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対面リーディング通信 2019年
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２０１8年度の統計がまとまりました

○件数について
2018年度の分類別利用合計は1221件

で前年度より207件増加しました。また、

延利用件数は97件増の788件で昨年度に

続いて増加となりました。

次ページの分類別利用合計が延利用者数よ

りも多いのは１回２時間の間に複数の内容を

依頼されるケースがあるためです。

○利用者数
実利用者は38人で前年度より4人増加と

なりました。実利用者数の増加に伴い定期的

に利用される方が増えたことが延利用件数の

増加につながっていると考えられます。

○利用状況
分類別の割合では伝記・歴史・地理が昨

年の4.6％から9％に倍増し、利用ベスト5

の3位となりました。また総合雑誌が2.4％

から6％と倍以上に増加しました。資格取得

に向け定期的なご利用が入ったことから、資

格試験の割合が昨年の約2倍となり、同時に

医学系の割合も増加しています。

最も利用数が多かったのは6年連続で文学

で、比率は昨年と同じ29％でした。

総数は少ないですが、哲学・心理学・宗教

や芸術一般・芸能・音楽も割合が増加してい

ます。

「分類」については、どこに分類されるの

か分かりにくい図書、資料も多いかと思いま

す。分類番号の記入で迷われたときは職員に

ご相談ください。

○ボランティア数
119名（うち臨時11名、登録ボランテ

ィア130名）のボランティアの方にご協力

頂きました。また、2018年度も録音製作

の理数チームの皆様をはじめ対面以外のボ

ランティアの方からの応援を頂きました。

ありがとうございました。一方で、様々な

理由で活動を休止されている方が多くおら

れることや、特定の曜日（特に水曜日と土

曜日）に予約が集中する状況は現在も続い

ています。今年度も引き続きご協力をお願

いいたします。

今月号の主な内容

2018年度の統計がまとまりました １

対面リーディングと私 対面リーディングと私 小池 雅子 ４

わたしのふるさと 都市開発と歴史のまち 中山寺 長尾 郁子 ５

誌上勉強会 絵を説明する ２ 木村 謹治 ６

寄り道・回り道 かくれんぼ 木村 謹治 １０

担当職員交代のご挨拶・お知らせほか １１
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2018年度 対面リーディング利用状況報告

