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毎年、春が近づくと“今年は花粉症になるかもしれない”と、ソワソワしていまし

たが、とうとうその時がやってきてしまいました。 

２月下旬から目・鼻が痒くて、ムズムズしています。これまで、花粉症の人を横目

で「大変そうだな」と傍観していたのが一転し、日々ムズムズした状況と格闘してい

ます。もうしばらく、この状況が続くのかと思うと、素直に春を喜べない気持ちと、

それでも、桜の便りを聞くと華やかな気持ちになる複雑な思いです。 

（点字製作係 奥野真里） 

 

 

【 休館のお知らせ 】 

４月２８日（日）～５月６日（月） 休館 

 

  【「アミ・ドゥ・ブライユ」読者交流会のお知らせ 】 

              第２回「アミ・ドゥ・ブライユ」読者交流会を、 

             ５月１１日（土）東京都立葛飾盲学校で開催します。 

              第１回目は大阪で開催し、多くの読者にご参加いた 

             だきました。今回は大阪を飛び出して、熱心な読者 

             も多い東京で行います♪ 
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専門点訳グループの活動紹介 

 毎日新聞大阪社会事業団と共催で毎年実施している専門点訳講習会が、今年で３２

回目を数えます。これまでに数々の専門点訳講習会が行われ、その後、各分野のグル

ープが発足し、現在も活動の歴史を刻んでいます。 

 専門分野としては、英語、お琴、楽譜、算数・数学、東洋医学などがあります。ど

のグループも月１～２回、例会を開いて入念に打ち合わせをしながら点訳・校正を行

っています。下記に、３グループの活動をご紹介します。 

 

東洋医学「グループ東医」 

 「東医」って何？ 

 答えは「東洋医学」の略です。 

 東洋医学関係の書籍・雑誌の点訳をしています。現在メンバーは１１名。 

 「東洋医学」？ 

 なんとなく知っているようで、はっきりとは分からない。 

 辞書を引いてみると、「中国から伝来し、日本で発展した漢方医学」と、言うこと

らしい。漢方と言えば漢方薬。鍼や灸も含まれるみたい。 

 １９９７年の「専門点訳講習会 第１回東洋医学コース」の修了者でグループを作

ったのが「東医」。翌年第２回の講習会があり、２０余名となりました。その後、存

続の危機がありましたが、２０１５年に第３回講習会があり７名の新人を迎えました。 

 最初に点訳したのは、『ひとりでできる即効ツボ療法』でした。初めての内容で手

探り状態。みな頭を抱えていました。 

 それから２２年。東洋医学・中医学・漢方・鍼灸・ツボ関係の書籍や雑誌（中には、

ちょっと違う分野？と思うのもありましたね）を７０冊余り点訳してきました。 

 グループのメンバーに「東医の点訳で苦労すること」を聞いてみました。 

＊ 何と言っても、用語の難解さ。馴染みのない言葉が次々に出て来ることです。調 

  べるのに苦労します。調べても、読みやマスあけが解らない語もあります。 

＊ 図の入れ方も難しい。省略するか、言葉で説明するか、点図にするか。中には、 

  自分が理解できない図もあって悩みます。 

＊ 漢文がよく出て来て、読み下し文を調べるのが大変。漢文の専門家がいたらな 

  と思います。 



『点訳通信』１００号 ３ 

などなど。東洋医学の音訳の方々と交流をしたいと言う意見もありました。 

 ともあれ、インターネットや図書館での資料調べに始まり、いかに正しく解かりや

すく点訳するか、メンバーと意見を交換しつつ、和やかに作業をしています。 

 今後ともメンバーと協力して、利用者の方々に喜んでいただける点訳書を届けてい

きたいと考えています。                    （櫻井
さくらい

 真由美
ま ゆ み

） 

 

 

楽譜グループ「コモド」 

 毎月２回、木曜日に集まり、グループで選書した楽譜やプライベート製作依頼のも

のを点訳しています。楽譜は解釈にかなり幅があり、点訳の方法、特にレイアウトは

点訳者によって違うと言っても過言ではありません。それほどに、判断に戸惑うこと

の多い分野なのです。 

 

 Ｑ. 活動はどのように行っていますか？ 

 Ａ. 音楽に携わっている方々から、楽器や楽譜についてのアドバイスをいただい

て打ち合わせを行い、その後、メンバーで具体的な点訳方法やレイアウトなどを話し

合い、各自で担当曲の入力作業を始めます。校正は添付メールでのやり取りが主流で、

活動日には校正済みの曲を全員で確認、新たな疑問点にはにぎやかな意見交換の末に

答えが導かれていきます。 

 

