」

どうぞご健勝で、生涯現役を貫かれますよ

う…。

参考出典：日本経済新聞2015.4.21付 産

経新聞2015.7.24 大阪ガスホームページ

「炎の探偵局」より

情報発信

盲導犬ユーザーへの声のかけ方

サービス部 岡本 昇
お か も と のぼる

盲導犬と外を歩いていると、よく声をかけ

てもらいます。大変ありがたいことです。特

に道に迷っているときなどは、本当に助かり

ます。「何かお手伝いしましょうか？」と言

ってもらえるのが、最も応答しやすいと感じ

ます。手助けが必要なときはすぐに用件を言

い出せますし、手助けが必要ないときは「あ

りがとうございます。今はけっこうです。」

と言いやすいのです。少し困るのは、「大丈

夫ですか？」と言われたときです。この場合、

手助けが必要ないときに応答しにくいです。

盲導犬ユーザーを手助けする際、配慮して

いただきたいことは次のとおりです。

１．盲導犬の反対側から声をかける。

大半のユーザーは左手でハーネスを持ちま

すので、盲導犬は左側に立っています。声を

かける際は、右側からお願いします。盲導犬

は「お仕事中」でも近づいてくる人に興味が

あり、においを嗅いだり尻尾を振ったりしま

す。これが、お仕事の邪魔になるのです。

２．手引も盲導犬と反対側

手引の際は、ハーネスを持つ反対の手で、

肘を持ってもらうようにします。ユーザーは

ハーネスを離し、リードのみを持って歩きま

す。このとき、盲導犬はユーザーに寄り添っ

て歩くように訓練されています。

３．アイコンタクトはＮＧ

「お仕事中」の盲導犬に声をかけてはいけ

ないことは、よく知られています。でも、も

っとお仕事の邪魔になるのが、盲導犬と目を

合わせることです。盲導犬は人が大好きです。

目を合わせると、「この人遊んでくれるか

な？」と思い、仕事を忘れてしまいます。

以上３点のことをご

配慮くださり、街で困

っている盲導犬ユーザ

ーを見かけた際は、声

をおかけください。
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情報発信

世にはびこることばの誤用・慣用を探し出し、
豊富な実例から楽しく語る！（その２）

対面リーディング・ボランティア 望月 明
もち づき あきら

以下の内容は、国広哲弥著「日本語誤用・慣用小辞典（正・続）」（正編－1999年

11月5日第21刷、続編－1999年9月28日第6刷 (株)講談社発行）より、抜粋・

要約した記事の続きです。

■漢字の誤読

太字の部分、どちらの読みが正しい？

１．「一日の長」

「いちじつ」「いちにち」

２．「一矢を報いる」

「いちや」「いっし」

３．「大舞台」

「おおぶたい」「だいぶたい」

4．「言語道断」

「ごんごどうだん」「げんごどうだん」

5．「風合」

「ふうあい」「かざあい」

6．「物見遊山」

「ものみゆうざん」「ものみゆさん」

7．「矢面」

「やめん」「やおもて」

8．「一段落」

「ひとだんらく」「いちだんらく」

9．「一期一会」

「いっきいっかい」「いちごいちえ」

10．「1ケ」

「いっこ」「いっけ」

11．「上様」

「かみさま」「うえさま」？

12．「泥棒に追銭」

「おいせん」「おいぜに」

13．「大瓶、小瓶」

「おおびん、こびん」「だいびん、し

ょうびん」？

14．「大童」

「おおわらわ」「たいどう」

15．「順風満帆」

「じゅんぷうまんぽ」「じゅんぷう

まんぱん」

16．「上意下達」

「じょういげだつ」「じょういかた

つ」

17．「小康状態」

「しょうこうじょうたい」「こやす

じょうたい」

18．「断食」

「だんしょく」「だんじき」

19．「乃至」

「のし」「ないし」

20．「親睦」

「しんむつ」「しんぼく」

21．「吹奏」

「すいそう」「ふいそう」

22．「存続」

「ぞんぞく」「そんぞく」

23．「大規模」

「だいきぼ」「おおきぼ」

24．「殺陣師」

「さつじんし」「たてし」

25．「帆船」

「ほせん」「はんせん」

26．「野に下る」

「やにくだる」「のにくだる」

27．「寄席」

「きせき」「よせ」
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28．「悪役」

「あくやく」「わるやく」

29．「一か八か」

「いちかはちか」「いちかばちか」

30．「歯に衣着せぬ」

「ころも」「きぬ」

31．「九死に一生」

「きゅうし」「くし」

32．「金字塔」

「こんじとう」「きんじとう」

33．「蒸籠」

「せいろう」「むしかご」

34．「長押」

「ながおし」「なげし」

35．「新盆」

「しんぼん」「にいぼん」

36．「女犯」

「じょはん」「にょぼん」

37．「幕間」

「まくま」「まくあい」

38．「老中」

