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掲 示 板

Ｖ友の会の施設見学会盲導犬訓練所へ

今年度のボランティア友の会の施設見学会は

大阪府千早赤阪村の日本ライトハウス盲導犬訓

練所に決まりました。電車やバスでは不便な場

日頃見られ所ですので貸切バスで行きます。

ない訓練や育成の様子を見学し、ふれあいを

。通して盲導犬の知識を学びませんか

日時 11月16日(月)10:00～15:00

集合 9:50、ろうきん前(肥後橋10番出口)

交通 情文前から貸切バスで往復

定員 先着40人

参加費 3,000円(バス代、お弁当代)

申込 10月1日から当館３階総務係(06-6441-

0015)へ。参加費は申込時にお支払いください。

定員になりしだい締め切らせていただきます。

10月17・18日は日本ライトハウス展へ

日本ライトハウス展は当事者や家族、福祉関

係者だけでなく、ボランティアの方にとっても

視覚障害者の方々が直面する困難や課題、最新

情報を知る上で非常に有益な展示会です。10月

17日(土)・18日(日)10時～16時、難波御堂筋ビ

ル７階ホールで開催。お出かけのついでに覗く

だけでも結構ですので、ぜひご来場ください。

専門音訳講習会・音声表現技術コース開講

毎日新聞大阪社会事業団との共催による専門

音訳講習会｢音声表現技術コース・会話文の読

み方編｣を１日集中で開講します。

日時 11月6日(金)・12日(木)・18日(水)・

24日(火)のいずれか、10時～15時

内容 児童書・時代小説・現代小説等の会話

文について読み方の実技を学ぶ

資格 現在、音訳活動中で経験３年以上の方

定員 各10人 受講料 1,000円

申込 要項を請求の上、10月20日(火)必着

盲導犬育成チャリティカレンダーを発売中

イラストレーター小山るみこさん作、可愛い

ラブラドールのデザインでお馴染みの2016年版

カレンダーを３階総務係で販売しています。

Ａ４判(見開きＡ３判)、1,100円。売上はすべ

てライトハウスの盲導犬育成費に充てられます。

10月10日(土)＝ハッ10月の休館について

ピーマンデーの振替休館日ですが、５階サービス

フロア、４階会議室、３階総務係は開室します。

10月17日(土)＝全館休館(日本ライトハウス展)
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点字図書の開花を願い、｢点字たねまき事業｣に着手

“手に取り、指先から感じる読書の喜び を広げるために”

当館では今年度下半期から、点字図書の利用拡大を図る｢点字たねまき事業｣に着手します。これ

は今春、｢手に取り、紙のにおいをかぎ、指先から感じる読書の喜びを多くの人に得てほしい｣と

いう匿名の指定寄附を受けて、立案した事業です。今日、点字図書の利用は、残念ながら多くの新

メディアの登場等に伴い減少気味ですが、視覚障害者にとって唯一無二の“文字”と言える点字の

重要性と必要性は決して減じるものではありません。この事業では３ヶ年の予定で、当法人の点字

出版部門である点字情報技術センターと連携して色々な事業を展開し、点字を読む喜びと有用性を

一人でも多くの方々に味わっていただきたいと願っています。(館長竹下亘、点字製作係奥野真里)