 Ｑ. 解釈が異なる場合はどうしていますか？ 

 Ａ. それぞれ意見を出し合って議論しています。それでも、最終的な結論がすぐ

に出ないことがあります。今は、加藤敏和先生のご指導をいただく時間に恵まれ、「楽

譜点訳」に関する知識を深めることができる貴重な時間になっています。 

 

 Ｑ. どんな楽器の楽譜を点訳していますか？ 

 Ａ. ピアノ、声楽が主要ですが、フルート、ヴァイオリン、ハーモニカといった

多様な楽器の楽譜にも挑戦しています。これからも、利用者の方に役立てていただけ

るよう取り組んで行きたいと思います。 
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算数・数学「数学勉強会」 

 数学勉強会は、毎月第２水曜日の午後１時半から３時半まで、講師を含めて９名で

行われています。メンバーは算数・数学の教科書点訳を経験されている方たちと数学

点訳初心者４名の構成です。きっかけとなったのは、２０１７年に行われた専門点訳

（教科書・教材点訳コース「算数・数学」）の一日講習で、その後、教科書点訳を希

望する者が集まり、より詳しく実践的に勉強を始めました。 

 最初は日本点字委員会発行の『点字数学記号解説』をテキストに、講師が用意した

問題を宿題として点訳し、経験者の方たちに校正していただき、数学点訳の基礎を覚

えました。そうして、算数問題集を全員で点訳し、墨点字を読み上げ、ほかの人の点

訳と比較しながら、もっと分かりやすい書き方はないかと皆で知恵を出し合うという

形になりました。メンバーも長年教職に就いておられた方、視覚障害の方が身近にお

られる方など教科書点訳に意欲的な方々で、示唆に富んだ意見にはっと気づかされる

ことも多いです。 

 現在は、プライベートで依頼された小学校算数問題集を分担して点訳し、互いに校

正し合い、講師に二校正を依頼して仕上げていくという実践的な活動になっています。 

 算数・数学では、数や式を強調するため一般点訳とマスあけ規則が違っていたり、

小学校（算数）と中学校（数学）で使用できる記号の範囲が違っていたりと、点訳し

ながら混乱することもしばしばです。また、原文通りに点訳するのが基本ですが、言

葉を付け加えたり、簡略化したりと、経験を積まないとなかなか見極めが難しいと感

じています。加えて、図形・表・グラフが欠かせません。そのため、エーデルを使っ

て図やグラフを描く機会も増えてきました。実際に触わって理解できる図になってい

るだろうか、点種は何を使ったらいいか、文章と図の位置関係など、いつも悩むこと

ばかりです。経験者の方々にコツを教えてもらいながら、「習うより慣れろ」で、も

っとエーデルを使いこなしていけたらと思っています。 

 月１回の勉強会なので数学の点訳規則を忘れがちですが、勉強会のために点訳した

り図を描いたりと途切れず継続していけば、いつしか身につくと期待しています。 

（古林
ふるばやし

 敬子
け い こ

） 

 

 
(C)WANPUG 
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新人点訳ボランティア紹介 
 

 昨年末に点訳ボランティア養成講習会を修了した４名が、今年１月から各曜日で活

動しています。皆さんに自己紹介していただきます。 

 

 

親子共々１年生 

【火曜日】岩谷 裕子（いわたに ひろこ） 

 講習会を終えて、いよいよ活動開始！と意気込んでいましたが、いざ先輩と一緒に

校正したり、色々な“点訳あるある話”を聞いているうちに、だんだん「私でもやれ

るのかな…？！」と不安な気持ちになります。 

 諸先輩方は、少しでも疑問があればしっかり調べて、熟考して、どうすれば理解し

てもらえるか、あの手この手で取り組んでおられるので、その姿勢、根気強さ、熱量、

すべてにおいて感心させられることばかりです。 

 私にはこの４月から小学１年生になる娘がいます。私が本の点訳をしている時、横

で娘も習い事の宿題をしており、時々「ここ、わからへーん」と質問してくることが

あります。その時、私は娘に「問題をよく読んで考えてみいや！」とテキトーに答え

るのですが、ふと自分に照らし合わせた時、『問題をよく読んで考えないとあかんの

は私やん！』と自分自身にツッコミをいれていることがしばしばあります。(笑) 

