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対面リーディング通信 2019年
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「対面リーディングボランティアの集い」の報告

日時：11月 14日（木曜日） 13時～16時

今年度の「対面リーディングボランティア

の集い」は、ロールプレイ形式で模擬対面を

行いました。読み手だけでなく聞き手も体験

することで、それぞれの読み方の工夫や、聞

き手に内容をよりよく伝えるにはどのように

読めば良いか等を話し合っていただきました。

今回は14名の方がご参加下さいました。

お忙しい中ありがとうございました。

第1部 ロールプレイ形式の模擬対面

職員も加わり四人一組のグループを作り、

グループ内で課題ごとに違う相手と二人一組

になり、読み手と聞き手を交代しながら、3

種類の課題に取り組んでいただきました。聞

き手はアイマスクをして、読み手のみが原稿

を見るようにして進めました。

各課題が終わる度にそれぞれのペアやグル

ープで、読む時に気をつけた点や、聞き手の

感想も踏まえてどう改善したらより分かりや

すくなるかを話し合いました。各グループで

出た意見を発表し合うことで、より多くのア

イデアを得ることが出来たと思います。

【課題１】文章とグラフの組み合わせ

1つめの課題は見開きの右ページが文章で

左ページがグラフの資料。棒グラフと円グラ

フの２種類に取り組みました。

（林 泰史/著『80歳現役医師が教える！
つまずかないカラダの動かし方』より）

・グラフの数値を下一桁まですべて読む必要

はなかったのではないか。大まかな数値にし

た方が情報として伝わりやすかったのでは。

（2ページに続く）

今月号の主な内容

「対面リーディングボランティアの集い」の報告 福田 直樹・長尾 郁子 １

対面リーディングと私 対面リーディングと私 米田 るみ子 ４

わたしのふるさと 歴史とイチゴの町 宮川 尚美 ５

誌上勉強会 ぎなた読み 木村 謹治 ６

寄り道・回り道 鎌倉 おみそ善 木村 謹治 １０

情報発信 盲導犬の名前について 岡本 昇 １１

対面リーディング基礎講習会に参加して 長尾 郁子 １１

お知らせ ほか １２
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・棒グラフを読む時に、先に何本の棒がある

