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対面リーディング通信 2021年
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対面リーディングの再開について

緊急事態宣言の解除、並びに大阪モデルの青信号への移行に伴い、10月中旬から対面

リーディングを再開いたしました。

前号でお伝えしましたように、休止期間の長期化により利用者からの再開の要望が多く

あることや、ワクチンの接種が進んできたこと、感染者数が低い水準であること等を総合

的に判断して再開しています。

再開後は以下の方法で対面リーディングを行っています。

・Zoomミーティングを使い、利用者とボランティアさんが別々の対面室に入り、

パソコン画面を通して対面リーディングを行います。時間は1時間半を上限とし

ます。部屋でお一人で読まれている間はマスクを外していただいて結構です。

・来館時の体温測定、マスク着用、手指の消毒を徹底し、必要に応じて手袋も使用

できるよう、当方で用意いたします。

・対面の前後に担当者がドアノブや机、パソコンなどの定期的な消毒を行います。

利用者のご依頼に合わせて、随時ご都合をお伺いしております。ボランティア活動につ

いてご不安、ご不明な点がございましたら、連絡時などに遠慮なくお尋ねください。

引き続き当館では感染予防に細心の注意を払いながら、利用者サービスの提供と、ボラ

ンティア活動の継続に努めて参ります。何卒よろしくお願いいたします。

今月号の主な内容

対面リーディングの再開について １

誌上勉強会 どのように読みましょうか 木村 謹治 ２

情報発信 「アイフレイル」にご注意を 福田 直樹 ７

寄り道・回り道 北新地 はし本 木村 謹治 ８

情報発信 漢字あれこれ（その６） 澤井 稔 ９

お知らせ 10
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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 47

－ どのように読みましょうか －

「モー娘」の愛称で親しまれている女性ヴ

ォーカル・アイドルグループの「モーニング

娘」の正式な表記は「モーニング娘。」或い

は「モー娘。」です。

ご存じでしたか、名前の最後に「。」が付

いている事を。驚きました。対面リーディン

グで読む場合は「もーにんぐ むすめ まる」

と書かれている通り読まなければいけないの

でしょうか。

一世風靡した当時、テレビやラジオでは

「モーニング娘」の後ろに「まる」と付けて

呼ばれていた記憶はありません。「モーニン

グ娘。」は「モーニング娘」でしょう。

となると、書かれているものは忠実に読む

法則とは？と疑問が生じてきます。

少し調べてみると、大ヒット映画となった

「君の名は」も正式には「君の名は。」でし

た。但し、番組が始まる時間になると、銭湯

の女湯から人が消えたといわれるほど人気の

あったラジオドラマではなく、2016年の新

海誠監督の作品の話です。

こちらも話題になった作

品ですが、誰も作品名の最

後に「まる」と言っている

人はありません。

一般的には文章中の句読点は読みません。

でも上記の2例は句点とは言えません。「。」

までが固有名詞です。では読むのですかと問

われると、読まれない方が通例です。

ただ、書かれた情報として『モー娘には娘

の後ろに句点の○が付いています』と説明を

流すのも大事ではないでしょうか。

話は少し脱線しますが、ある利用者の体験

です。新聞や雑誌を読んでもらっていて、

「だんかいのせだい」という言葉がよく出て

きたそうです。本人もその年代の人で、ベビ

ーブームとも言われ、右を見ても左を見ても

同じ世代の人であふれ、クラス定員は60名、

学級数は多く、そんな光景は当たり前でした。

自分たちは戦後のベビーブームに生まれた、

特異な「段階」の世代だと思っていたそうで

す。

ところが、ある時、漢字の説明をしてくれ

た人があり、初めて正しい意味がつかめてと

おっしゃっていました。「かたまり（団

塊）」の世代とはよく言ったものです。

読み手は、墨字（漢字）を見ているのでこ

のような勘違いはないと思います。

録音済みの原本を何気なく眺めていると、

下記のような文章がありました。

「わたしは○○君と比べて、どうして、も

の覚えが悪いんだ」

「□□さんは、こんなに上達しているのに、

私はいつまでも不器用なままだ」

原本には、スムーズに読むためのルビや漢

字の読みなどメモ書きが鉛筆で細かく書き加

えられていました。

当然「わたしは○○君と…」は「まるまる

くん」と読み上げます。

では「□□さんは」はどう読むのでしょう

か？ 「しかく しかく さんは」ですか？

確かに「□」は「しかく」と読みます。で

も「しかく しかく さんは」という言い方

は、あまり聞いたことがありません。

では、どうしましょう。鉛筆で書き込まれ

たメモには「ばつばつ さんは」と書かれて

いました。これならば、流れを遮ることはな
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く、スムーズに読め聞き手にも通じます。わ