分 類 2018 2017

新聞・雑誌 １ 新聞 １９８ １９２

２ 総合雑誌 ７５ ２５

１２ 鉄道雑誌・時刻表等 １ １

１３ スポーツ・スポーツ誌（競馬・相撲雑誌等） １１ １１

人文・地歴 ４ 哲学･心理学・宗教 １９ ７

哲学・社会 ５ 伝記・歴史・地理（旅行ガイド等を含む） １１１ ４７

６ 社会科学（社会福祉・政治・経済・株式） ７９ ６９

文学・芸術 １４ 芸術一般・芸能・音楽（楽譜等） ３１ １９

１６ 文学・エッセイ ３１０ ３２０

１７ 短歌・俳句・川柳・詩 ０ １

科学・医学 ７ 東洋医学 ４７ ３８

技術 ８ 西洋医学 ２１ ７

９ 数学・科学・物理・生物ほか ３ ０

１１ 工学（コンピュータ・無線等） ５ ０

資格・検定 ３ 資格試験問題 ２７ １１

語学 １５ 語学（英会話・TOEIC等）・外国語 ８７ ９３

生活一般 １０ 家事・育児・料理 ３ ４

１８ 各種取扱説明書（携帯電話等） ４ ４

１９ チラシ・手紙・ＤＭ・パンフレット等 ５４ ４５

その他 ２０ 代筆 ６０ ６４

２１ コンピュータ補助（データ修正等） ６７ ５２

２２ その他 ８ ４

合 計 １２２１ １０１４

延利用者数 ７８８ ６９１

年度別利用ベスト５

201８年度 201７年度 201６年度

① 文学・エッセイ ① 文学・エッセイ ① 文学・エッセイ

② 新聞 ② 新聞 ② 新聞

③ 伝記・歴史・地理 ③ 語学・外国語 ③ 語学・外国語

④ 語学・外国語 ④ 社会科学 ④ 社会科学

⑤ 社会科学 ⑤ 代筆 ⑤ コンピューター補助

201５年度 201４年度 2013年度

① 文学・エッセイ ① 文学・エッセイ ① 文学・エッセイ

② 新聞 ② 新聞 ② 新聞

③ 語学・外国語 ③ 資格試験問題 ③ 資格試験問題

④ 資格試験問題 ④ 語学・外国語 ④ 語学・外国語

⑤ 社会科学 ⑤ チラシ・手紙など ⑤ 社会科学
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2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 分類

１６９ １７７ ２４６ １８０ １４３ ６７ ４８ ６２ １

２３ ３２ ４６ ６８ ９６ ８５ ７１ ８１ ２

０ ２ ２ １１ ３ １ ５ ３ １２

１５ ３６ ２６ ４３ ３３ １３ ２ １ １３

８ ４１ ３０ ２９ ３０ １９ ２０ ２２ ４

４５ ４５ ５１ ８４ ５９ ３０ ５７ ２７ ５

８３ ６９ ４１ １０１ ９２ １９３ ９３ ４２ ６

２０ ３４ ４９ ２９ ５６ ３９ １５ ８ １４

２６０ ２９５ ３７９ ３３７ ２６４ １２９ ２１４ ２０７ １６

３ ２ ０ ６ ２１ １７ １３ １６ １７

２ ３ １ ２ ０ ５ ４ ３８ ７

３ ９ ６ ２ ５ ３ ６ １９ ８

１ １ ３ １４ １３ ４ ２ ６ ９

１ ３ ３ １ １ ４ １２ ０ １１

３ ９４ ２４４ １４５ ２９７ １６４ ２２２ ４０ ３

１３３ １２４ １２３ １２０ １４５ １６７ ９９ ５３ １５

０ ４ ５ ９ ３ ２ ６ 2 １０

６ ５ １６ ８ 9 ９ １９ ６ １８

４９ ４９ ６９ ８３ ９８ ８２ １３０ １１６ １９

６３ ６５ ５７ ７４ ４３ ３６ ３７ １５ ２０

６５ ５５ １１ ９ １７ ３ ２ ３ ２１

４ １ ２ ０ 5 ５ １２９ － ２２

９５６ １１４６ １４１０ １３５５ １４３３ １０７７ １２０６ ７６７

６２６ ７７６ ９９９ １０８３ １０４９ １０４３
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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 小池 雅子
こ い け ま さ こ