かを伝えれば聞き手が理解しやすかったの

ではと、後から気が付いた。

・円グラフの詳しい内容が下に文章で書かれ

ていたが、関係に気付くのに時間がかかっ

た。

・グラフを読むことに力を入れすぎて他の部

分が充分に読めなかった。

・読み終えてから振り返ると、どうすれば良

かったかを考えられるが、初見だと最善の

方法をすぐに選ぶのが難しい。

・利用者にグラフをどの程度まで説明して欲

しいかを確認することも大切なのでは。

【課題2】人名、難読漢字が多い資料

2つめの課題は人名や古い仮名遣い、難読

漢字が多くある資料でした。

（寺崎英成ほか著『昭和天皇独白録』より）

・読みの難しい人名は知らないとすぐに読め

ない。正確に読むには調べる必要があるが、

利用者さんの了承を得た上で、流れを切ら

ないために推測で読む方法も考えられる。

・固有名詞や難しい漢字などは前の方のペー

ジにルビが振られていることも多い。戻っ

て確認する方法も有効。

（今回はコピーのため出来ませんでした）

・調べ物などで読みが詰まって時間が空くと

文脈の流れが切れてしまい、分かりにくく

なることもあるのではないか。

※必要に応じて職員もお手伝いします。

・複雑な人名は姓名すべてでなく、名字だけ

でもいいのでは。もちろん利用者に了解を

得ることは必要。

・段落の後に注釈がある場合、文中に説明を

入れ込む読み方と、ここから注釈ですと伝

えて説明をまとめて読む方法が考えられる。

【課題3】避難情報のチラシ

3つめの課題は避難情報のチラシでした。

表面は警戒レベルを表した大きな図が中心、

裏面は細かい内容が書き込まれた表があり、

どちらも処理が難しいものでした。

（内閣府・防災情報のページより）

・チラシの場合、全部を読むのでなく、大ま

かに何が書かれているかを伝え、利用者が

必要としている部分に絞って読む方法もあ

る。

・最も必要とされる部分に重点を置いて説明

した方が情報として伝わりやすいのでは。

・表は警戒レベル5から順番に書かれている

が、レベル1から順番に読むと状況の変化

が分かりやすい可能性もある。

・チラシの裏表で内容が重複しているところ

があれば、その旨を伝えて省略できるとこ

ろは省略してもいいのでは。

・項目の数など情報の量を先に伝えて貰える

と聞き手も安心できると感じた。

●全体を通しての感想から

・聞き手を経験してみて、読みが止まってし

まうと聞く側の集中力が途切れてしまうこ

とや、より分かりやすく伝える工夫の大切

さを実感できた。

・対面は他のボランティアのように日常的に

相談し合うことがなく、交流もないので、

このような場により多くの方が参加できれ

ば良いと感じた。

・いろいろな方の意見を聞くことで、より相

手に伝わる読み方をするためのヒントが得

られた。今回は実技が出来て良かったので、

読みの実技研修の場があるとありがたいと

思う。

※今後検討していきたいと思います。
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第2部 意見交換会

第1部がグループ別の机だったため、

お互いにお顔が見えるよう、部屋を移動

して交流会を行いました。12名の方に

ご参加いただきました。

●自己紹介と、それぞれ対面で気になって

いたこと、そこからの意見交換

・対面では自分も楽しんで読ませて貰ってい

る。読まなくてもいい部分を読むことで話

が広がることもある。

・音訳でも活動しているが、利用者の気持ち

が分かることに対面の意味があると感じて

いる。

・音訳、点訳はボランティア同士で相談でき

るが利用者が目の前に居ない。その点で対

面は他の活動とは全く違う。

・活動を始めて間もないので不安。経験者に

話を聞くことが出来て良かった。自分は対

面中にまだ余裕がないが、いつか楽しんで

読めるようになりたい。

・いつも緊張している。期待に添えないかも

知れないが、力になれればと思って活動し

ている。

・普段は自分では手に取らないような本を読

めるのが楽しい。固有名詞など利用者に教

わることも多く、とても勉強になる時間に

なっている。

・初見で読むのは難しいが、初見だからこそ

受けられるとも感じている。

・ちょっとした緊張感が楽しい。上手い下手

はあっても続けることに意義がある。

・音訳が譜面通りのクラシックなら対面はお

互いの気持ちで変化するモダンジャズのよ

うなもの。対面の面白さを感じている。

・利用者とボランティア、という特別な意識

を持たず、友達と一緒に本を楽しんでいる

気持ちで読んでいる。

①相手に伝わる読み方の工夫について

・「この読み方で分かりますか」と、伝わっ

ているかどうかを確認してみる。

・自分が不安を感じながら読んでいると相手

にも不安が伝わってしまう。

・先を読み進めることで新たに確認できたこ

とがあれば、相手に伝えて戻って説明を加

える。

・読み方を調べている時なども黙ってしまわ

ずに何をしているのか声に出すと良い。

②眠ってしまう方への対応

・「お茶を飲みますね」と言って止めると自

然。利用者の希望にもよるが、途中で休憩

を取ることも有効ではないか。

・寝ていてもいいと思っている節もあるので

「大丈夫ですか？」など声かけをしてみる。

※係から：様子がおかしいと感じた時はすぐ

職員にお知らせ下さい。

③図書の録音について

・前の人の録音を聞くと気後れしてしまう。

・気に入った本は何度も読みたいもの。録音

は繰り返し聞けることが利点なので、笑わ

れるような出来かも知れないが、そこは割

り切って読むしかない。

☆ボランティア友の会の世話人さんから、世

話人会で対面ボランティアの方のご意見、

ご希望をお伝え出来ればとのお話がありま

した。

対面担当が取りまとめて世話人さんにお

伝えいたしますので、日頃の活動について

ご意見、ご希望がありましたらお伝え下さ

い。

今回頂きましたご意見を今後の活動の参考

にして頂ければと思います。

また、第１部で使用した資料を読んでみた

いという方は対面担当までお伝えください。
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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 米田 るみ子
よ ね だ