ざわざ音訳者注で「□□」を「ばつばつ」と

読み替えますと説明する必要はないでしょう。

でも、書かれていることを読み替えていま

す。これはダメですか？

さらに「△△さん」が出てきたらどうしま

しょう。「○○」を「Ａ」、「□□」を「Ｂ」、

「△△」を「Ｃ」にしますか？ 微妙ですね。

版画は葛飾

北斎の富嶽三

十六景の１つ

「神奈川沖浪

裏」です。点

字や録音では

どの様に説明

するのでしょうか。

巨大な波が舟を飲み込まんばかりに襲い掛

かってきます。荒れ狂う波の先には富士山が

鎮座しています。動と静、近と遠の鮮明な対

比を感じさせます。大波に飲み込まれそうな

男たち、怒涛の波の音が聞こえてきそうです。

人々は舟べりにただしがみついているようで、

この大波を白と藍で表現しています。

説明の上手下手はさておき、録音図書の場

合は読み上げなくては伝わりません。

この文章を読んでいる皆さんは絵をご覧に

なっているので、こんな下手な説明でも少し

は通じることはありますが、見えない方、或

いは全く見たことのない人にとっては、この

絵と同じものを想像することは困難です。

でも、絵を見れば、見た本人の感覚で自由

に感じることができます。「百聞は一見にし

かず」ですね。

コンサートに行ったとします。感動した曲

を記録するにはどうすれば良いのでしょうか。

譜面に書き写す方法があります。が、そん

な技術を持った人はざらにはいないでしょう。

でも、譜面に直せば正確に伝わるはず……で

しょうか？

そうでもないみたいですね。同じ作詞・作

曲家の作った曲でも、歌い手によってイメー

ジが変わってきます。オーケストラも指揮者

の解釈の違いで演奏が違ってきます。

音楽を文字で書き表すのは至難の業であり、

もし書いても上手く通じるかは疑問です。

でも、録音を聞けば直感的に伝わります。

もちろん、コンサートホールと録音物には違

いがありますが、文章との差は歴然です。

それぞれの媒体では表現できる中身の差が

当然あります。また、慣用的に使われる表現

方法があります。

先ほどの「□□さん」でも「★★さん」で

も「※※さん」でも、文字に書かれたものを

目で見ると、そんなに違和感がありません。

しかし、「しかくしかくさん」、「くろぼし

くろぼしさん」、「こめじるしこめじるしさ

ん」なんて読めば、何か深い意味があるので

はと勘ぐりたくなります。

葛飾北斎は絵を通じて彼の感性を表現し、

作曲家は譜面に体現し、演奏家は譜面から感

じ取ったイメージを楽器を通して表現します。

近年、ネット環境が急激に発達し、私たち

の文字文化にも多大な変化をもたらしました。

人類が発明した印刷技術と同じぐらいのイン

パクトを与えたのです。

ネット環境には、それにふさわしい表現方

法があります。若者は新しい表現を次々に生

み出してきました。そして図書の中にもじわ

じわと浸透してきています。

ここからが、難題です。

さて、文章の最後に（笑）と書かれている

のは、書籍でも見ることがありますね。元々

ネット上で使われた表現方法が取り入れられ

たとの説明があります。

では「ｗ」は何でしょう？

更に「WWWWWWWWW」は？

「草」は？

これらは、インターネットスラングと言わ

れ、もっぱらインターネット上で使用されて

いる俗語（スラング）です。

多くの場合、電子掲示板やチャット、電子

メール、SNSといったコミュニティ上で利

用されています。顔文字などもインターネッ

トスラングといえます。（笑）と同じような

ライトなニュアンスで使用されるようです。

実際の使われ方は

・「マジであの時のボケは面白かったwww
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天然すぎwww」