転勤先の静岡から大阪に戻ってきて、6年

が経ちました。知り合いの方からお誘い頂い

て、戻った直後から地域の朗読研究会に参加

し始めました。朗読研究会では、プライベー

ト音訳図書や、市の広報誌等を作成していま

す。自分のできることを、と、少しずつです

が活動に参加しています。この秋には、朗読

の発表会も控えており、ただ今特訓中です。

ライトハウスのことは、その活動の中で知

りました。より朗読を知る為にライトハウス

の音訳ボランティア養成講習会を受けました。

講習会では音訳や朗読の難しさを知り、いろ

いろな経歴の方たちとふれ、その中で一緒に

学習することで、朗読の他にも多くを学び、

学習させていただきました。

ライトハウスに伺うようになって朗読だけ

でなくいろいろなお仕事があることも知りま

した。そんな中で対面リーディングのことを

知りました。活動の内容を知りたく、私でで

きるのならと思いお尋ねしたのが、対面をさ

せて頂くようになったきっかけです。

声を出して言葉で読み伝えるというのは難

しく、初見で読むというのは、自分の器量や

知識、そしてセンスも必要だと思います。最

初は一コマ2時間が長くてドキドキしながら

でした。昔の言葉づかいや漢字等、思わずド

キっとして止まってしまったり、その都度調

べたり、「こうだよ」と利用者さんに教えて

頂いたりと・・・。

ですが、お話の中に楽しみもあります。今

は少し楽しんで、新しいジャンルの本に出会

えたり、今日はどんなジャンルのお話かな、

何にめぐりあえるかなと、ドキドキ・ワクワ

クして楽しみになってきました。利用者さん

から教えていただく情報量の多さに感銘も受

けており、勉強させて頂いています。

課題はまだまだたくさんありますが、わか

りやすく伝えられるよう学習し、長く携わっ

ていきたいと思っています。

これからもよろしくお願いいたします。

担当の職員の方にはいつもお電話を頂き、

ありがとうございます。

【職員より】

優しい口調と穏やかな物腰が印象的な小池さん。対面が終わると必ず、その日の

様子や気になった内容などを詳しくお伝えくださいます。熱心にまっすぐに取り組

まれる姿勢に、自分もしっかりしないと、と気が引き締まる思いです。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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私のふるさと 職員紹介

都市開発と歴史のまち 中山寺

サービス部 図書貸出・対面担当 長尾 郁子
な が お い く こ

私は大阪で生まれ育ち、結婚してから現在は

宝塚で暮らしております。人生の半世紀の半分

ずつをそれぞれの土地で暮らすと、どちらも

私の¨ふるさと¨と感じられ、どちらをご紹介さ

せてもらおうか…と思案しましたが、今回は私

が安住の地として選んだ宝塚市、特に中山周

辺をご紹介させていただきます。

宝塚市といえば全国的に有名なのは、やは

り『宝塚歌劇』でしょうか。実際、阪急宝塚駅周

辺は、"タカラジェンヌ"が颯爽と歩く姿を目に

する華やかな街です。

この様な印象を受ける宝塚市ですが、私の

住む宝塚市中山寺周辺は、結婚当初、安産祈

願で有名な『中山寺』と駅から参道周辺に古い

商店が立ち並ぶ程度の、田舎街でした。スーパ

ーは一軒、緑の山、広がる田んぼからは蛙の鳴

き声が…それまでの人生をビルとネオンと雑

踏に身を置いていた私にとっては驚くべき場

所でもありました。

そんな、静かな街に住んでいたのですが、次

第に狭い国道が整備され、大型商業施設やマ

ンションが立ち並ぶ街となっていきました。こ

の様な都市開発が進む中、突然、ＪＲ中山寺駅

前のロータリーに「聖徳太子が馬に乗った銅

像」が現れました。

なぜ？ここに聖徳太子？当初わからずに調

べたところ、昔、聖徳太子が紫雲たなびく山を

探し求めてきた際、この地を発見し、創設した

お寺が「中山寺」なのだ、ということを知った

次第です。そして、この太子像が見つめる先に

『中山奥の院』があるとのこと。この「中山奥の

院」は「中山寺」から約2キロの山道（所要時間

片道1時間）を進んだ山中にあり、この「奥の

院」の拝殿の横の岩から「大悲水」と呼ばれる
だいひすい

清水が湧き出ています。この清水は様々な厄

を祓うと信仰されています。

「中山奥の院」は300回！登拝すると記念品

を頂けるということもあり、ご利益だけでなく

健康にも良いので興味のある方は是非、挑戦

してみてはいかがでしょうか。

次に、もう一つ、宝塚市は「日本三大園芸産

地」と呼ばれるのですが、その由来ともいえる

碑が近くにあるのでご紹介します。

安土桃山時代、この地に隠居した"坂 上
さかのうえの

頼泰”という武士が"接ぎ木"の技術を考案しま
よりやす

した。実際に改良された珍しい鉢を見た豊臣秀

吉がたいそう喜び「木接太夫（きつぎだゆ

う）」の称号を授けた、と言われています。

『木接太夫彰徳碑』はそれを物語る碑なのです。
きつぎだゆうしようとくひ

以来、この地は園芸の栄

える街として毎年『植木

まつり』が開催され多く

の人で賑わっています。

この他にも周辺には

西国観音巡礼街道など、

歴史の史跡がまだまだ

あります。半面、新しいお

しゃれなカフェも増えてきました。新しさと古さ

を感じる街にいつかお越しくださいませ。
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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 3３