対面リーディングを終え、部屋から出てき

た利用者さんと私に、声掛けしてくださった

職員さん。利用者さんのシャツのボタンのか

け間違いを、ユーモラスに直してあげていま

した。

…ふと、思いました。好きだな、この空間。

さりげなく、温かく、目の不自由な方に気配

りする空間…。

なんて、分かったようなことを書きました

が、私は、音訳養成講座受講後、対面サービ

スのボランティアを始めてやっと2年半が過

ぎたところです。初見で読むのはとてもスリ

リングで、読めない漢字、人名、地名にぶつ

かったときは、自分の知識のなさを反省して

おります。家へ帰って、読めなかった内容を

調べ、次に同じ内容に出会ったら間違えない

ようにとノートに書き留めています。このよ

うな形で利用者さんから学ぶ機会を与えてい

ただき、とても勉強になっています。

今日は印象に残っている利用者さんとのや

り取りを書かせてください。Aさんが、漢和

辞書を持参されて、「（ひゃくらんきょう

き）を調べてください。どんな字を書きます

か？その意味も読んでください。」と言われ

ました。「百、覧、強、記。意味は、広く物

事を見知って、よく覚えていること。これは

Aさんにぴったりの四字熟語ですね。たくさ

ん本を読んで知識があって、よく覚えておら

れます。」そう答えますと、「覚えた知識を

どう使えばいいんだろうね…。晴れて耕す日

がなく、雨降りで読んでばかりです。」少し

寂しそうに言われました。

私には返す言葉が見つかりませんでした。

言葉の意味をはじめから知っていて、ご自分

の漠然とした不安を口にされたのでしょう。

このように、利用者さんの中には、「（視

覚を失った、失いつつある）喪失」の思いを

持っておられる方もおられるのではないでし

ょうか。雑談の中でそういった悲しみ、悔し

さに触れるたび、2時間の限られた時間が利

用者さんの心の癒しにもつながりますように、

との思いを込めて読んでいこうと、自分に言

い聞かせています。

そして、その本を選ばれた理由や本にまつ

わる思い出など、利用者さんのお気持ちを理

解したうえで、ていねいに、分かりやすく、

間違いなく読めるようになるのが、今の私の

目標です。さりげなく、温かく、利用者さん

に寄り添えるような存在でありたいです。
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私のふるさと 職員紹介

歴史とイチゴの町

サービス部 宮川 尚美
みやがわ な お み

私は生駒市に住んで２７年になりますが、

ふるさとは子供の頃から住んでいて将来はも

う一度住みたいと思う町、奈良県の平 群 町
へぐりちょう

を紹介したいと思います。

平群町は、西に生駒山地・信貴山、東は矢
しぎさん

田丘陵に囲まれた山間の小平野です。

古代豪族・平群氏の本拠地で、古墳64基

が散在し、小学校の歴史の時間には化石堀り

に行った事もありました。

巨大な張子のトラで有名（信貴山のどか村

の方が有名かも）な信貴山朝護孫子寺も平群
ちょうごそんしじ

町です。そんな歴史のある町、平群町ですが

私の家は在原業平の「千早ふる神代も聞かず

竜田川からくれないに水くくるとは」という

歌にも詠まれた竜田川沿いです。今でも、秋

になると両岸を黄や赤に色づいた紅葉が楽し

めます。

最も美しいのは紅葉橋の周辺。赤い欄干が、

両岸の紅葉に馴染むようになっていて遠目か

ら見ても、橋の上から見ても竜田川の紅葉が

楽しめるようになっています。運が良ければ

水に映った紅葉の中を鯉が泳いでいる事もあ

ります。

犬の散歩をするのにはとても良いコースで、

パンを片手に散歩に行き、鯉の餌やりをして

楽しんだ事も懐かしい思い出です。

そんな歴史の町にもたくさんの特産品があ

ります。

１つは、花です。薔薇や桃、小菊が多く栽

培されており、特に小菊は全国的に有名です。

薔薇園のとなりでは販売もされていて、新鮮

でめずらしい品種の薔薇や薔薇雑貨・花瓶も

あり何度訪れても幸せな気分になり飽きませ

ん。

そして、谷という地形を生かして、昔から

ぶどうが多く作られていましたが、最近では

メロンやイチゴにも力を入れられています。

特に古都華いちごは糖度が高くイチゴの時期
こ と か

になると、道の駅にはオープン前から車が並

びイチゴ争奪戦が繰り広げられます。また道

の駅のレストランでは、古都華いちごを一パ

ック使ったパフェが食べられます。

ただ残念なことにTVで

紹介されてからは予約制

になってしまい、地元民

でも簡単には食べられな

くなってしまいました。

そして県下最大級の露

天風呂がある、天然温泉

も町内にあります。

田舎ですが、いろいろな楽しみ方が出来る

街。よろしければ一度足をお運びください。
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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 36

