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 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、突如、当館でも来館による活動が全

て休止となり、数か月が過ぎました。毎日明るい笑い声やたくさんの方の往来で賑や

かだった館内も、一変してひっそりしています。早く元の生活が戻り、皆さんとお会

いできる日を切望しています。 

 『非常事態になると日頃のあたりまえの生活が、どれだけ大切なことかが分かる』

と言われますが、今回のことで私が危惧していることがあります。それは、東京オリ

ンピック・パラリンピックの相乗効果もあり、ようやく定着し始めていた視覚障害者

への声かけが、「接触」を避けることで希薄になってしまうのではないかという不安

です。お互いにマスクを着用し、手洗いや手指消毒などをして節度ある対応ができれ

ば心配ないと思います。 

 そんな不安をよそに、スーパーで声をかけてくださる方や、通勤途中に手を貸して

くださる方がいらっしゃると感謝の気持ちでいっぱいになります。 

 様々な環境の再起に向けて、皆で頑張りましょう。 

（点字製作係 奥野真里） 

 

 

 

 

 

【連絡事項】 

（１）ボランティア活動の再開について 

 大阪府の緊急事態宣言の解除に伴い、６月から「３つの密」(換気の悪い密閉空間、

多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面)の回避を前提に、徐々に
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ボランティア活動を再開していく予定です。ただし、まずは少人数、短時間での活動

となります。ご来館いただける日時や具体的な活動方法については、係からの連絡を

お待ちください。 

なお、当館では、館内の消毒、各係でのレイアウトの見直し、アクリルパネルの設

置などの環境整備や、職員の手洗いとマスク着用などを徹底しますが、ボランティア

の皆さまも、ご来館の際は、以下の基本マナーを守ってくださるようにお願いいたし

ます。 

① 来館前に体温を測り、平熱よりも高い時や体調に不安のある時は来館を控えてく

ださい。 ※検温されていない方は３階で検温していただきます。 

② 入室前に、洗面所で石鹸で手洗いをするか、アルコールで手指を消毒してくださ

い。 

③ 常時、マスクを着用してください。 ※入手出来ない場合は、当館で提供します。 

 

（２）講習会、勉強会について 

・２０２０年度点訳ボランティア養成講習会は中止いたします。 

・２０１９年度から延期している専門点訳講習会「理科、算数・数学コース」は、可

能な範囲で実施を検討しています。受講が決まっている方には、詳細が決まり次第

お知らせいたします。 

 

以上、ご不明な点は、点字製作係、または総務係まで遠慮なくお尋ねください。 

 

 

 

 

【自治体広報の点字版製作に携わって】 
 （点字製作係 奥野 真里） 

 令和元年度、当館点字製作係では、ある自治体の月刊広報誌の点字版製作を受託し

ました。私が点字製作係を担当して以来、初めての取り組みであり、点訳者、校正者

とともに手探りで始まりました。 

 広報には、地域の市・区民に向けた自治体からのお知らせや注意喚起・募集などが

掲載されており、その多くは実施期間が限定されています。墨字版では、読者の注意

を惹くような工夫があちこちで見られ、写真やイラスト、表がふんだんに盛り込まれ

ています。このような内容を点字使用者が読みやすくするために、次の３点に留意し
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ました。 