－ 絵を説明する 2 －

今回のテーマは「絵を説明する」です。

『2015-04号』の「対面リーディングの実
際9 －絵画を説明する－」も参考に見てい

ただければ幸いです。

なお、この冊子はモノクロで配付されてい

ますが、絵画の説明である関係上カラーで見

ていただくのが最適です。情報文化センター

（http://www.lighthouse.or.jp/iccb/）のホー

ムページで「刊行物」をクリックし、更に

「対面リーディング通信」クリックして下さ

い。ここでは同じ内容をカラーで見る事がで

き、バックナンバーも閲覧できます。

また、毎回、歯切れの悪い解説が続いてい

ます。ご多分に漏れず、今回も結論はなく、

つぶやきのみになってしまいました。

「弁護士ドットコム」のホームページに以

下のような記事が記載されていました。

セクハラに笑顔で対応したら、同意してい

たとみなされる－－。こんな裁判所の判断が

最高裁でひっくり返りました。

セクハラ行為が原因で受けた停職6カ月の

懲戒処分が重すぎるとして、50代の男性職

員が市を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁

第3小法廷は、「著しく妥当を欠くものであ

るとまではいえない」と判断し、男性側の請

求を退けました。

１審の神戸地裁と2審の大阪高裁は「女性

は終始笑顔で行動しており、渋々ながらも同

意していたと認められる」などとし、男性の

処分が重すぎると判断していました。

これについてネットでは「地裁高裁やばす

ぎる」「これは笑顔じゃなくて引きつり笑い

やろ」などといったコメントが相次ぎ、原審

の判断に驚きの声が集まっていました。

最高裁は「職場におけるセクハラ行為につ

いては、被害者が内心でこれに著しい不快感

や嫌悪感等を抱きながらも、職場の人間関係

の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や

抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控

えたりちゅうちょしたりすることが少なくな

いと考えられる」として、判断を覆しました。

（L館最高裁判決・最高裁2015年判決）
同じ表情でも、裁判所によって解釈が違い

ました。ネット上では「笑顔じゃなくて引き

つり笑い」ではないかと解釈もしています。

人によって解釈が違ってくる。こんな事を

考えていると「微笑み」で有名なレオナル

ド・ダヴィンチの「モ

ナリザ」が思い浮かび

ました。

本当に微笑みなので

しょうか。対面リーデ

ィングでも微笑んでい

ると説明しても大丈夫なのでしょうか。たぶ

ん間違いないでしょう。が、疑問が浮かび上

がります。

シネマデイジーの音声解説については以下

の事に気をつけています。

見える情報を主観的ではなく、客観的に説

明すること。例えば「寂しそうに立ってい

る」では主観的表現になってしまいます。

「肩を落とし、うつむいて立っている」とす

ると客観的表現となります。見たままの客観

的な事実を伝えるだけにすることによって、

聞く人の想像に任せて楽しんでいただくよう

つとめているそうです。
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角度によって見え方が変わるモナリザの魅