－ ぎなた読み 切り方で意味の変わる言葉 －

「きょうはいしゃにいきました」

この文章を漢字かな交じり文にして下さい。

ある人は「今日歯医者に行きました」と変換

し、また、ある人は「今日は医者に行きまし

た」と書きました。

この会話の前に、例えば『奥歯が痛くて』

とか『どうも虫歯になったみたい』のような

会話があれば、多くの方は「歯医者」と変換

されるでしょう。もちろん、歯医者も医者で

すから「今日は医者」と変換しても問題はあ

りません。が、歯医者とした方が、内科でも

外科でも耳鼻科でもなく歯科という事がはっ

きりします。

この様に文章の区切る場所を変えることに

よって全く違う文章になる言葉を「ぎなた読

み」と言います。

ぎなた読みの「ぎなた」という

のは薙刀から来ています。
なぎなた

元々は「弁慶がなぎなたを振り

回し…」という文章を、「弁慶が

な、ぎなたを振り回し…」と読んだことから

「ぎなた読み」と呼ばれるようになりまし

た。また弁慶読みとも言われています。

シューベルトの作曲の歌曲集に『美しき水

車小屋の娘』という作品があります。

これでは「美しき」が「水車小屋」にかか

っているのか、「娘」にかかっているのかど

うかわかりません。

「美しき、水車小屋の娘」と美しきの後に

読点を打つと娘が「美しい」となり、「美し

い水車小屋の 娘」と区切り方を帰ると美し

い水車小屋となります。

ダメ押しでもう一つ。みなさんは、自分が

送ったメールで相手に誤解を与えてしまった

ことってありませんか。

もしかすると、その原因は『読点「、」』

を打つ位置かもしれません。

例えば「母は笑いながら学校に行く娘を見

送った」

この文章を皆さんは、どう

解釈しますか。

ある人は、笑う母親を思い

浮かべ、ある人は、笑う娘を

イメージするでしょう。読点「、」が無いだ

けで笑っているのは「母親」なのか、「娘」

なのかが分からないのです。

母親が笑っていることを伝えたくて書いた

文章なのに、相手には、娘が笑っていると、

間違って伝わってしまう可能性があるのです。

母親が笑っているなら「母は笑いながら、

学校に行く娘を見送った」となりますし、娘

が笑っているなら「母は、笑いながら学校に

行く娘を見送った」となります。

相手に、伝えたいことが正しく伝わらない

原因は、読点「、」の有無や打つ位置かもし

れません。対面リーディングで言えば「間」、

つまり区切りですね。

ここで区切りの練習をしてみましょう。下

の文章を声に出して読んで下さい。いかがで

すか。書かれている内容が伝わりましたか？

実は読み方によって意味が違ってきます。

何が違ってくるのか考えてから下の文章を読

んで下さい。

①四国中央市に引っ越してきた母親向けの

「転勤族ママの会」が開かれていました。

②夜間の津波避難訓練というものを実施しま
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した。ことし初めて実施しました。

