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対面リーディング通信 2018年

201８年１０月1日 発行 第１８４号（隔月刊） 10月
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「対面リーディングの集い」のご案内

日時：11月８日（木曜日） 13時～16時

場所：情報文化センター４階 第１会議室

講師：林田 茂（情報文化センター職員）

今年も集いの時期がやってきました。皆さまのご参加をお待ちしています。

例年同様、講演と交流会の２部構成での開催で、第１部の講演は当センター職員の

林田より、視覚に障害のある方の映画の楽しみ方についてお伝えする予定です。音声

解説やUDCastなど、音で楽しむ映画の情報をご紹介いたします。

また、質問もお待ちしておりますので、どんどんお寄せください。

第２部の交流会では、普段の対面に関する意見交換ができればと思っております。

皆さまのご参加をお待ちしています。

参加予定の方は職員までお知らせ下さい。また、メールでの受付も行っています。

メールアドレスは book@iccb.jp です。

今月号の主な内容
対面リーディングの集いのご案内 １

対面リーディングと私 対面リーディングと私 髙橋 由紀江 ２

わたしのふるさと 西淀川区○○島 伊藤 淳子 ３

誌上勉強会 空耳 木村 謹治 ４

寄り道・回り道 ベラ・ボッカ 木村 謹治 ９

ちょこっとガイド 最新のニュース・話題 木村 謹治 １０

情報発信 以下の漢字、読めますか？（その２） 望月 明 １１

お知らせ １４
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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 髙橋 由紀江
た か は し ゆ き え