① 製作にかけるスピード 

 広報は毎月決まった日に発行されます。その発行日に点字版も間に合うように点

訳・校正を行うのですが、記事が届いてから１週間程度しか製作期間がありません。

２日ほどで点訳を終え、１日で読み合わせ校正をし、半日で校正結果を元に点訳者・

校正者と打ち合わせの後、修正。その後、二校正をして完成させます。とにかく待っ

たなしの製作スケジュールは緊張感満載でした。 

② 簡潔、かつ適切に 

 広報の活用方法は様々ですが、欲しい情報を抽出して読む読者も多いと思います。

拾い読みをする場合、検索性に優れたレイアウトが望まれます。探している情報がど

のあたりに書かれているのか速やかに見つけ出し、内容をスムーズに理解できるよう

にしたいと考え、それに適したレイアウトになるよう留意しました。例えば、 

・日にちの書き方を「●月×日」と書くのではなく、「●/×」のように短縮して表す。 

・重複して出てくる内容はまとめ書きをする。 

などです。 

③ 視覚的な情報を補足 

 写真やイラストについては、どのようなものか元々本文で説明されていれば良いの

ですが、説明がなく点訳者が補足しなければならない場合も多くありました。また、

その補足がうまく活きるかどうかは、記載場所が大きく影響を及ぼすことも実感しま

した。 

 こうして、毎回仕上げていくうちに、広報製作における重要なポイントを点訳者、

校正者とともに、徐々に掴んでいきました。今回、校正を担当してくださったお二人

の方に感想を書いていただきましたので紹介いたします。 

 

 

しんどい！ 楽しい！ 広報の校正作業       高橋
たかはし

 世
せ

貴子
き こ

 

 去年の４月、「田中陽子さんとペアで広報の校正をしてみませんか？」と打診され、

「お引き受けいたします」と応えました。理由は２つです。 

（１） 田中さんの役割のひとつに「触読者として、内容を理解できるか否かを意識

して読む」があります。田中さんと一緒なら触読者の感覚を学べるのではないか。 
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（２） 広報の中身の多くは見てわかるように編集されています。「見てわかるもの」

が、どのように「触読してわかるもの」にアレンジされるかを学びたい。 

以下は２人の校正作業が、暗中模索の状態から徐々に整っていく過程です。 

【作業内容】 

① 墨字原本 ② 墨点字（およそ８０頁）を渡され、田中さんが触読し、私が原本

を見る。ミーティングで、その校正結果を点訳者に伝え、話し合う。それら一連の作

業を一日で済ませる。というものです。 

■５月号、６月号 

時間との戦いの中で、二人とも「表記」の部分にのみ捕らわれがちになり、時々、

内容が伝わるか否かの吟味を失念していました。ミーティング後 ① 墨字原稿  

② 墨点字を返却しました。ところが、何が課題だったかを記憶できませんでした。

これでは「校正しっ放し」で、点訳技術の向上に繋がりません。 

■７月号 

二人の息が合ってきて、作業の流れがスムーズになりました。問題点を点訳者にス

ムーズに伝えるための工夫も思いつきました。校正時間も、いくらか短縮できました。

嬉しいことに ① 墨字原稿 ② 墨点字をいただけたため、これらを使って納得のい

く振り返りができ、次号に繋がる準備ができました。 

■８月号、９月号 

振り返りで見つけた課題を整理し、担当の方に質問を送ると几帳面に回答してくだ

さいました。これが校正時間の更なる短縮に繋がりました。 

■１０月号～４月号 

 ① 墨字原稿 ② 墨点字（校正用）に加え、③ 完成版の墨点字もいただけました。

これら３点を一言一句突き合せることで、校正結果を確認できました。前号の同ケー

スを確認することで、あらたな課題も見つかりました。「全ての課題を担当の方に投

げるのは甘えであり、自分の努力でクリアできる課題もある」と思い当たることもあ

りました。 

 こうして、しんどくても楽しく、冒頭に述べた（１）（２）の世界を見ることがで

きました。そして、田中さんのお陰で今まで知らなかった感覚に気付くことができま

した。短い持ち時間の中で、点訳者泣かせの広報を見事にレイアウトされた点訳者に

脱帽です。担当の方の辛抱強いご指導に感謝です。そして、点訳ボランティア冥利に

つきる機会を与えてくださった情文に感謝です。ありがとうございました。 
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情報の伝え方は奥深い                  田中
たなか

 陽子
ようこ

 