 せっかく出会えたこの機会です。 

 娘と私、同じ１年生。私はもう大人なので、難しくても、ややこしくても、「継続

は力なり」という言葉を信じて、腰をすえて頑張っていこうと思っています。 

 未熟な私を今後も暖かく見守っていただきますよう、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

点訳との再会 

【水曜日】岩本 幸子（いわもと ゆきこ） 

 大阪より和歌山のほうが近い、河内長野の山奥から来ています。すごい田舎ですが、

家からすぐ里山歩きに出かけられるし、近所の農家の方からその日の朝採れたおいし

い野菜を安く買えるのも嬉しいです。小さな一軒家に一人で暮らしているので、下手

な三味線やお琴を気兼ねなく弾けるのも助かります。 

 神戸や阪神間のやはり山奥で働いていましたが、７年前母が病気になり、早期退職

して実家に戻りました。思いがけず母が早く旅立ち、自由な時間ができた時、学生時

代に少しだけ習った点字をもう一度やりたいと思い、６０の手習いで昨年の講習会を

受講しました。 

 本棚の奥で長年眠っていた辞書類を引っ張り出し、注意力・記憶力・集中力のなさ

に愕然とする毎日ですが、明るく若々しい先輩方のパワーを分けていただきながら、

自分のペースで取り組んでいけたらと思っています。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 
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刺激を受けながら 

【木曜日】木内 孝子（きうち たかこ） 

 皆さま初めまして。 

 講習会最終日に何冊かの本の中から自分が点訳する本を選びました。本のタイトル

からあまり難しそうでなく、私にでもできそうな 1 冊を…と思って決めたのですが、

いざ始めてみると、本の中にはたくさんの「表」や「グラフ」、「楽譜」などがあり、

目が点になってしまいました。先輩方にいろいろ教えていただいたり、助けていただ

いたりしながら何とか点訳しています。 

 また、点訳ソフトの便利な操作機能など、今まで知らなかったことも教えていただ

き、勉強になります。なかなか前に進みませんが、色々な事を覚えながら無理をせず

にやっていこうと思っています。 

 これからもご迷惑をおかけすると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

長いお付き合いを目指して 

【金曜日】林 季子（はやし すえこ） 

 以前から、点字について知りたいと思っており、退職後の２０１６年の秋、地元の

初心者点訳講習会からスタートしました。地元の点訳グループにも参加し、点字板で

の点字を見ていただきながら、のんびり楽しく学ばせていただいていました。 

 そして、昨年５月からの情報文化センターの点訳養成ボランティア講習会を経て、

今年１月から点訳活動に参加しています。もちろん、毎週たくさんのことを教えてい

ただきながらですので、活動しているとはまだまだ思えない状況です。点訳を知れば

知るほど、難しさを感じていますが、少しでも役に立てる活動ができるようにと思っ

ています。 

 地元のグループには、「ヘレン・ケラーが学校に来られたよ」という大先輩がおら

れ、今も、点訳・音訳等の活動をされています。そして、情報文化センターのグルー

プにも長年活動されている方がいらっしゃいます。本当にすごいと感じつつ、これか

らもいろんなことを教えていただき、がんばりたいと思っています。 

 よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 
(C)WANPUG 
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第４回「ひろがれ！点字」 

講演会とワークショップを開催 
 ３月２３日（土）当館４階会議室で、視覚特別支援学校や地域の学校で点字使用の

児童・生徒を担当している教員を対象に「点字習得と学びに必要な環境を整えるため

に」というテーマで研修会を開催しました。当日の参加者は５９名。北は山形から南

は福岡まで、多数の地域から参加されました。 

 

 第１部の「点字教科書の仕組み」では、小中

学校用の点字教科書には視覚特別支援学校用

教科書と、インクルーシブ教育（一般校で学ぶ）

用の教科書があることや、実際に点字教科書が

できるまでの流れを説明しました。また、それ

ぞれどのような点に配慮して製作しているの

かを、事例を交えながら紹介しました。 

 