風船 蔓 が、知らぬ間に狭い庭の隅に細い
ふうせんかずら

ツルを何本も這わしていました。ネットを張

ってやると、またたく間に小さな淡いグリー

ンの風船状の実が風に揺れています。

一方「ゴーヤ」を私は種から育てています。

毎年「初級留年」の腕前で、ろくに多く実は

付けません。でも水を沢山欲しがるせいか幾

筋もの葉っぱ達が、まるで滝のようで、気の

せいか涼しく感じます。

種から育てる魅力は発芽の誕生を目にでき

る事です。蒔いた後フイに、ある朝黒い土か

らプックリ小さな白い芽が顔を覗かせてくれ

るあの時を。

さて転じて「対面リーディング」です。月

１回位ですが、未知の本、利用者さんの仕草

やお話にどきどきする楽しい時間です。まさ

にあの「発芽の誕生」かも知れません。

ある資格検定のため勉強中の方でした。チ

ラッと口にされる目標に向かう胸の内をお聞

きし、その一途な姿勢から、当方「後期高

齢」ながらも大いに感化されました。

打って変わって他にこんなことも。社会事

象に敏感で「ネット検索」に熱心な方。当日

の本とは全く別件で、ネット上のある見解を

強く支持され、話されます。

現今のネット上は、時に無法地帯に見える

ことがあります。客観的な事実関係の検証な

く、まるごとご自身の意見にされていて対応

に困ったことがありました。

以後は失礼ながら、ただただ聞き入ってい

ますが、少々モヤッとしていました。

ところで現在「対面リーディング」と並行

して、プライベート図書製作を年に数冊して

います。

この８月は、日本人のカソリック司祭の著

書を製作し、あと数日で完了の見込みです。

気分転換ではないですが、今度モヤッとし

たら、率直に尊敬の念をもって自由な物言い

で交流したいなと、やはり「本」が助けてく

れたように思いました。

【職員より】

利用者さんも十人十色、その時だからこそ感じる思いもあるでしょうし、持ってこられ

た本や内容によっても、印象は様々ですよね。図書の向こうにおられる利用者とのふれあ

い、今目の前におられる利用者さんとのふれあいと、積極的に種を蒔

き、育もうとされた経験があったからこそのお言葉と感じました。また

新たな発芽の瞬間、私たちにもお話くださいね。髙橋さん、素敵な文章

をありがとうございました。
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私のふるさと 職員紹介

西淀川区○○島

サービス部 図書貸出担当 伊藤 淳子
い と う じゅん こ

西淀川区は大阪市の北西部に位置し、すぐ

隣は尼崎市です。通勤で梅田へ行くときは阪

神電車・姫島駅、京橋のスポーツジムへ行く

ときは、JR東西線・御幣島駅を利用してい
み て じま

ます。

西淀川区には、「島」のつく地名が多くあ

ります。竹島、西島、中島、百島、出来島、
ひゃくしま で き じま

歌島。元は海で、河川が土砂を運び浅瀬がで

きて、島がたくさんできたそうです。江戸時

代に海を埋め立てて新田が開発され、陸地が

広がったそうです。

大正14年の大阪市第2次市域拡張で区と

して新設発足、当初「下淀区」「姫島区」と

いう案も出されたそうです。

西淀川区にあるもので最も市民に親しまれ

ているのは、おそらく大野川 緑 陰道路でし
りょくいんどう ろ

ょう。ドブ川であった大野川を埋め立てる工

事が昭和46年度から54年度にかけて行われ、

自転車と歩行者の専用道路として整備されま

した。

中学生のころ、横断歩道部分で友達とテニ

スをして遊びました。今は少し離れたところ

に住んでいますが、ときどき歩きに行きます。

全長3.8キロメートルの遊歩道から淀川の堤

防道路に出れば、矢倉浜海岸まで行くことが

できます。矢倉緑地はコンクリート護岸のな

い自然海岸として人気です。

緑陰道路のスタート地点近くには江崎グリ

コの本社と工場があります。高校生のとき、

友人に誘われて、一度だけグリコの商品モニ

ターに行ったことがあります。新商品発売前

に一般の人の意見を聴くイベントで、私が参

加したのは、カップ型のチョコレートにチュ

ーブに入ったシロップを注ぎ、ウイスキーボ

ンボン風にして食べる、という大変めんどく

さいお菓子でした。その後商品化されなかっ

たことは申し上げるまでもないでしょう。

この文章を書くに際し、『にしよどがわガ

イドブック2008』『大阪市くらしの便利

帳』を参照しました。

香蓑小学校の名前の由来について、加島・
か み の

御幣島・野里の3村の小学校が明治18年に

統合するにあたり、それぞれの頭文字をとっ

て「かみの」となった……と。昔からの地名

と思っていたところにそんなアソビ心が隠さ

れていたとは。ちょっとしたふるさと再発見

となりました。
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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 29

－ 空耳 －

空目に次いで、今回のテーマは空耳です。

といっても、幻聴などではありません。

空耳の起こる原因は一つではありません。

実際の例を見ながら考えていきましょう。

こんな話があります。

A さんが髪を切ったあと、それを見た外国
人の友人が言いました。

「きったねー、髪！」

え ？ 「 汚 っ た ね ー 、

髪！」？、ムッときたけれど、

その友人は「切ったねー、髪」

と言ったつもりでした。

発音が微妙に違うと、同じ言葉でも、違う

意味に聞こえてしまうんです…。

この様な話は多くの人が経験していると思

います。いくつか例を挙げてみましょう。こ

れらはネット上に書かれていたものです。

通勤電車内で、ラジオでＮＨＫテレビの音

声を聞いていますが、ニュースで「ワイシャ

ツの生地について」を「ワイセツな記事につ

いて」と聞き違え、「ＮＨＫがそんなニュー

スを放送するのか」と一瞬驚きました。

これもＮＨＫのニュースで、「しゃくやく

（芍薬）の花」を「爆薬」と聞き違え「また

物騒なニュースか」と思ってしまったことが

あります。

実家の祖母（80代）が「袋田の滝のツア
ふくろだ

ーに行きたい」って言ったのが、「袋叩きの

ツアーに行きたい」に聞こえて驚愕した…。

授業中、「高利貸し」を「氷菓子」と聞き

間違えながら、その授業をしばらく受けてい

ました（笑）「氷菓子？そんなもんが歴史を

左右していたのか…」誰かに聞かなくてよか

った。

買い物中に姉から電話

で、ゴリラのチョコお願

いされたから不思議に思

いながらも買って帰った

ら怒られた。ゴディバの

聞き間違いやった。

「はぎちゃんからの伝聞だけど…」と話し

ていたら、周りの者が可哀想なニックネーム

だねと言うのでまた驚き。「ハゲちゃん」と

聞き間違えたそうです。

彼の本名は萩本、毛はふさふさしています。

単に聞き間違えのように思われますが、思

い込みがあったり、発音が不明瞭であったり、

聞く人が心ここにあらずであったり、原因は

様々です。

言い違いや聞き違いが生じる原因の一つに、

その人の潜在意識が現れる「錯誤行為」が関

わっていると言われてます。

ある会社で、「部長、その紙とってもらっ

ていいですか？」と部下がたずねたところ、

「何て失礼な事を言うんだ、君は！」と突然

部長が怒り出した事があったそうです。

実は、この部長は何年も前からカツラをつ

けていて、部下の言葉が「髪をとってくれ」

と聞こえたのです。

この部長のように髪の毛がないことを気に

するあまり、『紙』を『髪』と聞き違えるよ
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うな行為を、「錯誤行為」と言います。