 今回初めて点字版広報の触読校正をさせていただきました。誤字・脱字に加えて、

触読者として分かりづらい点、改善点などがあれば出してくださいと言われたのです

が、いったい何を言えばいいのか。そもそも集中力も体力も乏しい私が、１日で７０

～９０ページもの原稿を最後まで声に出して読み、さらに校正までできるのか。いろ

いろ不安ではありましたが、自身の校正力を伸ばせるいい経験になりそうで、楽しみ

でもありました。 

 紙に打ち出された点字原稿は、思った以上のボリューム感。でも、ページをパラパ

ラめくってみると文字ばかり。おそらく図や表はなさそうで、分量的にも１日で読め

そうだと少しホッとしていました。 

 ところが、いざ始まってみると、墨字原稿を見てくださっていた高橋さんから「ち

ょっと待って」のオンパレード。「それ、原稿のどこに書いてあるんやろう。あ、こ

んなとこにあったわ」。ホッとして読みを再開するも、暫くすると「そんなん原稿に

は書いてないで。あぁ、この図をそんなふうにアレンジしてはるんか」などなど。 

 墨字原稿では記事の大きさ、レイアウトもばらばら。しかも、記事の途中に表、絵・

写真、フローチャートのようなものがあったり、漫画が登場したり、内容を強調させ

るために文字が大きくなっていたり。目で見るとすぐ内容が理解できるものを、文字

の部分だけ点訳しても意味が分からなくなったり、説明を入れると返ってややこしく

なってしまうものもありました。原稿ではどうなっているのかを教えてもらいながら、

点字版を読んで、分かりにくいところはどんなふうに変えればもっと読みやすくなる

かを高橋さんと相談しながら校正を進めました。中には点訳ではこうした方が分かり

やすいけど、そこまで手を加えると原稿と違うものになってしまうということで断念

し、もどかしく思うこともありました。 

 最初はつまずくことばかりでなかなか進まず、終わったときにはフラフラでしたが、

高橋さんや奥野さん、点訳者の皆さんにいろいろ教えていただきながら、回を重ねて

いくうちに広報のパターンに少しずつ慣れていきました。１年間校正をさせていただ

いた中で、校正者としての自分に足りないものも少し分かってきました。 

点字版を製作する上で、原稿に忠実に、誤字・脱字がないように心掛けることはもち

ろん大事ですが、点訳する順番を考えたり、簡単な説明を入れたり、ややこしい図を

文章に置き換えたり、読み手にきちんと情報が伝わるように工夫するのも大切。奥が

深いということ、正確さに加えてセンス＝感覚も大事なのだということを改めて実感

しました。貴重な機会をいただき、ありがとうございました。 
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【児童向け点字雑誌「アミ・ドゥ・ブライユ」への読者の期待】 

 ２０２０年６月で第２９号を迎える「アミ・ドゥ・ブライユ」。創刊以来、継続的

に新しい読者も増え、子どもたちの好奇心が尽きることはありません。あんなことも

こんなことも知りたいと、私たちが頭を抱えるほどのリクエストが寄せられてきます。

これからも、読者の知的好奇心を刺激する話題を掲載していきたいと思います。 

 一方、学年が上がって個人的な興味を広げている読者もいます。思春期を過ぎた若

者たちが考えること・思うことに見合った情報や、ＳＮＳやネットでは手に入らない、

点字ならではの情報を探っていくことも、今後の課題です。 

 読者から寄せられたお手紙の一部を紹介します。 

・「すみっこぐらし」の特集が面白かったです。お気に入りは「とんかつ」です。 

 （※「とんかつ」はキャラクターの名前です） 

・ インフルエンザ、コロナウイルスのことを載せてほしいです。 

・ 新型コロナウイルスの感染者数を載せてほしいです。 

・ 森林火災が年々増えているという記事を見て、生き物(コア

ラ)にも影響しているのは大変だなと思いました。 

「アミ川柳」コーナー投稿句 

お題：テスト 

   明日テスト 復習するの 忘れてた 

返し見て 点数伸びず ずっこけた 

 お題：手・手のひら 

   点字本 手が冷たくて 読みにくい 

ささくれを 気にしてしまうと 広がった 

かじかんだ 手を首にあて きゃー叫ぶ 

 

●６月１５日発行「アミ・ドゥ・ブライユ Vol.２９」の内容（予定） 

・ヤングケアラーを知ろう 

・女性は「ヒールのある靴」と決めないで 

・ヘリウムガスを入れた風船は、なぜ時間が経つと浮かばなくなるのですか？ 

・小麦粉は食卓の出番を待つアイドルのよう 

・正しく恐れる新型コロナウイルス  など 
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【新任職員の紹介】 