「転勤族ママの会」については，「転勤族

ママ の会」なのか「転勤族 ママの会」なの

かで受け手のニュアンスが変ります。

2の「ことし 初めて実施しました」なの

か、「ことし初めて 実施しました」なのか、

聞いた人がはっきり区別ができるように伝え

るべきです。

有名な話に「ここではきものをぬいでくだ

さい」を「ここでは着物を脱いで下さい」と

読んでしまってビックリ

したという嘘のような

話。本当は「ここで、履

物を脱いでください」で

した。

「その後妻に話しかけた」、これも難しい

ですね。素直に読めば「その後妻に、話しか

けた」になりますが、区切り方によっては

「その後、妻に話しかけた」になります。こ

れは、区切りの問題もありますが、漢字の読

みも絡んできます。

「規制中で渋滞だ ⇔ 寄生虫で重体だ」

や「同棲しよう！…でも家なかった ⇔ 同

棲しよう！…でも言えなかった」は同音異義

語の話となります。

・学校へ行こう ⇔ 学校、閉校

・カメラ下さい ⇔ 亀、ラクダ、サイ

・ビール飲み放題 ⇔ ビールの見放題

・取引先 ⇔ 鳥 引き裂き

・なんか嫌 ⇔ 難解や

・模様替え日 ⇔ 模様が海老

・寿司屋に行かなかった

⇔ 寿司屋に烏賊なかった

・地区陸上大会 ⇔ チクリ、苦情大会

・今から探しに行く

⇔ 今から佐賀市に行く

・出金額だよ ⇔ 出勤が苦だよ

・パン作ったことある？

⇔ パンツ食ったことある？

・何か父さん臭い時がある

⇔ 何かと胡散臭い時がある

・胸囲ないもんね。ゴメン～！

⇔ 今日居ないもんね。ゴメン～！

・老いて枯れた感じだ

⇔ 置いてかれた感じだ

・あの人もう重役になったんだって

⇔ あの人猛獣役になったんだって

・肋骨食って下さい ⇔ ６個作って下さい

・今日中に強盗見学できます

⇔ 今日１２号棟見学できます

・恋人立ち退き説 ⇔ 恋人たちの季節

・口臭か胃の出血を確認してください

⇔ 講習会の出欠を確認してください

・あなたの小鳥怪死体

⇔ あなたのこと理解したい

・イブは、相手います

⇔ イブは空いています

・誰かビデオ撮ってるヤツいないか？

⇔ 誰か美で劣ってるヤツいないか？

・500円でおやつ買わないと

⇔ 500円で親使わないと

・うちの子は時価千円でした

⇔ うちの子は耳下腺炎でした

・ドアは鎖かけてるから大丈夫

⇔ ドアは腐りかけてるから大丈夫

・マイ戦闘機の展覧会

⇔ マイセン陶器の展覧会

・歯無しに困った歯科医者

⇔ 話に困った司会者

・家出の手伝いをする

⇔ 家での手伝いをする

書き出せば、次々と出てきます。中にはこ

んな間違いは、しないと思える物もあります

が、恋人に誘われて、答えた言葉が「イブは、

相手います ⇔ イブは空いています」では

大違いですね。

実際の対面リーディング

では、漢字かな混じり文を

読みます。それ故、区切り

の間違いは少ないですが、自分では気がつか

ないで間違った区切りで読んでしまうことも

あります。

そこで、今回は練習問題をたくさん用意し

ました。遊びも兼ねて挑戦して下さい。
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1 おれきょうきづいた