このように、一方の思い込みにより、相手

の話しがねじまがって伝わる事は日常生活で

はよくおこるケースといえます。

錯誤行為とは、自覚されないままで潜んで

いる意識です。そして行動や考え方にも影響

を与えるものです。

言い間違いや聞き間違いに、すべて本音が

隠れているわけではありません。

しかし、まったく無意識の時に起こるのが

怖いです。

「山」と言うべきところが「川」と言って

しまう事があります。が、この錯誤行為とは

別物なのです。これは、一度にいろんな事を

考えたため、似たような言葉が出てしまった

ものと考えられます。

ここまで書いてくると、『あるある』と頷

かれるのではないでしょうか。

空耳とは、本来「実際にない音や声が聞こ

えたように思うこと」なんですが、最近では、

相手の名前など、聞き間違いを表す言葉とし

ても使われています。日常生活の中でも、よ

く電話などで聞き間違われることは多いです。

それとは別に、相手の表情によっても聞き

間違いが起こる事があります。

そこで、そんな空耳にまつわる謎と不思議

を調査してみましょう。

以下、『知識の宝庫！目がテン！ライブラ

リー！』http://www.ntv.co.jp/megaten/

archive/library/date/13/02/0223.html

を参考にさせてもらいました。

①相手の聞き間違いを防ぐ方法とは？

聞き間違いがよく起こるのが電話。

では、そもそも聞き間違いはどのようにして

起こるのかを実験してみましょう。

まずは、ショッピングモールに来ている人

達に携帯電話を渡し、電話の先で、オーソド

ックスな名字である「佐藤」「鈴木」に加え、

「實重（さねしげ）」「丸藤（がんどう）」

「宮司（みやし）」「金枝（かねえだ）」など

珍しい名字の人達４人が雑音の多い環境でそ

れぞれの名前を言い、正確に名前が伝わるの

か検証します。

すると…日本に多い名字では正確に伝わっ

たのに対し、珍しい名字を正確に聞けたのは

治験者のうち１人しかいません。

この原因を専門家に伺うと「聞きなれない

名前などを聞いた時には、知っている名前の

方に誤って聞き間違いをしてしまうことが起

こりやすい」のだとか。

例えば宮司さんを宮地さんと勘違いするこ

とがあります。

では、どうやったら聞き間違いは防げるの

でしょうか。

その方法を専門家に伺うと「いつも聞いて

る言葉とは違うんだという意識を相手に持っ

てもらうようにイントネーションを変えて、

良く聞こうと相手に思わせることも有効」な

方法だそうです。

そのお手本となるのが、デパートの館内放

送。お客さんにきちんと情報を伝えるため、

独特のイントネーションでゆっくりと話して

いるといいます。

そこで、珍しい名字を持つ人達に、今度は

館内放送を真似た話し方で名前を伝えてもら

ったところ・・・結果、４人全員、正解者が

増えたのです。

ゆっくりと、あえて変なイントネーション

で話すことで、聞き間違いが減ったようです。

②耳だけじゃない！聞き間違いの原因

でも、実は聞き間違いは、耳だけが原因じ

ゃないようです。

その実態を探るべく、スーパーに来ている

人達を対象に、「カーテンが開いた時、目の

前に現れた笑顔の男性が何と言ったか？」を

当ててもらう実験を行ったところ・・・正解

は「オリゴ糖」なんですが、なんと１０人中

８人が「ありがとう」と聞き間違えました！

さらに、今度は表情をか

なり険しくし、言葉を「ワ

カメ」に変えて再度検証し

てみたところ・・・結果１

０人中４人が「バカめ」と

聞き間違いを起こしてしま

ったそうです。

一体なぜこのようなことが起こるのか、専

門家に伺うと「相手の表情によって、この人

はこんなことを言うんじゃないかという風に
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構えを作って聞くので、怒った顔で言われた