・「犬のフン踏んだと思ったら、直後に鳥に

フン落とされたんだけど！ 最悪」

「おっｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」

ざっと、こんな具合です。

また、「ｗｗｗ」は、面白くて笑う以外に、

皮肉・批判や揶揄を込めたもの、嘲笑の表現

の場合もあります。

皮肉や批判の意味合いを込めた場合は

・「あなたが何を言ってるのかわかりません。

ちゃんとその言葉の意味、調べてから使っ

た方がいいですよｗ」

この時の「w」は何でしょうね。「プンプ

ン」でしょうか？ それとも、そんな言葉も

知らないのかと、（嘲笑の）「笑い」でしょ

うか？ 僕自身、実際に使っていないので、

適確な答えは出せません。

そもそも雑誌では、古くから対談記事など

で（笑）が使われて来ました。もちろん、こ

こで筆者や対談相手が笑ったということを表

現しています。それがネットの掲示板でもそ

のまま使用され、たとえば、2ちゃんねる

（現・5ちゃんねる）では「藁（わら）」とい

ったバリエーションも使われていました。と

ころが、海外ゲームでローマ字入力しかでき

ないとき（笑）を（warai）と表示するよう

なり、やがて（ｗ）に短縮されることになっ

たという事らしいです。

その後、ニコニコ動画が登場すると、笑い

の度合いを（w）の数で表すようになり「w

wwwwwww」などと表現されるようにな

っていきました。すると、大爆笑シーンでは

皆が「wwwwwwww」と一斉に入力する

ために画面が「wwwwwwww」で埋め尽

くされます。その様が「草原」のように見え

ることから、転じて「草生える」などと表現

されることになりました。たとえば、「今の

○○○はマジで笑えるね」という文章が「今

の○○○マジ草生える」というように表現さ

れるわけでです。その後、SNSの普及によ

って単純に「笑＝草」と認識されるようにな

っていきました。ちなみに、草の度合いを表

す表現として「大草原」→「竹」→「森」→

「山」→「アマゾン」などを使うこともある

ようです。

うかつにも

最後のアマゾ

ンを通信販売

会社のAmazonと勘違いして「？？」でし

たが、若者に聞いて納得しました。南米のア

マゾンです。確かに森より大きい密林です。

口頭でも「それマジ草」と言われたら「そ

れマジで笑える」という意味だそうです。

ネット上での笑いの表現はこれまで（笑）

→（warai）→（w）→（草）と変化してき

ました。が、新顔も登場しています。「草」

に代わる笑い表現として2018年頃から注目

されているのが「竹」です。使い方はまった

く「草」と同じで、「竹生える」「竹不可

逆」などと使われます。しかも、「TTTTT

T」や「ｹｹｹｹｹｹｹ」といったバリエーション

まで登場しているので厄介です。

これはパソコン通信時代から、その類型が

見出されます。キーボード入力の遅い人など

が率先して使う傾向もあり、主にチャットや

BBS（電子掲示板）上で発達した語といえ

ます。これらでは簡便な入力を意図したもの

で、感情表現に日本語入力システムに予め登

録された顔文字を使う形態もこれに含まれま

す。

英語圏の「GJ」(Good Job)のような頭

字語、「thx」(thanks)のようなLeet表記の

他に、日本語の省略された

語として「おめ」（おめで

とう）や、「乙」（お疲れ様

→おつ(煽る時に使われること

もある)）のような語、「J

K」（女子高生→Joshi Kousei、または常識

的に考えて→Joushikiteki ni Kangaete）

のような日本語表記の頭字語的表現がありま
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す。笑っていることを表す「（笑）」も、タ