2 かにくわれる

3 おしょくじけん

4 あのおかまでかけていく

5 まりおでもきんめだるとれたしね

6 のろいのはかば

7 あさがたのしみだ。

8 あさごはんにゆでたまごたべる

9 いえはしらないの？

10 おいたわしや

1 俺、今日 気付いた ⇔ 俺、狂気 付いた。

2 蚊に食われる ⇔ 蟹、食われる

⇔ 果肉、割れる

3 お食事券 ⇔ 汚職事件

4 あの丘までかけていく

⇔ あのオカマ出かけて行く

5 ま、リオでも金メダルとれたしね。

⇔ マリオでも、金メダルとれたしね

6 呪いの墓場 ⇔ 鈍いのはカバ

7 朝が楽しみだ ⇔ 朝方のシミだ

※おねしょかな？

8 朝ごはんに茹で卵食べる

⇔ 朝ごはんに茹でた孫食べる

※身の毛もよだつ怖い話

9 家は、知らないの？

⇔ 家、柱ないの？

10 老いたわしや ⇔ おいタワシや

11 いぬがきょうけんかした。

12 いまいちえんがないんです。

13 うみにいるかのたいぐん

14 うんこくさいくうこう

15 かいだんのぼうれい

16 ここではねる

17 おれにくいやだな

18 かがみみにきた

19 まにあいそうだね

20 きみはしらないの？

11 犬が今日、喧嘩した ⇔ 犬が狂犬化した

※どっちにしろ大変ですね。

12 イマイチ、縁がないんです

⇔ 今、１円が無いんです

13 海にイルカの大群 ⇔ 海にいる蚊の大群

14 うん、国際空港 ⇔ うんこ臭い空港

15 階段の亡霊 ⇔ 階段のぼれ

16 ここで、跳ねる ⇔ ここでは、寝る

※どっちにしろ状況がよくわからん

17 折れにくい矢だな ⇔ 俺、肉嫌だな

18 鏡、見に来た ⇔ 蚊が、耳に来た

19 間に合いそうだね ⇔ マニアいそうだね

20 君は、知らないの ⇔ 君、走らないの

21 なんかいもみたい

22 きょうじゅうにたべる

23 ねえちゃんとふろはいった？

24 はながみをむすぶ

25 すかーふをまとめてくびにまく

26 だれかいたの？

27 ともだちにせんえんかす

28 にらみつけた

29 ぶらしわすれた

30 ぼくさーがちょうのようにまうよ

21 何回も見たい ⇔ なんか芋みたい

⇔ 何回、揉みたい

22 今日中に食べる ⇔ 教授ウニ食べる

23 ねえ、ちゃんと風呂入った？

⇔ 姉ちゃんと、風呂入った?
24 花が、実を結ぶ ⇔ 鼻紙を、結ぶ

25 スカーフをまとめて、くびに巻く

⇔ スカーフをまとめ、てくびに巻く

26 誰、書いたの？ ⇔ 誰か、居たの？

27 友達に、千円貸す ⇔ 友達、二千円貸す

※千円、二千円、どっちなんや

28 睨みつけた ⇔ ニラ見つけた

29 ブラシ、忘れた ⇔ ブラ、し忘れた

30 ボクサーが、蝶のように舞うよ

⇔ 僕さー、ガチョウのように舞うよ

31 みんなもえろほんきになって

32 たいやきってたべる？



- 9 -

33 ふろにはいるかはいらないか

34 かんそうきかして

35 あのたてものにはいったの？

36 きょうはあめがふるてんきじゃない

37 おれはまってるぜ

38 よいこはここにはいらない

39 しんだいしゃたのむ

40 かねおくれたのむ

31 みんな、燃えろ！本気になって！

⇔ みんなもエロ本、気になって

32 鯛焼きって食べる？

⇔ タイヤ切って食べる？

33 風呂に入るか入らないか
い

⇔ 風呂にはイルカはいらないか

⇔ 風呂にはイルカ入らないか

※確実に入らないし、いらない

34 感想、聞かして ⇔ 乾燥機、貸して

35 あの建物に、入ったの？

⇔ あの建物には、行ったの？

36 経済は､急降下 ⇔ 経済波及効果

37 俺は待ってるぜ ⇔ 俺､はまってるぜ

38 良い子はここに入らない

⇔ 良い子はここには要らない

39 寝台車､頼む ⇔ 死んだ､医者頼む

40 金送れ､頼む ⇔ 金をくれた､飲む

41 りかちゃんとべんきょうしてる？

42 わたしはとばすがいい

43 わたしといてください

44 いいにくかった

45 おそらくもっているよ

46 おとうさんがくるまでまつ

47 ししゃもくうおばあさん

48 はなこさんじゅうごさい

49 ちゅうごくせんさんごみつりょう

50 はははははいいです

41 理科、ちゃんと勉強してる？

⇔ リカちゃんと、勉強してる？

42 私、はとバスがいい

⇔ 私は、都バスがいい

43 渡しといてください

⇔ 私と居てください

44 いい肉買った ⇔ 言いにくかった

45 お空、曇っているよ

⇔ おそらく待っているよ

46 お父さんが、来るまで待つ

⇔ お父さんが、車で待つ

47 死者も食うお婆さん

⇔ ししゃも食うお婆さん

48 花子さん、十五歳 ⇔ 花子、三十五歳

※20歳も違ってきます

49 中国船、珊瑚密漁

⇔ 中国船さん、ご密漁

※密漁なのに丁寧語

50 母は歯は良いです

⇔ ハハハハハいいです

「お母さん！お腹すいたよ。何かないの？」

２階からカズオが叫んだ。

台所にいるはずの母からは何の反応もない。

おかしいなと思いながら、カズオはもう一度

叫んだ。

「お母さん、聞こえてる？何か食べるものな

い？？」

しかし、やはり返事はなかった。

しかたなく、カズオは階段を下りていった。

やはり、母の姿はない。

ガスコンロには火がついており、鍋がかかっ

ている。

グツグツグツグツ

と、その時、奥の部屋から母が帰ってきた。

回覧板を届けに行ってたのだ。

「もう、火をつけたままで危ないじゃないか。

お腹すいたんだよ。今日のご飯何？」

母親はにたっと笑ってこう言った。

「恐怖のみそ汁！！」

「恐怖のみそ汁！！」

「今日、麩の味噌汁・・・」

こんな話や「悪の十字架 ⇔ 開くの10時

か」など流行った事がありま

すね。これも「ぎなた読み」

です。

ちょっとした事で、話が変

わったり、伝わらなかったり

します。気をつけなければなりません。
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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