ら怒ったような言葉を聞いてしまう。それに

聞き間違えてしまう」との事です。

実際、怒った顔で「ワカメ」と言われると、

表情に影響され「馬鹿め」と聞こえやすいで

すが、無表情では視覚に左右されないのでワ

カメと聞こえます。

日常生活でも「言った」「言わない」で、

もめることがあります。

そもそも、人間の耳は空気の振動（音波）

を音として鼓膜がキャッチし、脳が「何が聞

こえたか」を判断しています。

脳は、耳からキャッチした音に対して自分

が知っていることに結びつけて、意味を見つ

けようとする機能があります。

そのため脳が予測していることや、足りな

い部分を勝手に付け加えることがあり、聞き

間違いが起きるようです。

先ほどの怖い顔をしている人が「ワカメ」

と言ったのを「バカめ！」と聞き間違えたり

するのは、脳では、怖い顔＝「怒っている」

と想像して怒りを現す言葉を言うはずだ！と

思い込み予想したために聞き間違いが起き

る・・・という事らしいです。

誰かが、じっと顔を見られている時「何か

言った？」と感じる時もあります。

実際に、何も言ってなくても何も聞こえて

いなくても、周りの様子から何かが聞こえた

ような気がする経験をしたことはありません

か。これも「空耳」なる仕組みだそうです。

つまり、耳や周りの様子から入った情報で

脳が意味を予想し知っている言葉に置き換え

るからです。そのため、相手の表情も聞き間

違いの原因になります。

人には、「知らないこと」「勘違いしてい

ること」が沢山あります。でも、「勘違いく

らい大したことじゃない！」と思われがちで

すが、放置していると大恥をかく事態に見舞

われる事もあります。

そこで「恥をかいた勘違い言葉」について

のエピソードをネットからピックアップしま

した。

本人以外には大した話ではないのですが、

本人にとっては衝撃の事実です。

▼スナックえんどう

スナップえんどうを 『スナックえんど

う』だと何十年も思い込んでいた。外で『ス

ナックえんどう』が好物と言っていたことが

恥ずかしい。

▼汚職事件

『お食事券』だと思っていた。子どもだっ

たので、どうして食事券がそんなに悪いこと

なの？と不思議に思っていました。

▼加齢臭

『カレー臭』で『おじさんになるとカレー

の臭いがするんだ！』とずっと思っていて、

上司に大笑いされて気

づきました。

▼仮面夫婦

『かめんふうふ』をなぜか『お面夫婦』と

思っていて、友だちに大笑いされました。

耳からだけの情報だとありがちな間違えで

す。冷え切った「仮面夫婦」も「お面夫婦」

といわれると、ひょっとこのお面をかぶって

仲睦まじく踊る夫婦を連想させるので、こっ

ちのほうがいいかもしれないです。

情文の視覚障害者職員の耳からだけの情報

の話です。長い間「団塊の世代」を「段階の

世代」と思っていたそうです。どちらも同じ

世代の事を言っているのですが、漢字を見る

ことができないので、ベビーブームの時代と

その後の時代を区分をしていると思っていた

そうです。

という僕も新聞で漢字を見るまでは「段

階」と思い込んでいました。

対面リーディングで、海の本を読んでいる

時に、「こうかい」と読めばどんな漢字を連

想されますか？ 「航海」「公海」「黄海」。

いずれも海と関係しますね。

大好きな「かいいぬ」のジョンはとても賢

い犬です。これも「飼い犬」「甲斐犬」のど

ちらか分かりませんね。

いずれも漢字を見ればすぐに解決できるこ

とです。



- 7 -

もう一つの例として

『市道と私道はどちらも「しどう」と読む

ことはできます。しかし読み方で気をつけな

いと、意味が違うので、後で言った言わない

の水掛け論になります。書面を提示しての説

明ならまだトラブル回避はできますが、物件

案内や電話などでの口頭による説明は要注意

です。

市道に接している敷地なら建物の再建築は

できる可能性は高いです。しかし私道なら建

築指導課で道路の種類や誰が所有しているか、

また持分があるかないかなど、建物の再建築

ができるかどうか不動産調査には慎重に行う

必要があります。

その為同じ読み方であるから、この場合は

読み方を使い分けてお客様に説明する必要が

あります。

市道 → 「いちどう」

私道 → 「わたくしみち」

このように読み方を使い分けは行う必要が

あります。ベテランの従事者は使い分けが自

然とできていると思いますが、新人など不動

産調査がまだまだの従事者は読み方ひとつだ

けでお客様に誤解を招く恐れもあります。言

葉ひとつで曖昧な表現を避けることができま

すので気をつけるようにしましょう。』

以上は上野不動産が作成した不動産に関す

るマニュアルです。

これらは空耳ではなく説明の方法に属する

ことなので、事例が集まれば、また別のコー

ナーで検討しましょう。

▼添加物ナシ

ずっと『添加物に果物の梨が使われている』

と思っていました。それを知人に話すと、知

人もそれを信じてしまい…。まだ勘違いだっ

たと訂正できていません。

▼幼女

養女と幼女を聞き間違えた。俺ってロリコン

趣味？

▼高野連

高校野球でよく耳にする高野連を『高野山

連合』だと思い、『宗教団体系の高校みたい

だけど、高校野球では有名校なの？』と聞い

て恥ずかしい思いをした。

▼killing me !

以前幼稚園園児と遊ぶ機会があって、最後

に記念写真を撮りましょうねってことになり

ました。先生がいつもの掛け声で撮るよ、

せーのっ！『killing me !』って叫んで撮る

もんだから、ビビってたら【きりん組】だっ

た。

▼よくてスーパー銭湯

来期の数字の話をしているときに上司が

「よくてスーパー銭湯」と言い出すので異業

種参入？と思ったら「よくて数パーセント」

だった

▼台風一過

『台風一家』という、

家族の台風がくるのだと

思っていました」。

別の人も「家族総出なくらい大きな台風の

ことが『台風一家』だと思っていた」そうで

す。

▼げっきょくチェーン

月極を『げっきょく』と読んでいて、月極

という会社が駐車場を経営しているのだと思

っていた。

読んでいて、あるあると思った人は要注意

です。上記の間違いをしたことは無いと思っ

た方も、同じような思い違いは、絶対に１つ

や２つはあると思います。

子どもの頃に勘違いしていた言葉ランキン

グは以下の通りです。

1位：台風一家 → 台風一過

2位：ハロー注意報 → 波浪注意報

3位：お食事券 → 汚職事件

4位：ニコラス刑事 → ニコラス・ケイジ

5位：カレー臭 → 加齢臭

6位：K自動車 → 軽自動車

7位：選手先生 → 選手宣誓

8位：学校の階段 → 学校の怪談

9位：透明高速道路 → 東名高速道路

10位：不要家族 → 扶養家族
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11位：NEW歯 → 乳歯