イピングを省略していく内にローマ字の頭文

字を取って「w」となった訳です。

また、キー入力のミス（タイポ）や、日本

語など入力変換の際の見落とし（誤変換）な

どから発生したものでは、本来は偶発的に発

生したものが、意図したかのように興味深い

文字列となっている場合に好んで用いられる

ようになった物がある一方、禁止ワードとし

て入力が制限される言葉の代替として意図的

に誤変換したものなどがあります。例えば攻

撃的な文言をシステム上で差し止めてしまう

電子掲示板などでは、様々な代替語が発生し

た（「ﾀﾋね」「氏ね」「基地外」など）。また

ギャル文字のように「ン」と「ソ」のような、

一部の文字を外見の似た文字に置換したり、

「ネ申」（神）のようにひとつの漢字を複数

の漢字に分解するもの、「儲」（信者）のよ

うに複数の文字を合成するものも見られます。

さて、ここからが大問題です。「ｗｗｗｗ

ｗｗｗｗ」をなんと読みましょうか。

「ダブリュ・ダブリュ・ダブリュ…」と読

めば、聞き手も困惑される事でしょうね。な

んだか早口言葉みたいです。と言って短く

「くさ」と読み上げても通じるでしょうか？

皆さんは、そもそも「草」や「ｗｗｗｗｗ

ｗｗｗ」の言葉の意味をご存じでしたか。あ

るいは、これらの言葉が使われているシーン

を見た事はありますか。

僕自身「くさ」なる言葉は知りませんでし

た。また、「ｗｗｗｗ」は見た事はあるよう

な気がしますが、記憶に留まる事はありませ

んでした。この原稿を書くにあたって若い方

に教えてもらった次第です。

恐らくですが、利用者も知らない方が多い

のではないかと推測します。そもそも「ｗｗ

ｗｗｗｗｗｗ」は会話で表現するものではな

く、見て伝わるものではないでしょうか。視

覚障害者もSNSをされている方が多いので

すが、複数の人に聞いてみなければ結論が出

ませんね。

いずれにしても、読み上げる資料にこれら

が記載されておれば、意味を知っているか伺

って、もしご存じなければ簡単に説明し、例

えば「若者が使っているように『くさ』と読

みますね」と了解を得るのも1つの方法です。

こんなのもあります。「くぁwせdrftgyふ

じこlp」。なになにとビックリしますね。こ

れもインターネットスラングの１つです。文

字に起こすことが困難な、言葉にならない悲

鳴などの表現に使われる言葉です。そのため、

本来は音読不

能ですが、語

中の平仮名よ

り「ふじこ」

とも呼称され

ています。困

りましたね。

どう読みまし

ょうか？ 上手い読み方を考えて下さいね。

いいアイデアがあれば教えて下さい。

視覚から情報を得るものに「漫画」があり、

前記の「君の名は。」もアニメです。

最近は、映画やドラマの実写作品も原作が劇

画である事がしばしばあります。

その劇画の話です。ネ

ット上にこんな話が掲載

されていました。

以下ネットより

漫画に「る゛」がある

と生徒に聞かれました

が、これはどのように説

明すればいいですか？

本来ラ行に濁点は付きません。当然教科書

には存在しない文字なのですが、この漫画で

は使われています。日本語学習者から見ると

「なんじゃこりゃ」と思ってもおかしくあり

ません。

さて… 学生にどう説明しましょうか。答

えは簡単です。

日本語の発音に「る゛」は存在しませんが、

「る」を強く言う場面で便宜上このように表

記することがごく稀にあります。漫画の登場

人物が泣きながら話しているところを見ると、

演出の一種だと思われます。

重要なことは、「る」も「る゛」も発音と

しては変わりません。作者さんの意図で、た

だ強調したいのだと思われます。

「る」以外に見かける可能性が高いのは
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「あ゛」でしょう。大きい声で叫ぶときにこ