惑的な微笑みが、偶然の産物か意図的なもの

なのかは、研究者の間でもしばしば議論され

てきた問題でした。イギリスのデイリーテレ

グラフ紙によると、あの微笑みは、ダヴィン

チが絵画的技術や錯視効果を駆使して"意図
さ く し

的"に描いたものであることが、研究者たち
によって判明したと報じています。

モナリザは、正面から口元を注意深く見つ

めると、決して笑っているようには見えない

が、視点を口元からほかの部分へ移したり、

全体を眺めたりするようにすると途端に微笑

が浮かび上がります。

ということは、「微笑んでいる」と説明す

るのは主観的なのでしょうか。中にはモナリ

ザは微笑んでいないと言う人が出てきてもお

かしくないのではないでしょうか？

余談になりますが、ダヴィンチは、物には

輪郭線がないということに気づき、陰影のみ

によって人や物を描くスフマート法（ぼかす

技法）を編み出したそうです。

ほぼ同時代を生きたボ

ッティチェリの「ヴィー

ナスの誕生」と対比すれ

ばよく分かると思いま

す。

また、モナリザの背景

は空気遠近法で書かれています。「空気遠近

法」とは、画面の奥にいくほど大気の影響を

受けて、色彩や色調が薄くなっていくことを

利用して遠近感を出す技法のことです。

色には、前進して見える色と後退して見え

る色があります。暖色系は前進、寒色系は後

退して見えるので、画面前景に暖色系の色を

置き、奥に行くほど寒色系の色を使うと遠近

感が出せるのです。

スフマート法や空気遠近法、輪郭線がない

ことや、遠くの景色が青みがかって書かれて

いるという事など、すべて客観的な事実です

が、説明のしすぎは余計でしょうか。

１枚の絵を眺めているだけで「？」「？」

が頭に降りかかります。

では、こちらの例はいかがでしょうか。

Googleで「世界一下手な画家」で検索する

とこれでもかというぐらいアンリ・ルソーの

名前が列挙されます。

この作家の絵を説明する時にへたくそな絵

と言えば客観的と言えるのでしょうか？

同じように「画像」を検索すると下の絵を

はじめ、多数の彼の絵画が表示されます。い

ずれも下手な絵と思われますか？

確かに、パリの画展に出展された時は、観

衆からは子どもの絵などと揶揄されました。

一方でゴーギャンやピカソなど名だたる画家

からは注目を受けたのです。

「ベレー帽をか

ぶって黒い服を着

た男性がパレット

と筆を持って橋の

前 に 立 っ て い ま

す」だけでは絵の

雰囲気が伝わりま

せんね。もちろん

下手な絵と付け加

えても状況は同じ

です。

絵の題名は「風景の中の自画像」で、原題

は「私自身、肖像＝風景」とされています。

それにしても背景の通行人と比較し、あま

りにも巨大に描かれています。

この絵画の説明文によると、「威厳と毅然

に満ちた表情のルソー自身の姿や、パリを流

れるセーヌ川と川に停泊する船舶、万国博覧

会の喧騒的な雰囲気、空に浮かぶ気球や奇形

な雲など本作に描かれる（絵画的）構成要素

は、何れも観る者に不思議な印象を与え

る。」と書かれています。

「威厳と毅然に満ちた表情」は主観になり

ますね？ という事は「ベレー帽をかぶって

黒い服を着た男性がパレットと筆を持って橋

の前に立っています」が正しい説明でしょう

か？

でも、「威厳と毅然に満ちた表情」と感想

を付け加えた方が少しでも絵に近づけるよう

な気がします。

実際に絵の鑑賞が趣味とされている視覚障

害者の意見として、感想はあくまでも案内者

の心象であり、人により違っている事は理解

していますが、感想を言ってもらう方が嬉し

いと述べられる人もいます。

確かに、絵は鑑賞者によって感じ方は千差
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万別です。１人の方の感想だけでは不安にな