「ろうじゅう」「ろうちゅう」

39．「気質」

「かたぎ」「きしつ」

40．「柿落とし」

「かきおとし」「こけらおとし」

41．「出国」

「しゅっこく」「しゅつごく」

42．「前車の轍」

「わだち」「てつ」

43．「伝播」

「でんぱん」「でんぱ」

44．「初体験」

「しょたいけん」「はつたいけん」

45．「他人事」

「ひとごと」「たにんごと」

【解答】
１「いちじつ」、２「いっし」、３「おお

ぶたい」、４「ごんごどうだん」、５「ふ

うあい」、６「ものみゆさん」、７「やお

もて」、８「いちだんらく」。似たような

意味で「ひと息ついた」という言い方があ

るので、「ひとだんらく」と読み間違う。

９「いちごいちえ」、10「いっこ」。「ケ」

はカタカナではなくて、漢字の「箇」の略

体から来たもの。11「うえさま」。「うえ

さま」は、元々は「じょうさま」であった。

12「おいせん」、13「おおびん、こび

ん」、14「おおわらわ」、15「じゅんぷう

まんぱん」。「帆走」（はんそう）とか「出

帆」（しゅっぱん）とか読むこともある。

16「じょういかたつ」、17「しょうこう

じょうたい」。「康」は元々「やすらか」

という意味で、「小康」は「病気の進行が

ちょっと収まっている」ということ。

18「だんじき」、19「ないし」。「乃」は

「すなわち」という意味。20「しんぼ

く」、21「すいそう」、22「そんぞく」、

23「だいきぼ」、24「たてし」、25「は

んせん」、26「やにくだる」。「官」に対し

て民間を言う時は「野」という。27「よ

せ」、28「あくやく」、29「いちかばち

か」30「きぬ」、31「きゅうし」、

32「きん」、33「せいろう」、「せいろ」

とも読む。34「なげし」。長押とは建築用

語の一つ。日本建築に見られる部材で、柱

を水平方向につなぐもの。鴨居の上から被

せたり、柱の間を渡すように壁に沿って取

り付けられる。35「にいぼん」、36「に

ょぼん」、37「まくあい」、38「ろうじゅ

う」、39「かたぎ」、「気質（かたぎ）」と

は別に、「気質（きしつ）」という漢語も

作られたので、紛らわしいことになった。

同じ漢字を使ってはいるが意味は異なり、

「かたぎ」の方は、同じ職業に携わる人、

同じ地域に住む人などに共通の性格の型を

指し、「きしつ」の方は、個々の人の性格

を指す。40「こけらおとし」、41「しゅ

っこく」。「出国」を「しゅつごく」と読

むと、「出獄」のように聞こえて具合が悪

い。42「てつ」、43「でんぱ」、44「は

つたいけん」、45「ひとごと」。
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対面ボランティア 廣岡敏雄さんが亡くなられました

対面リーディングボランティアの廣岡敏雄さんが昨年11月に亡くな

られました。

廣岡さんは定年後に対面ボランティアを始められ、22年間にわたって

読み物から英語の原書まで幅広い分野の依頼に応えていただき、サービ

スを支えて下さいました。

心からご冥福をお祈りいたします。

・掲示板に対面のコーナーを作りました

5階エレベーター前掲示板の向かって左端に対面リーディングのボランティアさん

向けコーナーを作りました。随時ちょっとしたお知らせなどを掲示していきますので、

来館時にご覧下さい。

・対面室のドアノブについて

5階対面室2のドアノブ（室内側）がぐらついていたため、補修を行いました。担

当職員も充分に注意いたしますが、他の対面室も含めて、異常に気が付かれた時には

すぐ職員にお知らせ下さい。

・2月のオープンデーについて

毎月１回、第２土曜日に開催している「オープンデー」は、どなたでもご参加いただけ

る館内見学会です。時間は13時30分から約２時間、普段はご覧頂けない製作部門などへ

もご案内します。費用は無料です。参加ご希望の方は対面担当までご予約をお願いします。

当館でのボランティア活動を行う上で、館内の様子や活動内容を知っていただく事はと

ても大切です。１度は必ず館内見学へのご参加をお願いします。

２月は第3土曜日の17日に開催します。

・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(土)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

グはお休みとさせて頂きます。

年末、ふと思い立って初めてスポーツ刈り 日本ライトハウス 情報文化センター

にしてみました。頑固な寝癖から解放され 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2

て楽ちん、でも予想以上に寒い！やはり楽 06-6136-7704（対面専用）

をするには見返りがいるようです…。（F） 06-6441-0039（サービス部）