のように表記することがあります。いずれに

しても強調ですね。

（「毎日のんびり日本語教師」より）

意味は分かったのですが、読み方は分かり

ません。「る゛」は発音できません。「る」

に濁点を付けて強調しているものと思われま

すと説明する以外はないでしょうね。

日本語を書き表すための日本独自の文字

「かな文字」が誕生したことで、日本の文学

は大きな発展を遂げ、『源氏物語』『枕草

子』などの名作が次々と生まれ、世に出てい

きました。

そんな素晴らしいかな文字ですが、実は発

明当初は大変不便な点がありました。濁音や

半濁音を表すものが、何もなかったのです。

濁点や半濁点がない場合、相当読みづらく、

紛らわしかったようです。どうにか文章を読

みやすくしようということで、平安時代に

「濁点」の原型と言うべき記号が使われるよ

うになりました。

かな文字の濁音を表すためにまず導入され

たのは、「陀羅尼（だらに）」という仏典を音

読する時に使われていた「声点（しょうて

ん）」と呼ばれる記号でした。それらはだん

だんと整理され、現在の濁点「゛」に統一さ

れて来たのです。

「大日本帝国憲法」などの法令文書は「天

皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラ

ス」のように記載され、長ら

く濁点が使用されることはあ

りませんでした。このような

文書にも濁点が使用されるよ

うになったのは、時代が下っ

た昭和に入ってからのことで

す。濁点が公式に認められてからの歴史は、

意外に短かったのですね。ちなみに、半濁音

を表すための半濁点「゜」は、これまた違っ

た経緯をたどって発明されました。

それが更に進化してｗｗｗｗｗｗｗｗ（←

さっそく使ってみました）とうとう「あ゛る゛」

など今までの濁点が付かなかった文字に濁点

が付いてしまったのです。

これで驚くのはまだ早いです。以下もネッ

トから拝借しました。

先日、6歳の子どもから「なぜ漢字には濁

点がつかないのか？」と質問されました。

石坂さんは 石坂゛が多いですが、私の知

り合いに、濁点の付かない石坂 (石さか) が

いますよ。そういう区別にもとっても便利で

すよね。（以上 Yahoo!知恵袋）

そう言えば、○○山は「○○さん」か「○

○ざん」か分からない場合がありますね。

「山゛」であれば「ざん」、「山」であれば

「さん」であれば便利かなぁと思ったのです

が「○○やま」という読みもありますね。残

念ながらこの案は却下です。

こんな区別とは関係な

く、『仮面ライダーBLAC

K』とその続編『仮面ラ

イダーBLACK RX』の

主人公・南光太郎が発す

る台詞にこんな言葉が出

てきます。「許゛さん」

仮名に直すと「ゆ゛る゛さん」。或いは

「ゆ゛る゛さ゛ん゛」かもしれません。どち

らにしても読めませんね。

どの様に処理しましょうかねぇ。やはり、

普段は漢字には濁点が付けないのですが、許

さんの「ゆる」の漢字に濁点を付けています

と説明しましょうかねぇ。もっとスマートな

説明を考えて下さい。

勿論、普通に「許さん」と言っているだけ

だが、演じた倉田てつを氏のパワフルすぎた

発声と独特の声質のために、あたかも一字一

句に濁音が付いているように聞こえるとの評

もあります。

確かに濁点がある事によって、強い意志が

感じられ、「許さん」と大声で叫んでいる様

子が伝わります。最後に付いた「!!」は読ま

ない事が多いです。

先ほども書きましたが、濁点は声点と呼ば

れ、漢字に付けるものとして、仮名よりも前

に発明されました。その濁点も時代を経るに

つれ廃れたのですが、形を変えて復活した感

がします。

言葉だけでなく文字も進化するのですね。
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「アイフレイル」にご注意を