ります。が、感想を聞くことによって、より

作品への親しみが持て、理解度が深まるのも

確かです。

美術展で絵を見ている時に、聞こえてくる

回りの感想にハッとして、「なるほど」と感

じ入ったり、見つめ直すきっかけとなったり

と良い印象を持っています。

話が変わりますが、焼肉屋に行った時、あ

まりにも美味しかったので友だちを呼ぼうと

電話しました。その時、あなたならどうしま

す。メニューを読み上げますか。確かに客観

的ですね。でも、そんな事をしませんね。焼

いた時の香や、口に入れた時の美味しさを興

奮気味に話すはずです。その方が良く伝わり

ます。でも、それは食べたあなたの主観です

ね。焼き肉と絵画鑑賞を同じに論じる事は出

来ませんが、「う～ん」と唸ってしまいます。

またまた、余談

ですが、中央の画

家とおぼしき人物

が持っているパレ

ットには、なにや

ら文字が書かれています。Webで調べると、

クレマンス（本作が制作される２年前に亡く

なった妻）、ジョゼフィーヌ（クレマンスの

死から9年後に再婚した２番目の妻）と２人

の妻の名が記されているそうです。

名前はとにかくとして、普通はパレットに

文字を書くことがないので、気がつけば文字

が書かれているというぐらい説明しましょう

かね？

カルロ・クリヴェッリが1480年頃に描い

た聖母子は、彼が描いた作品の中で、最も繊

細で優美な作品の一つであるとされています。

この作品は、近代的な性質を持っており、超

現実主義的に描かれ、現実と虚構の両方が存

在しています。

聖母子は陶器で造られているかのように非

現実的に描かれ、聖母マリアの優雅な手指は

とても長く、絵画上部に描かれている果物も、

信じられないほど大きく描かれています。そ

れとは対照的に、敷居の右側の石のひび割れ

は、現実の石の古さを表現しています。

あれ、絵の上に蝿が止まっていますね。い

やいや、敷居の上でしょうかね？

どうしても聖

母子に眼が行き

がちですが、敷

居の左端の方に

描かれている蝿

にも注目をして

いただきたいの

です。

実物大で写実

的に描かれ、絵

の上を歩いてい

るのか、それと

も絵の中の敷居

の上を歩いてい

るのか迷うほどです。

なぜこのような聖なる空間にハエが描かれ

ているのでしょうか？

日本でも蝿は汚いものの代表

とされ、厭がられています。西

洋でも同じです。当時、ヨーロ

ッパにおいてハエが不浄で、汚
けが

らわしいものの代表格でした。というのも、

ヨーロッパでは戦争が続き、転がる死体にウ

ジやハエが湧く光景を多くの人が見て、恐怖

と嫌悪感を強く感じていたのです。

あえて絵の中に最も汚らわしいものを描く

ことで、他の不浄のものを寄せ付けない魔除

けの意味もあったそうです。しかし、魔除け

以外にも理由があります。

ハエを描くもう１つの理由、それは「画

力」アピールです。小さく素早いハエをリア

ルに描ける画家は、うまい画家と言われてい

ました。当時他にも、画力アピールのハエを

描いた画家は多くいます。

また、クリヴェッリはこの絵を描いた時、

人妻と不倫した罪でヴェネツィアから田舎へ

追放されていました。画家として脂が乗り切

っていた時期、「俺はヴェネツィアでも認め

られた一流の画家だ」と自慢したくてたまら

なかった。そんな画力を見せ付けられる題材、

それがハエだったのです。

クリヴェッリのドヤ顔が見えそうですね。

林檎と蠅は、罪と罰の象徴ですが、それと

は逆に、胡瓜と赤子キリストの手に握られて

いる鳥、ゴシキヒワは、キリストによる罪の
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救済を意味しています。