12位：GA隊 → 自衛隊

自分の事を「不要」家族と思ってしまった

ら不幸ですね。

歌詞も勘違いが多いです。よく言われるの

は「故郷」の歌詞で、「うさぎ追いし」を

「うさぎ美味しい」と勘違いした話です。

その他に、こんな勘違いもあります。

▼うちら陽気な柏市娘 → うちら陽気な姦

し（かしまし）娘

▼ま～わる～ま～わる～４時台～はまわる～

♪ → まわるまわるよ時代はまわる

▼なご～り～雪～も～降る～時～お尻～♪

→ なご～り～雪～も～降る～時～を知り～

▼「シュワキマセリ」という正体不明のもの

→ 「主は来ませり」

▼工場の月 → 荒城の月

次の勘違いはどう解釈しましょうかね。

ちょっと東南アジア系の顔つきをした友人

の話です。

友人「領収書をください」

店員「宛名は如何しますか？」

友人「上でいいです」

家に帰って領収書をみると・・・【ウエディ

ー様】と書いてあった。

▼温かい５千円ありがとうございます！ →

温かいご声援ありがとうございます！

▼高給官僚 → 高級官僚

▼光速道路 → 高速道路

▼武将髭 → 無精ヒゲ

▼上の動物園 → 上野動物園

▼お酒ください → お避けください

▼コンビニ入ったら

「散弾銃をご用意致

しました」ってアナ

ウンスが聞こえて、

なんだそれ物騒すぎ

るだろ…って思ったら、おせちの三段重のこ

とだった。

▼入社したての時期、朝礼で司会者が「閣下、

報告お願いします」って言うもんだから、閣

下なんて役職があるのかとびっくりしたけど、

よくよく考えたら「各課、報告お願いしま

す。」だった。

▼母「なんかオスの匂いする」

私「なに、その小説みたいな表現…(ドン引

き)」

母「お酢、ビネガー」

私「あっ」

▼「まわしって、大事だ

よね」と久しぶりに会っ

た息子が言った。知らな

いうちに相撲でも始めた

のかと思ったら「もやしって、大豆だよね」

の聞き間違いだった。

言い間違いや聞き間違いって、時としても

のすごく面白い内容になってしまうことがあ

ります。滑舌が悪いせいなのか、はたまたそ

のときに限って耳の調子が良くなかったのか

……。思わず「え？ 今、なんて？」と大笑

いして（されて）しまうような時もあるでし

ょう。

今回は、そんな爆笑必至の言い間違いや聞

き間違いのリアルエピソードを紹介しました。

聞き慣れない言葉を耳にしたとき、馴染み

のある既知の言葉に当てはめて理解してしま

うのが人間心理というものです。

人は聞きたいように聞き、見たいように見

ます。その仕組みの一つは思い込みが関係し

ているようです。

いつもなら４ページで終わりなのですが、

調子にのって増ページになってしまいました。

ネットで調べると出るわ出るわ。それほど、

誤解される事が多いのですね。心して読まな

ければ違った意味に取られかねません。

対面リーディングで「おや」と思ったら、

読んだ言葉を間違って理解されているかもし

れません。

補足を入れるなり、言葉を換えて読むなど

して下さい。
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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

BELLA BOCCA（ベラ ボッカ）

【所在地】 大阪市北区芝田1-3-13 芝田ビルB1F
【電話番号】 06-6373-6277
【行き方】 ＪＲ大阪駅から徒歩8分／阪急梅田駅から徒歩6分
【営業時間】 ランチ：11:30～14:30／ディナー：17:30～24:00
【定休日】 なし
【URL】 https://bella-bocca.com/