サービス部 福田 直樹
ふ く だ な お き

・アイフレイルとは

フレイルとは「加齢に伴い身体の様々な機

能が低下することによって、健康障害に陥り

やすい状態」を指す概念です。健康と要介護

状態との中間の段階として位置づけられてい

ます。

アイフレイルとは加齢による眼の機能低下

のことで、加齢に伴って眼が衰えてきた上に

様々な外的ストレスが加わることで眼の機能

が低下した状態、また、そのリスクが高い状

態をいいます。

・アイフレイルチェックリスト

皆さんの眼の状態はどうでしょうか？以下の

チェックリストにいくつ当てはまりますか？

１．眼が疲れやすくなった

２．夕方になると見えにくくなることがある

３．新聞や本を長時間見ることが少なくなっ

た

４．食事の時にテーブルを汚すことがある

５．眼鏡をかけてもよく見えないと感じるこ

とが多くなった

６．まぶしく感じやすい

７．まばたきしないとハッキリ見えないこと

がある

８．まっすぐの線が波打って見えることがあ

る

９．段差や階段が危ないと感じたことがある

１０．信号や道路標識を見落としたことがあ

る

気になる結果は右上へ→

【チェックが０の人】

眼は今のところ健康です。変化を感じたらま

たチェックしてください。

【チェックが1つの人】

眼の健康に懸念はありますが、直ちに問題が

あるわけではありません。

【チェックが2つ以上の人】

アイフレイルかもしれません。気をつけてく

ださい。

・眼の健康のために

見えにくさや不快感を自覚したとき、その

状態を放置していると更に衰えが進んでしま

います。また、重度な障害に陥ると回復は難

しくなります。早期に発見できれば適切な予

防・治療が可能となり進行を遅らせたり症状

を緩和することも期待できます。

見え方や眼の状態に気を配ることで、眼の

健康寿命を延ばしましょう。

※この記事は以下のＨＰの内容を抜粋、引用

いたしました。

・日本眼科啓発会議

アイフレイル啓発公式サイト

https://www.eye-frail.jp/
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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

北新地 はし本

【所在地】 大阪市北区堂島1-2-23 田園ビル 2F
【電話番号】 06-6348-9222
【行き方】 JR北新地駅より徒歩8分
【営業時間】 11時30分～14時／17時～23時
【定休日】 日曜・祝日定休
【URL】 http://kitashinchi-hashimoto.com/

緊急事態宣言も解除されて、久しぶりのグ

ルメ案内です。何処にしようかと迷ったので

すが、復活第１回目はランチ激戦区の北新地

を選びました。

歩いていて、驚いたのは多くの店に生花の
せ い か

飾り付けが見られました。コロナ禍で新旧交

代が進んだのかなぁと思ったのですが、昔か

らの店も健在。昔の賑わいを取り戻しつつあ

る現状を喜んだ店と、そして客からもプレゼ

ントがあったのかな？

今回選んだ店も百合の匂いで廊下は充満し

ていました。

さて、行き方は情文から大阪駅に向かいア

バンザの北側の筋を右に曲がります。そのま

ま直進し右側にある田園ビル２階にあります。

斜め向かいには「つるとんたん」があります。

ランチは４種類。（いずれも税込）

・牛バラの赤ワインシチュー 1,300円

・旬菜弁当 1,000円

・お造り弁当 2,000円

・ミニ懐石 3,500円

頼んだのは旬菜

弁当です。盆の上

に乗せられた重に

は、色とりどりの

旬菜が盛りだくさん！ あまりにも種類が多

くてすべてを記憶するのは難しいです。すべ

て覚えておれば、認知症の心配はないでしょ

う。

確か、造り、だし巻き、煮物、白和え、ご

飯、赤だし、漬物、デザート、もっともっと、

種類があったはずですが僕の頭ではこれが限

界。そして、丁寧に作られた料理たちは、綺

麗に盛り付けられ、見た目にも美味しく、箸

が進みます。種類豊富な料理を少しずつ楽し

めるなんていいですね。食べると繊細な仕込

みが伝わって口の中に広がる満足度がやっぱ

り違います。

少し遅れて揚げた

ての天麩羅が別皿で

出てきます。海老と

野菜３種、天つゆと

大根おろしで頂きま

す。天麩羅は衣がサ

クサク、かぼちゃは甘味があり美味しく、海

老はカラッと絶妙の揚げ加減で尻尾まで食べ

ました。ぷりぷり食感が美味しすぎます。

高級料亭の味を垣間見ることができ、これ

で千円。お値打ちです。

デザートは胡麻プリンの胡麻ソースがけ。

プリンのなめらかな食感や、胡麻ソースのコ

クに癒されます。

ここは、珍しく1,000円のランチでも予

約が可能で、ありがたいですね。
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漢字あれこれ（その6）

対面リーディングボランティア 澤井 稔

重ね字読み

同じ漢字を重ねる読み方をとりあえず“重

ね字読み”と呼んでおきます。字を重ねると

物の状態を表す形容詞や副詞等を造ります。

漢字由来のものが多く、どこか重そうな響

きが有り、表現のたるみを引き締める効果が

あります。

① 早々＝そうそう 「早々に退散する」

「入社早々」

② 忌々しい=いまいましい (腹立たしい)

(癪にさわる)