次の絵はギリシャ神話をモチーフにしたヘ

ラクレスとヒドラの戦いを描いた「ヘラクレ

スとレルネーのヒドラと蟹」です。ヒドラの

凶暴さ、躍動感がよく描かれています。

ヒドラは、ギリシア神話に登場する怪物で

す。巨大な胴体に9つの首を持つ大蛇の姿を

していたが、首の数については100とする

説もあります。石見神楽に出てくる八岐大蛇
やまたのおろち

みたいなものでしょうか。

しかし、この見ていただきたい点はヘラク

レスの足元に描

かれたカニです。

ヘラクレスは、

ヒドラの首を

次々と切り落と

します。このヒ

ドラという怪物

は、9本もの首

を持っており、

しかも切っても

切っても直ぐに再生してしまうという力を持

っていた為、さすがのヘラクレスも苦戦して

いました。しかし従者として連れていた甥で

あるイオラオスの知恵によりヒドラも劣勢に

立たされます。

するとそこにヒドラの助っ人が現れます。

それがカニだったのです。実はカニは、ヒド

ラと同じ沼に住む仲間です。

ヒドラがピンチと見るや、沼からさっそう

と現れヒドラに加勢。ヘラクレスの足を爪で

挟みました。だがヘラク

レスにあっけなく踏み潰

されてしまいます。カニ

は、この時の勇気が讃え

られ星座になりました。

それが蟹座です。春の夜

空に蟹座を見つけたら、

この物語を思い出して下さい。その昔、義侠

心に溢れたカニがいたことを。

一幅の絵にもこんな物語が潜んでいます。

旅に行くにも小説を読むにも、絵画を鑑賞す

るのも、その国の文化や歴史を学んでから接

すると楽しみが広がり、理解を深めることが

出来ます。

さて、本題に戻り、ハエやカニが描かれて

いることの説明は必要でしょうか。

もし、ハエの存在に気がつけばハエが描か

れていることを説明した方がいいのではない

でしょうか。聖母子が優雅に描かれている中

にハエが描かれているなんて不思議に思いま

すよね。また、カニも人と大蛇そして松明と

雲と同じように構成の１つなので説明が必要

でしょうね。

ただ、絵にまつわる物語は書かれていない

以上、解説する対象ではありません。また、

必要以上に説明に時間を取るのも問題です。

日本経済新聞にこんな事が書かれていまし

た。『「目が不自由な人は、他者を通して自

分の姿を見るんですよ」と、ネイルサロン

「ネイルルブライユ」を立ち上げた佐藤優子

さんは語っています』。同じように絵画も他

者の説明を通じてしか理解できません。

対面リーディングとは活動内容は違います

が、最後に「人と美術・美術館を身近に」と

活動されているグループMARの言葉を再掲

します。

『会話の話題は、作品の印象・描かれてい

るもの・構図・色彩など、何でもけっこうで

す。ただしこの時、全体から部分へというよ

うに、話を進めて下さい。見えない人がイメ

ージを作りやすくするために、話題を転々と

しないよう注意して下さい。その他、作品か

ら連想したことや作品の背景・作者のこと、

技法や美術史的なことなどと、際限なく話題

はあります。これらの話題の１、２個を使っ

てもいいですし、会話がどんどん進んでもか

まいません。また、場合によっては他の人が

会話に参加しても良いかもしれません。

重要なことは、「会話をしている」という

ことです。お互いの関心度や会話のリズムに

よって、話題を選んで下さい。それから、見

える人のセンスや知識を自由に使って、滑ら

かに話せるように心がけて下さい。』

いかがでしょうか。皆様はどう思われます

か。山に登る道が何本もあるように、説明方

法も複数存在します。今後とも共に考えてい

きたいものです。
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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

かくれんぼ

【所在地】 大阪市西区江戸堀1-23-7
【電話番号】 06-6448-2171
【行き方】 大阪メトロ肥後橋駅から徒歩8分、228ｍ

本館を出て左へ、土佐堀通りを西に歩いて

行きます。程なく、「土佐堀1東」の交差点

が見えてきます。そこを左へ。少し入ると左

手に高級そうな和食料理店「田はた」が見え

てきます。今回はここを紹介しようと思った

のですが、来訪した当日は貸し切りで入るこ

とが出来ませんでした。

そこで、前から気にな

っていた食堂へ。

「田はた」の向かい側

に路地があり、そこを進

み、突き当たりを左側

へ。或いは、「田はた」

の交差点を右に曲がり

「かくれんぼ」の看板の

ある路地を入ります。ど

ちらの道も都会とは思えない雰囲気を醸し出

しています。

路地の奥まった場所に

店があり、一見高級そう

で、周りを見渡すと庶民

的で、勇気を出して店の

扉を開ける必要がありま

す。

旅先で迷い込んだ路地裏で見つけた、ほの

ぼのとした居酒屋の感じもします。

扉を開けると8

人ほど座れるL字

型のカウンター席

と4人席テーブル

が3つのこぢんま

りした室内。

一度入ると結構居心地がいいんですよね。

11種類あるメニューは豚生姜焼定食を除

いて全て魚で、780円（税込み）均一です。

注文したのは、サバの煮付けです。

味噌汁と漬物、小皿

が２品付いています。

煮付けは生姜とネギで臭みをとり、大根お

ろし、貝割れが添えられておりさっぱりと、

美味しく食べられます。スパゲティーのサラ

ダにはレタスに豆2種類、コーンが入ってい

ます。茹でたジャガイモには胡麻が振ってあ

りました。

いずれも、田舎に帰った心持ちがする、素

朴な料理です。夜は居酒屋になります。

近所にはヴォーリズの設計による日本キリ

スト教団大阪教会の美しいレンガ造りの建物

もあります。そちらも是非ご覧下さい。
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・対面リーディングの受付、コーディネートの担当が変わりました