今回は、無農薬野菜のオーガニックバル

BELLA BOCCAへ行きました。

紀伊國屋書

店を北に向か

って左側を歩

き、頭上の阪

急電車に沿っ

て歩くと店の

入口が見えて

きます。店は

地下１階なので見落とす恐れがあります。

「がんこ」まで行くと行き過ぎです。

ここの売りは無農薬野菜をメインとしたこ

だわりの野菜をトスカーナ風にアレンジした

料理が自慢のイタリアンバル＆トラットリア。

野菜は、農薬不使用栽培の農家さんから直

送されます。また、安全なうえ、甘味も十分

な野菜の持ち味を生かすために、メニューの

多くはシンプルな調理法で仕上げるのが同店

のスタンス。というわけで、当然女性が多い

レストランです。案の定、男性は僕一人でし

た。

サラダやスパゲティの丁寧な説明をしても

らったのですが、かしましい（やかましいと

ゴロが似てますね）お喋りのお陰で聞き取れ

ませんでした。そういえば漢字で書けば「姦

しい」。女という字が３つありますね。それ

の数倍の女性がおられました。

本日の野菜プレート＋選べるメイン5種類

から好きなメインを選びます。ちなみに選べ

るメインはパスタ、トマトパスタ、ピザ、パ

エリア、カレーで、いずれも880円。僕は

日替わりパスタをオーダーしました。

更に120円プラスするとソフトドリンク

＋ドルチェがつきます。こちらはコーヒーを

選択。

暫くすると野菜プレートが運ばれてきます。

想像以上に大

きな皿に、彩

り鮮やかな野

菜です。ボリ

ューム感もあ

り、ちょっと

優雅な感じが

します。これ食べて不健康な人いないでしょ

うね。味も美味しいです。

前菜が終わりに近づいた頃、メインのパス

タが到着。貝柱とポルチーニ茸パスタです。

残念なことに味は普通でした。食べながら、

斜め向かいのテーブルを見るとトマトパスタ

の美味しそうなこと。こちらを選択すればよ

かったです。ただドルチェは一級品。120

円プラスで、こんなに美味しいものを食べら

れてとても満足しました。
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ちょこっとガイド 最新のニュース／話題

『ＱＲコード”が音声ナビ 東京メトロ実証実験』

実験では、全盲の松尾政輝さんがホームでスマホの専用アプリを

起動し「１番出口」と目的地を設定。点字ブロックの上を白杖をつ

きながら、スマホを手に、カメラをオンにしたまま歩く。ＱＲコー

ドに近づくと、「この先改札。右折、三メートル前進」などと音声

が流れた。日ごろからスマホをよく使う松尾さんは「なじみのない

駅でも、安心して安全に動ける」と感想。東京メトロは、一見、歩きスマホに見えるかも

しれないが、目的地を設定すればスマホの操作は不要」と説明。今後、実験の結果を踏ま

え実用化を検討する。 （201８年８月24日 東京新聞より）

『色覚障害に安心チョーク』

塩尻市では毎年、小学四年生を対象に任意で色覚検査を実施しているが、各クラスに平

均一人は色覚障害が疑われる児童がいるという。このため、赤や緑など色の違いが分かり

にくい色弱者にも見分けやすい色づかいをする「カラーユニバーサルデザイン」の観点か

ら、市内の小中学校全15校に色覚対応チョークの導入を決めた。

（201８年８月29日 中日新聞より）

『いなべ市のWebサイト、音声読み上げ実現』

三重県いなべ市のWebサイトに高品質音声合成エンジンAITalk（(株)エーアイ）を採用

しました。これにより、音声読み上げが実現し、視覚障害のある方や文字情報が読みづら

い方でも、音声によって情報を得ることができるようになりました。AITalkは、より人間

らしく自然な音声で、自由に音声合成をすることができる音声合成エンジンです。

興味の有る方は https://www.ai-j.jp/cloud/reader/ を御覧下さい。

（201８年８月28日 読売新聞より）

『望遠機能付きコンタクトレンズを開発』

チューリッヒ工科大学のエリック・トレンブレイ氏が発表した最新型

のコンタクトレンズは、ウィンクで望遠レンズとスマートグラスを切り

替えることができる。

現時点ではプロトタイプであるが、すでにして世界に2億8500万人

いるという様々な視覚障害者に恩恵をもたらすことが見込まれる。特に

効果が期待されるのが加齢黄斑変性の患者に対してだと思われます。

（201８年８月29日 BIGLOBEより）
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情報発信

『以下の漢字、読めますか？』（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

2018年8月号に掲載しました『以下の漢字、読めますか？』からの抜粋・要約した記事

の続き（その２）です。

今回はタ行の続きからとなります。前

回同様カッコの大きさは、カナの字数を

考慮したものです。

【タ行】続き

茅( )、 蟄居( )

茅淳鯛( )、 禿筆( )

粽( )

魑魅魍魎 ( )

厨芥( )、 長髯( )

丁髷( )、 鏤める( )

縮緬雑魚( )

青梗菜( )

啄む( )、 閊え( )

噤む( )、 柘植( )

躑躅( )、 飛礫( )

瞑る( )、 躓く( )

爪弾き( )、詳らか( )

晦日・晦( )

【解答】チガヤ、チッキョ、チヌダイ、チビ

フデ、チマキ、チミモウリョウ、チュウカイ、

チョウゼン、チョンマゲ、チリバメル、チリ

メンジャコ、チンゲンサイ、ツイバム、ツカ

エ、ツグム、ツゲ、ツツジ、ツブテ、ツブル、

ツマズク、ツマハジキ、ツマビラカ、ツゴモ

リ

弦音( )、 石蕗( )

劈く( )、 擲弾( )

癲癇( )、 手斧( )

覿面( )、 甜菜( )

恬然( )、 纏足( )

恬淡( )、 点綴( )

天地開闢( )

転轍機( )、顛末( )

纏綿( )、 何奴( )

韜晦( )、 唐黍( )

朱鷺( )、 涜聖( )

床框( )、 心太( )

鶏冠( )

【解答】ツルオト、ツワブキ、ツンザク、テ

キダン、テンカン、チョウナ、テキメン、テ

ンサイ、テンゼン、テンソク、テンタン、テ

ンテツ、テンチカイビャク、テンテツキ、テ

ンマツ、テンメン、ドイツ、トウカイ、トウ

キビ、トキ、トクセイ、トコガマチ、トコロ

テン、トサカ

何方( )、 疾っくに( )