 第２部では、「学習環境を考える」をテーマに、事例報告と情報交換を行いました。 

 まず、大阪府立大阪北視覚支援学校の伊坪 朋子
い つ ぼ  と も こ

先生から、点字の初期指導につい

てお話しいただきました。両手で点字が読めるようになるために、児童・生徒の気持

ちの動機付けを大事にし、点字を読む際の姿勢や学習する環境に十分配慮すること、

「点字を習得することは、言語を習得すること」なので、言葉に注意を向けさせるこ

との必要性などを説明されました。また、私たちが日頃点字を学ぶ際には母音（アイ

ウエオ）を覚え、そこに子音の点を加えていくという理論を学習します。しかし、児

童・生徒の学習では、点字を形で覚えていきます。最初に六つの点を認識できるよう

に練習します。その後、「ア」は左上の点、「イ」は左の縦の棒、「ナ」は左の上と下、

「ウ」は上の横棒のように感覚で覚えていくのです。こうすれば、読みの学習から書

きの学習に移った時もスムーズにいき、児童・生徒も楽しく学べるようです。 

 次に、大阪府立大阪南視覚支援学校の村江 鉄平
むらえ  てっぺい

先生から、地域で学ぶ視覚障害児

童・生徒の理解につながる学習環境および教材についてお話いただきました。視覚的

に情報を捉えることができない児童・生徒にとって、触ること、経験することがその

後の学習理解に大きく影響します。児童・生徒が触って理解できるよう、楽しく触れ

られる環境作りに大人は注意を払う必要があります。その際、「程よい言葉がけが必

要」「いきなり大人が説明をしてしまうのではなく、じっくり児童・生徒に触っても

らうようにする」といったアドバイスもありました。印象的なエピソードの紹介とし

て、リンゴの認識のお話がありました。日頃、リンゴが大好きでよく食べている子ど

もに、丸ごと１個のリンゴを手渡したところ、それがリンゴであるという認識ができ

ませんでした。皮をむいて芯を取り、切り分けられたリンゴしか知らなかったのです。

この事例からも、触って経験をし、知識を養うことの重要性がうかがえます。 

 最後に、質疑応答と参加者同士の情報交換を行いました。「点字に興味を示さない
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生徒にどのように指導すればよいか」という質問に、「まずは読む量を求めるのでは

なく、生徒の関心のある分野のものを少しずつ渡して読んでもらってはどうか」と助

言がありました。また、この４月から地域の学校で点字使用の児童を新入生に迎える

先生からは「どういった支援が必要なのか」という問いかけがあり、これまで地域の

学校で点字使用の児童を担当してこられた先生からコメントをいただきました。その

地域の学校では知り得ない専門的なノウハウを視覚支援学校から示してもらい、それ

を実践したことで、児童もスムーズに学習できるようになったことをお話いただきま

した。 

 「点字は誰のものか」と考えた時、やはり、使用文字として読み書きする人のため

のものだと思います。視覚障害児童・生徒が地域の学校で学ぶケースが増えてきたと

はいえ、まだまだその学習環境は十分とは言えません。児童・生徒が、将来「点字が

あったからこそ学ぶことができた」と思えるような環境づくりを私たち大人が整えて

いかなくてはならないと感じています。そのためにも、地域の学校や視覚支援学校、

さらにはライトハウスなどが連携し、研鑽してきたノウハウや技術を結集させ、協力

していくことが大切なのだということを改めて知る研修会となりました。 

（点字製作係 奥野真里） 

 

 

 ２０１９年度 第３２回専門点訳講習会 

『点訳のてびき第４版』研修のお知らせ 
 

 ２０１９年２月に「点訳のてびき 第４版」が発行されました。「点訳の

てびき」の基となっている「日本点字表記法」に関する内容を日本点字委員

会会長の渡辺氏から解説していただく他、どのような点が変更・追加された

のかを説明し、研修会を行います。 

 

内 容：すでに「点訳のてびき 第３版」を習得し、点訳活動をされて 

     いる方を対象に、新版の改訂ポイントを解説する。 

日 程：(A)２０１９年５月 ９日（木）～１０日（金） 

       １０：００～１５：００ 

     (B)２０１９年５月２９日（水）～３０日（木） 

       １０：００～１５：００ 

     ※(A)、(B)は同じ内容です。 

講 師：渡辺 昭一氏（日本点字委員会会長） 

        奥野 真里（当館点字製作係職員） 

定 員：各５０人 

対 象：すでに「点訳のてびき 第３版」を使用し活動されている方 

会 場：日本ライトハウス情報文化センター ４階会議室 

受 講 料：１，０００円（資料代） 

申込締切：２０１９年４月２０日（土） 

※お問合せ・お申し込みは、点字製作係までご連絡ください。 