鎌倉 おみそ善 （テイクアウト型味噌汁専門店）

【所在地】 大阪市西区江戸堀1-4-21
【電話番号】 06-6485-7112
【行き方】 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅下車 6番出口を出て徒歩5分
【営業時間】 平日8:00～18:00、土曜10:00～14:00
【定休日】 日曜日・祝日
【URL】 http://www.uno-pulir.com/omisozen/

情文本館を東に渡り、大同生命ビルを南に

歩きます。アーセンティア迎賓館（結婚式

場）の南角を左に曲がり、直近の三叉路を右

に曲がってすぐ。隣には、くすの木（レスト

ラン）があり、こちらの方が目立ちます。こ

のレストランも美味

しいので、機会があ

れば紹介します。

今回は今年の7月に

オープンして話題と

なっている味噌汁専

門店。

「美と健康」をテーマにヘアサロン、エス

テ、ジムなどの展開をしているウノプリール

グループ初の飲食業態です。店名にも由来す

る通り、鎌倉時代に広まったとされる味噌汁

の効果に着目し、１杯でお腹一杯になるよう

量を少し多め（350ml）にしているんだと

か。どれも健康的なメニ

ューで、「わかめと唐揚げ

と豆腐」「鶏つくねとなめ

こ」「鶏肉とじゃがいもと

糸コンニャク」「具だくさ

ん豚汁」「レタスと車麩と

半田そうめん」･･･など11種類（いずれも

390円）を用意。味噌は、長野県岡谷市の

「喜多屋醸造店」のこだわりの生味噌。無添

加で粒がゴロゴロしているのが特徴です。

白みそ/赤みそ/合わせみそ3種の味噌から
選択します。また、別途料金で、わかめ/溶
き卵 /半田そうめん /鶏つくね /イワシつみれ
（80円～100円）などのトッピングを追加

する事ができます。

味噌汁の他に、おにぎりと惣菜が用意され

ています。おにぎりは、白米のように美味し

く、通常の玄米のような高い栄養価があり、

カロリーと糖質が低い、カラダに優しく嬉し

い今話題の「ロウカット玄米」使用の「出汁

焚き玄米おにぎり」（小＝60円～/中＝90円
～）があります。

惣菜も、「こんにゃくとピーマンの炒めも

の」「中華風酢の物」「オクラともやしのナ

ムル」「キャベツと日高昆布のあっさりサラ

ダ」「ネギ入り出汁巻き玉子」「味噌漬け玉

子」（以上100円）、「豚バラと茄子としめじ

の味噌炒め」「鶏もも肉と大根の照り煮」

「ブロッコリーとしめじのオリーブオイル和

え」（各150円）とバラエティ豊かにスタン

バイ。

さらに、朝限定で定食も提供。朝8時から

10時までの2時間限定となっています。

朝のお味噌汁セットは390円で味噌汁

（小）/ごはん/お惣菜でそれぞれ好きなもの
を選べます。
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情報発信