③ 賑々しい=にぎにぎしい (大層にぎや

かである)

④ 女々しい=めめしい (柔弱である)(いく

じがない)(未練がましい)

⑤ 雄々しい=おおしい (男らしい)(勇まし

い)(けなげだ)

⑥ 初々しい=ういういしい

⑦ 瑞々しい=みずみずしい (若々しく美し

い)

⑧ 苦々しい=にがにがしい

⑨ 由々しい=ゆゆしい (忌まわしい)(恐ろ

しい)(容易でない)

⑩ 神々しい=こうごうしい

⑪ 刺々しい=とげとげしい (意地悪で角

立つありさま)

⑫ 苛々する=いらいらする (気があせる

こと)

⑬ 千々に =ち ぢ に ( 数 が たく さん )

「千々に乱れる」

⑭ 交々=こもごも (互いに入れ替わって)

(かわるがわる) 「悲喜交々」

⑮ 汲々=きゅうきゅう (一つのことにあ

くせくして、ゆとりがないこと)

⑯ 轟々=ごうごう (大きな音が響く様子)

⑰ 霏々=ひひ (雪がしきりに舞い落ちる

様子) 「霏々と降りしきる」

⑱ 赫々=かっかく (功績がはなばなしい

こと) 「赫々たる戦果」

⑲ 惻々=そくそく (痛ましい気持ちにな

る様子) 「惻々としてさびしい」

⑳ 喨々=りょうりょう (明るく澄んだ音

が鳴り響く様子) 「祭り囃子が喨々と

流れる」

㉑空々しい=そらぞらしい (わざとらし

い)(見えすいている)

㉒禍々しい=まがまがしい (いまわしい)

(不吉な感じである)

㉓猛々しい=たけだけしい (勇猛である)

(いかにも強い)

㉔馴々しい=なれなれしい

㉕蕭々=しょうしょう 「蕭々と風が渡

る」

㉖嫋々=じょうじょう (風のそよそよと吹

くさま)(しなやかなさま)(音声が長くひ

びいて絶えないさま) 「嫋々たる調

べ」

㉗錚々=そうそう (よく鍛えた鉄などの響

き)(冴えた音楽の音)(多くのものの中で、

特にすぐれたさま) 「錚々たるメンバ

ー」

㉘滔々=とうとう (水の盛んに流れるさ

ま)(弁舌のよどみないさま)(世間の風潮

等が勢い激しく一方に流れ向かうさま)

「滔々たる有権者の批判」

知っているはずなのに読めない字に出会う

と、残念な気持ちになります。重ね字の中に

はそんな言い回しが多いかもしれません。今

回も新しい言葉との出会いが有りますように。
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・12月25日（土）から1月5日（水）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25日（土）から1月5日（水）まで、対面リーディング

もお休みとなります。

コロナ禍が落ち着いている今、年末年始はいろいろな行事や旅行、ご家族の帰省などで

お忙しいことと思います。ただ、例年に比べ数は少ないとはいえ、対面の依頼は日程のぎ

りぎりまで入ることが予想されますので、もしご都合が合う日がありましたら、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」202２年版を発売中です。今年は盲導犬訓練所のユーザーやボランティア

から募集した写真を月毎に掲載しています。壁掛けタイプ（A４判・見開きA３判）と卓

上タイプ（Ｂ6判）の2種類で、いずれも価格は1000円（税込）です。

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。

・活動可能日の変更がありましたらお知らせ下さい

長期間にわたるコロナ禍により、皆さんの日常生活にも様々な影響が出ていることと思

います。お仕事やサークル活動などの日程が変わった方も多いのではないでしょうか。

コロナ禍の前から皆さんには対面リーディングの活動可能な曜日や時間帯をお伝えいた

だいておりますが、もしご予定に変更がありましたら、お手数ですが担当までお知らせ下

さいますよう、お願いいたします。

新型コロナが急激に沈静化。喜ばしいもの 日本ライトハウス 情報文化センター

の原因がはっきりしないのが不可解です。 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
基本の対策はまだまだ必要ですね。来年こ 06-6136-7704（対面専用）
そは穏やかな１年でありますように。（F） 06-6441-0039（サービス部）