これまで対面リーディングの受付、コーディネートを伊藤と福田の2名が担当しており

ましたが、４月から伊藤がアルテ別館の専任となりました。伊藤の後任として長尾郁子

（ながお いくこ）が新たに担当となります。どうぞよろしくお願いいたします。

長尾郁子

皆様、初めまして。

４月より対面リーディングを担当させて頂きます、長尾郁子と申します。

今まで経験した職歴は損害保険会社に11年、公立小学校の図書館司書として６年で

した。今回こちらで仕事をさせていただく中で、今までに経験したことのない様々な

事柄に疑問を持ち、日々勉強させていただいております。

これから業務に携わるにあたり、至らぬ点も多いと思いますが、皆様とお話し、少

しでもお力になれるよう努めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。

伊藤信乃

昨年４月より対面リーディングを担当させていただき、わずか1年で交替となって

しまいました。短い間ではございましたが、私にとっては本当に多くのことを学び、

感じさせていただいた1年になりました。皆様の熱く真剣な思いや責任感を強く感じ

たのと同時に、皆様の温かさ、優しさに何度も救われ、支えていただきました。

まだまだこれから、学ばせていただくことも、それを活かしていくこともしなけれ

ばならないところで、担当を外れてしまうことは残念であり、申し訳なく思っており

ます。

ですが、違う形とはなりますが、これからも皆様から多くを学び、それを利用者様

や業務に活かしていけるように精進してまいります。今までのようにお顔を合わせる

ことはできなくなりますが、また館内ですれ違った際にはお話しをお聞かせいただけ

ましたら幸いです。

皆様本当にありがとうございました。そして、これからもどうぞよろしくお願いい

たします。

・サービス部の休業日新設と、営業時間の短縮について

2019年7月から本館5階のサービスフロアとアルテ別館の図書・情報係で、営業

時間の変更と休業日の新設を行います。詳しくはONE BOOK ONE LIFE6月号を

ご確認ください。
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・リーディンググラス、メガネ型ルーペを用意しました

５階と３階にそれぞれリーディンググラス（+1.0、+2.0、+3.0

各１個）とメガネ型ルーペを用意しています。読む資料の文字が小さいときや、普段

お使いのリーディンググラスをお忘れの時など、必要に応じてご利用下さい。３階は

作業室の棚、５階は新聞横が置き場所です。

・警報発令時の活動について

警報発令時には以下のようにボランティア活動を休止いたします。ご確認下さい。

なお、職員は可能な限り出勤し業務を行います。

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午前１０時以降に出た場合→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

なお、上記の規定に当てはまらない急な災害や悪天候時には当館のホームページを

ご確認いただくか、電話（代表06-6441-0015、対面専用06－6136－7704）

までお問い合わせをお願いいたします。

対面リーディングの活動時に記入していただいている記録用紙から、「こんなこと

で困った」「こんなときはどうしたらいいのだろう」という疑問をご紹介します。同

じようなケースで自分ならこうする、または、こうしたらいいのでは？という解決の

アイデアをお寄せ下さい。頂いたご意見を次号でご紹介していきたいと思います。

【今回のお悩み】

・録音していると中断しづらい。どうすれば上手く休憩が取れるでしょうか？

記録用紙へのご記入の他、何か疑問があればご紹介していきたいと思いますので、

何か気になることがあれば担当までお伝え下さい。また、質問へのご意見もお待ちし

ております。

「日傘男子」という言葉をよく耳にしま 日本ライトハウス 情報文化センター

す。個人的に日傘は女性的なイメージで手 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
が出にくいのですが、熱中症対策に効果的 06-6136-7704（対面専用）
だとか。日傘デビュー、思案中です。（F） 06-6441-0039（サービス部）