盲導犬の名前について

サービス部 岡本 昇
おかもと のぼる

盲導犬の名前には、ペット犬と同じくらいいろいろな名前が付けられます。さすがに、

「ぽち」とか「ころ」というのはないですが、花の名前や宝石の名前など、日本語よりも

外国語が多い印象です。中には、「アトム」といったアニメのヒーローの名前もあります。

では、盲導犬の名前は、誰が考え、どのように決めるのでしょうか。

盲導犬の名付け親はパピーウォーカーです。盲導犬の子犬を生後２ヶ月頃から12ヶ月

頃まで家庭に引き取り、大切に育ててくださるボランティアです。そして、盲導犬の名前

を付ける際は、育成施設からお願いする条件に従って行われます。

条件の一つは、アルファベットです。同じ母犬から同じときに生まれた兄妹犬は、名前

の初めが同じアルファベットになるようにしている育成施設が多いようです。これは、

「2019年のＡ体」というように、名前と年齢からすぐに親犬や兄妹犬が判るようにして

いるからです。

他の条件としては、「命令語（ストップ、ゴーなど）」や、日常よく使われる言葉など

は、付けることができません。歩行中に混乱を来すからです。また、名前を付ける際、そ

の言葉の意味や由来、名付けた理由などを説明していただくよう、お願いする施設もあり

ます。

ちなみに、私のパートナーの「カリム」は、2011年生まれのＫ体で、古代ギリシャの

王様に多く付けられた名前だそうで、「価値あるもの」という意味があるようです。毎日

通勤ラッシュの中を誘導してくれるカリムは、私にとって欠くことのできない大切な家族

です。とてもよい名前を付けてくださったパピーウォーカーさんに感謝しています。

対面リーディング基礎講習会に参加して

サービス部 対面担当 長尾 郁子
な が お い く こ

去る9月12日に、対面基礎講習会が行われました。すでに音訳などで活動されている

方、これから初めてみようという方、合わせて13名の方々にご参加いただきました。

前半は職員より日本ライトハウスの現状や対面リーディングについての説明、後半は二

人一組でロールプレイング体験をしていただきました。職員からの意地悪な課題もある中、

どの方も相手のご希望に沿いながら対応され、今後の対面活動のヒントも得ていただけた

のではないでしょうか。

更に、今回はもし自分が目の見えない立場だったなら、という設定で日常生活を想像し

てみる、という試みもありました。「自分に何ができるか」という普段の意識から、利用

者の方々の「これがしてほしい」という気持ちを実感することができたのではないでしょ

うか。私自身も今後の対面コーディネイトを行う上で有益な体験となりました。

この講習を機に、活動の場を更に広げていただけることを願っております。
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【前回のお悩み】

・図書を途中から読む時に人名など固有名詞が分からず困っています

人名や地名など、固有名詞の読み方は、本文に初めてその単語が出てきた時にルビが振

られていることが多くあります。そのため、前のほうのページを調べることが効果的な方

法です。また、途中まで読まれている利用者の方は人名などが分かっているので尋ねてみ

る、という意見もありました。

対面室には「引き継ぎ表」を置いてありますので、固有名詞や読み方が難しいと感じた

単語の読みを記録して、利用者の方の了解のうえで本に挟んでいただくと、次に読む方の

読みの助けとなります。ぜひ有効に活用していただければと思います。

また、持ち込んだ辞書などでも分からない場合は担当者にお伝えいただければ調べてお

伝えいたします。遠慮なくご相談下さい。

【今回のお悩み】

・政治的な話などで自分と違う考えに同意を求められた時、どう返答しますか？

・１２月２６日（木）から1月６日（月）まで、対面リーディングはお休みです

当館の冬期休館に伴い、12月26日（木）から１月６日（月）まで、対面リーディング

サービスもお休みとなります。

上記以外は通常通りとなりますが、例年、年末年始はいろいろな行事や旅行、ご家族の

帰省などでボランティア活動ができないというご連絡を多く頂いています。

そのためこの時期は、いつも以上に職員からの依頼の連絡が入るかと思いますが、もし

ご都合が合う日がありましたら月に2回、3回と活動して頂けますと助かります。

ご協力のほど、なにとぞ宜しくお願いいたします。

・「盲導犬チャリティーカレンダー」が発売中です

日本ライトハウス盲導犬訓練所では、毎年ご好評を頂いております「盲導犬チャリティ

カレンダー」2020年版を発売中です。可愛く、ほのぼのとしたラブラドールのイラスト

が月替わりで描かれています。壁掛けタイプでＡ４判（見開きＡ３判）。定価1000円。

売り上げは盲導犬の育成費に充てられます。通信販売をご希望のかたは盲導犬訓練所

（電話0721-72-0914）まで。当館３階総務係でも販売しております。

かつての本の虫が今やすっかり活字離れ 日本ライトハウス 情報文化センター

に。図書係にあるまじき姿に少し反省中で 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
す。寒さで家に籠もりがちなこの季節、積 06-6136-7704（対面専用）
み本を少しでも減らそうと思います。（F） 06-6441-0039（サービス部）