咄嗟( )

何方付かず( )

椴松( )、 鳶( )

濁酒( )、 左見右見( )

虎鶫( )、 緞子( )

貪婪( )

【解答】ドチラ、トックニ、トッサ、ドッチ

ツカズ、トドマツ、トビ、ドブロク、トミコ

ウミ、トラツグミ、ドンス、ドンラン。

【ナ行】

綯い交ぜ( )、等閑( )

直会( )、 凪( )
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薙ぐ( )、 長押( )

薺( )、 茄子( )

擦り合い( )

鉈( )、 鉈豆( )

棗( )、 棗椰子( )

嬲る( )、 海鼠( )

蛞蝓( )、 鞣し革( )

嘗める( )、 形振り( )

生業( )、 膠( )

韮( )、 鵺( )

抽んでる( )、

葱( )、 禰宜( )

根扱ぎ( )

螺子・捻子・捩子・螺旋( )

【解答】ナイマゼ、ナオザリ、ナオライ、ナ

ギ、ナグ、ナゲシ、ナズナ、ナスビ、ナスリ

アイ、ナタ、ナタマメ、ナツメ、ナツメヤシ、

ナブル、ナマコ、ナメクジ、ナメシガワ、ナ

メル、ナリフリ、ナリワイ、ニカワ、ニラ、

ヌエ、ヌキンデル、ネギ、ネギ、ネコギ、ネ

ジ

捩じる( )、 合歓木( )

閨( )、 直衣( )

仰け反る( )

熨斗烏賊( )、長閑( )

逆上せ上がる( )

鑿( )、 祝詞( )

鈍い( )、 鈍間( )

【解答】ネジル、ネムノキ、ネヤ、ノウシ、

ノケゾル、ノシイカ、ノドカ、ノボセアガル、

ノミ、ノリト、ノロイ、ノロマ

【ハ行】

佩用( )、 延縄( )

儚い( )、 博打( )

捌け口( )、 捌ける( )

稲架( )、 麻疹( )

艀( )、 端女( )

黄櫨( )、 爆ぜる( )

馬橇( )

旅籠( )、 裸足・跣( )

機屋( )、 撥捌き( )

跋扈( )、 飛蝗( )

再従兄弟( )、 花鬘( )

洟垂らし( )

蔓延る( )、 鱧( )

罵詈雑言( )

【解答】ハイヨウ、ハエナワ、ハカナイ、バ

クチ、ハケグチ、ハケル、ハサ、ハシカ、ハ

シケ、ハシタメ、ハゼノキ、ハゼル、バソリ、

ハタゴ、ハダシ、ハタヤ、バチサバキ、バッ

コ、バッタ、ハトコ、ハナカズラ、ハナタラ

シ、ハビコル、ハモ、バリゾウゴン

贔屓( )、 緋縅( )

落籍す( )、 緋鹿の子( )

僻み( )

引き攣れる( )

魚篭( )、 曾孫( )

瓢( )、 柄杓( )

美髯( )、 顰み( )

襞( )、 鐚一文( )

左褄( )、 逼塞( )

引っ攣り( )、逼迫( )

単衣( )、 一叢( )

雛霰( )、 鄙歌( )

皹( )、 終日( )

剽窃( )

【解答】ヒイキ、ヒオドシ、ヒカス、ヒガノ

コ、ヒガミ、ヒキツレル、ビク、ヒコ、ヒサ

ゴ、ヒシャク、ビゼン、ヒソミ、ヒダ、ビタ

イチモン、ヒダリヅマ、ヒッソク、ヒッツリ、

ヒッパク、ヒトエ、ヒトムラ、ヒナアラレ、

ヒナウタ、ヒビ、ヒモスガラ、ヒョウセツ

平仄( )、 瓢箪( )

飄々( )、 渺茫( )

糜爛( )、 鰭酒( )

顰蹙( )、 牝牡( )

彬々・斌々( ) 紊乱( )

瘋癲( )、 鱶( )

腑甲斐無い( )
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蕗( )、 蕗の薹( )

馥郁( )、 頭垢( )

耽る( ）、 誣告( )

塞ぐ( )、 二従兄弟( )

不束( )、 無聊( )

睥睨( )、 貝独楽( )

【解答】ヒョウソク、ヒョウタン、ヒョウヒ

ョウ、ヒョウボウ、ビラン、ヒレザケ、ヒン

シュク、ヒンボ、ヒンピン、ビンラン、フウ

テン、フカ、フガイナイ、フキ、フキノトウ、

フクイク、フケ、フケル、ブコク、フサグ、

フタイトコ、フツツカ、ブリョウ、ヘイゲイ、

ベイゴマ

兵站( )、 舳先( )

翩翻( )、 祠( )

穿る( )

時鳥・不如帰( )

仄か( )

【解答】ヘイタン、ヘサキ、ヘンポン、ホコ

ラ、ホジクル、ホトトギス、ホノカ。

【マ行】

弄る( )、 跨る( )