 この春から、点字製作係に２人の職員が加わりました。それぞれから

自己紹介いたします。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

★ 内川 亜佑美（うちかわ あゆみ）★ 

 はじめまして。４月から点字製作係で勤務させていただいております。まだまだ分

からないことばかりですが、私らしくマイペースに頑張っていきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 私は小さい頃から本が大好きでした。幼稚園の頃は、父が毎晩のように童話や絵本

を読んでくれました。私が次から次へとお話をねだってなかなか寝ないので、父はい

つの間にか物語を暗唱できるようになっていたそうです。小学校入学後に点字が読め

るようになると、図書室や点字図書館で好きな本をたくさん借りて、暇さえあれば読

書にふけっていました。点字を使えば、目の疲れを気にすることなく長編小説を読め

るので、点字と出会って読書量が一気に増えたことがとても嬉しかったです。 

 今こうして点字の本を作る作業に携わることができて、とても嬉しいです。ボラン

ティアの方々とお会いできる日を心待ちにしています。 

 

★ 山原 瑞穂（やまはら みずほ）★ 

 ３月から非常勤で点訳教材支援の担当をさせていただいております。よろしくお願

いします。 

 ２０年以上前に点訳者養成講座を受けて、良き指導者・仲間に恵まれて細々ではあ

りますが、ボランティアを続けてきました。この仕事に身体が慣れるまで休止してお

りますが、今も別の視覚障害者情報提供施設所属の蔵書点訳ボランティアです。 

 ひょんなことから、職員として点訳・校正をしたり、点訳の指導をしたりという機

会に恵まれてきましたが、最近は画面校正が中心で、頭の中は１０年前のバージョン

でした。久しぶりにキーボードで量のあるものを入力して、ミスが多いのに嘆いてお

りますが、ここにおりますと図表など今までなら一人で悶々と悩んでいたものを、す

ぐに点字印刷してアドバイスを受けることができて助かります。 

 今は館内のボランティア活動が中止となり、点字製作係の部屋は静かですが、それ

でも時折専門点訳の話が聞こえてきて、私もその話を聞きたい、教えてほしいと思い

ながらもゆとりがなく、ひたすらパソコンの画面をにらんでいます。徐々に皆様から

刺激を受けてやりがいを感じながら、日々務めてまいりたいと思います。 

(C)WANPUG 
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【２０１９年度点訳ボランティア養成講習会が修了】 

 昨年の１０月から始まった点訳ボランティア養成講習会は、新型コロナウイルス感

染防止対策にともない、２月下旬から休講となりました。その後は、受講生の方と課

題の提出・返却といったやりとりを続けました。講習会で予定されていた全ての内容

に取り組むことはできませんでしたが、受講生の方は全員、これまで学習したことを

振り返りながら、忍耐強く課題をこなされました。本来なら直接修了証をお渡しする

べきですが、このような状況になってしまいましたので、４月中旬に修了証を郵送で

お渡ししました。 

こうして、２０１９年度は８人の方が講習会を修了され、今年度からボランティア

活動を開始することになりました。現在は、活動中のボランティアの方々に加わって

いただくまでのスキルアップとして、講師のアドバイスを受けながら、一冊目の本を

少しずつ点訳しておられます。 

 先日、約３か月ぶりに、オンラインで８人の方とお話しをすることができました。

カメラ越しではありましたが、直接顔を見て対話ができ、お互いにホッとしました。

館内ボランティア活動の再開後に、新人の方々を皆さんにご紹介いたしますので、ど

うぞ、よろしくお願いいたします。 

 なお、２０２０年度は、点訳ボランティア養成講習会は開催いたしませんが、２０

１９年度の修了生８人に向けた補講を行う予定です。 

 

 

 

 

(C)WANPUG 

『数学・情報処理点字表記解説 2019年版』が発売！ 

算数・数学・情報処理分野の点字表記法の新しい解説書が、３月末に日本点

字委員会から発売されました。 

『数学・情報処理点字表記解説 2019年版』（1100円、税込み） 

当館５階サービスフロアでも販売しております。 

                    
 (C)WANPUG 

 