股座( )、 纏う( )

真面( )、 纏め役( )

微睡む( )

俎板・俎・真魚板( )

疎ら( )、 眩しい( )

巫女( )、 神輿( )

不見点( )、 鳩尾( )

【解答】マサグル、マタガル、マタグラ、マ

トウ、マトモ、マトメヤク、マドロム、マナ

イタ、マバラ、マブシイ、ミコ、ミコシ、ミ

ズテン、ミゾオチ

霙( )、 三椏( )

嬰児( )、 三幅布団( )

蚯蚓( )、 零余子( )

浮腫( )、 無患子( )

狢( )、 毟る( )

莚( )、 咽ぶ( )

斑( )、 捲る( )

目眩・眩暈( )

莫大小( )、 雌鳥( )

朦朧( )、 耄碌( )

捩る( )、 凭れる( )

勿怪( )、 縺れ( )

悖る( )、 紅絹( )

【解答】ミゾレ、ミツマタ、ミドリゴ、ミノ

ブトン、ミミズ、ムカゴ、ムクミ、ムクロジ、

ムジナ、ムシル、ムシロ、ムセブ、ムラ、メ

クル、メマイ、メリヤス、メンドリ、モウロ

ウ、モウロク、モジル、モタレル、モッケ、

モツレ、モトル、モミ

【ヤ行】

灸( )、

矢絣・矢飛白( )

流鏑馬( )、 守宮( )

所以( )、 雪礫( )

強請( )、 黄泉( )

【解答】ヤイト、ヤガスリ、ヤブサメ、ヤモ

リ、ユエン、ユキツブテ、ユスリ、ヨミ

【ラ行】

磊落( )、 憐憫( )

陋劣( )

【解答】ライラク、レンビン、ロウレツ。

【ワ行】

山葵( )、 轍( )

【解答】ワサビ、ワダチ

※前回と同様に、ここに紹介した読みは、あ

くまでも一例であり、複数の読み方がある

漢字も含まれています。
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・「日本ライトハウス展 ～全国ロービジョンフェア2018」を開催します。

毎年恒例、「日本ライトハウス展 ～全国ロービジョンフェア2018」を10月1３日

（土）、14日（日）に開催します。会場は難波御堂筋ビル７階と８階で、時間は両日とも

に10時～16時です。入場は無料です。

今年のライトハウス展のステージでは桂文太さんによる落語とトーク、Ｒ-１グラン
かつらぶ ん た

プリ2018チャンピオンの濱田祐太朗さんのお笑いライブなど、多彩なプログラムを行
は ま だ ゆうたろう

います。また、様々な機器や便利グッズをご覧いただける機会でもありますので、ぜひ

ご来場ください。

・悪天候や災害発生時の活動について、情文ホームページをご活用ください

今年は台風などの悪天候が非常に多くなっています。お伝えしている警報発令時の館内

サービス休止規定に当てはまらなくても、来館が危険と判断された時などに館内サービス

を休止する場合があります。悪天候や大きな災害が起きた場合には、ご来館の前に当館の

ホームページをご覧頂くか、電話でお問い合わせ下さるようにお願いいたします。

【ホームページ http://www.lighthouse.or.jp/iccb/】

【電話 代表：06-6441-0015、対面専用：06-6136-7704】

・記念事業「ヘレン・ケラー女史没後50年を偲んでヘレン・ケラー女史と岩橋武夫」

ヘレン・ケラー女史は、社会の片隅にいる障害のある人を表舞台に導き、かけがえのな

い社会の一員であることを人々に知らしめた人であり、いまなお世界中から敬慕されてい

ます。また、日本ライトハウスの創始者 岩橋武夫は、わが国の視覚障害者の社会参加に

向けた数々の事跡を残し、「愛盲の使徒」と称されました。

今回の記念事業では、ヘレン・ケラー女史没後50年を記念して、ヘレン・ケラー女史

と岩橋武夫の足跡を辿りながら、その思想や理念といかに協働するかについて、立ち止ま

り、考え、再び歩み出すための機会となることを願い開催いたします。（情文HPより転載）

【開催日程】2018年11月23日（金・勤労感謝の日）、24日（土）

【会場】大阪市中央公会堂（３階 中集会室、特別室）

【料金】入場無料（各部先着400名。11月１日より受け付け開始。電話またはＦＡＸに

て下記受付窓口までお申し込み下さい。）

【受付窓口】日本ライトハウス情報文化センター（月曜除く平日10時から17時）

電話 06-6441-0015 ＦＡＸ 06-6441-0095

※詳しいプログラムは各階備え付けのチラシをご覧下さい。

酷暑に加え地震や台風など、この夏は自然 日本ライトハウス 情報文化センター

の猛威を強く実感しました。被害に遭われ 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
た皆様にお見舞い申し上げます。改めて防 06-6136-7704（対面専用）
災意識を高めていきたいと思います。（F） 06-6441-0039（サービス部）