児童雑誌｢アミ・ドゥ・ブライユ｣を創刊

｢点字たねまき事業｣では、大きく分けて三つ

の事業を予定しています。

１本目の柱となるのが、児童向け点字雑誌

『アミ・ドゥ・ブライユ』の創刊です。題名は

フランス語で｢点字の友達｣という意味で、子ど

もたちに点字雑誌を通して情報や知識を深め、

社会とのつながりを強めるとともに、友達の輪

を広げてほしいという願いから命名しました。

現在、児童書の点訳は全国各地で行われてお

り、タイトル数も徐々に増えています。また点

字の教科書や教材も多数提供されています。し

かし、さまざまな話題や情報を掲載した児童向

けの点字雑誌はほとんどありません。

そこで、学習書としてではなく、子どもたち

が社会の情報を気軽に、そして点字という確実

なメディアで得られるようにという観点から、

新たに点字雑誌を創刊することにしました。

この雑誌には、一般雑誌から記事を精選し、

時事問題、自然科学、芸能、ゲーム、視覚障害

児童にとって有用な情報など幅広い内容を掲載

する予定です。また、読者のページも設け、全

国各地の同世代の読者同士の交流の輪が広がっ

てほしいと願っています。記事の選定や点訳は

職員の他、点字製作係のボランティアの方々に

も加わっていただき、点字情報技術センター

(ＴｅＣＴＩ)で製版・印刷して発行します。

テ ク テ ィ

『アミ・ドゥ・ブライユ』は隔月刊行で、今

月から偶数月に発行。毎号100部印刷し、まず

全国の視覚特別支援学校などに送り、購読希望

を募った上で、個別に無料発送する予定です。

英語点字の専門書と児童図書を出版

２本目はＴｅＣＴＩの担当で、来春から表記

が変わる英語点字の解説書と辞典の出版、また

なぞなぞや迷路など点字で楽しく読むことので

きる児童向け点字図書の出版事業です。発行予

定は以下の通りです。

｢エッセンシャルガイド 統一英語点字ＵＥＢ

で何が変わるか｣＝同センター所長福井哲也の

書き下ろし。点字と墨字で出版済み。

｢統一英語点字スーパー縮約辞典(仮題)｣＝本

年末、点字と墨字で発行予定。

｢なぞなぞ大冒険2000問｣｢点字なぞなぞ100

問｣(共に仮題)＝今年度下半期に発行予定。全

国の希望者に無償提供。

｢指でたどる迷路(仮題)｣＝同上。

この他、ＴｅＣＴＩ発行の点字児童書の既刊

本から希望図書を児童に贈呈。

３本目は、ＴｅＣＴＩで研究開発を行ってい

る３次元模型のミニライブラリーを当館に開設

し、来館者に観ていただくことです。(当館３

階カウンターに、富士山の３次元模型を展示し

ていますので、ご覧ください。)

そして、以上の事業を行う上で欠くことので

きない点字プリンタの更新と維持も行い、特に

良質な点図の製作にも力を入れていきます。

｢点字たねまき事業｣を実施できるのは、ひと

えにお一人の支援者のお力添えによるものです。

この場を借りて、深く感謝申し上げます。その

お志に応えるためにも、点字の“種”が一人で

も多くの利用者の手許で芽吹き、花開くことを

願い、取り組んでいきたいと思います。

センターのページ
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｢アミ・ドゥ・ブライユ｣創刊号のご紹介

(抜粋)◆創刊の辞

はじめまして！｢アミ・ドゥ・ブライユ｣です。

皆さんは点字が好きですか？愛読している点

字図書や雑誌はありますか？世の中の話題や新

しい情報をどのように得ていますか？点字で手

紙を送り合う友達はいますか？そんな思いから

私たちはこの度、この点字雑誌を創刊し、若い

皆さんにお届けすることにしました。

“Amis De Braille”とは、フランス語で｢点

字の友達｣という意味です。皆さんに、点字を

通して知識を深め、社会と関わり、友達の輪を

広げてもらいたいと願って、命名しました。

記事は一般雑誌から選び、時事問題、自然科

学、芸能、ゲームや、皆さんに役立つ情報など

幅広い内容を掲載します。｢読者のページ｣も作

りますので、皆さんの意見や希望を点字で送っ

て下さい。そして、全国の同世代の友達と交流

の輪を広げて下さい。

２ヶ月に１回、偶数月に発行します。ご寄附

を元に作りますので、代金は無料です。

この点字雑誌を愛読し、あなたの世界をどん

どん深め、広げていって下さることを心から願

っています。

◆創刊号の主な掲載記事

｢なにコレ？｣＝ノビール生き物、きのこウォ

ッチ(点図付き)、ニュース＝キューバの社会政

策、非核三原則って何？、グルメ＝外国の食文

化、サイエンス＝塩の話、歴史＝清少納言、そ

の他＝100均売れ筋ランキング、最近旬なバン

ド、国名クロスワードパズル(点図付き 、視覚）

障害者関連イベント情報、読者のページ。

日本ライトハウス・バリアフリー映画会を今年も開催♪

音声解説・日本語字幕付き映画「マエストロ！」＆ミニ音楽会

毎年秋、話題の映画を特別企画付きでバリアフリー上映している｢日本ライトハウス・バリア

フリー映画会｣。今年は、今春ロードショー公開された｢マエストロ！｣を音声解説・日本語字幕・

特製パンフレット付きで上映します(音声解説とパンフレットは当館製作のオリジナル)。映画は、

名門オーケストラの再結成をめぐり、謎の指揮者と負け組楽団員が復活コンサートをめざして巻き

起こす、笑いと涙の本格音楽エンタテインメント。西田敏行と松坂桃李が初共演。指揮指導は佐渡

裕、エンディング曲は全盲ピアニストの辻井伸行が作曲・演奏しています。さらに特別企画として、

大阪府立視覚支援学校の在校生・卒業生によるピアノ演奏やソプラノ、バリトンの歌声を披露する

ミニ音楽会も開催します。素敵な音楽三昧の一日を満喫しませんか。(音声解説担当 林田・工藤)

《日本ライトハウスでは公益財団法人一ツ橋綜合財団の助成を受けて音声解説事業を行っています 》。

映画会の日程・申込方法

日時 11月21日(土)12時30分～16時

(12時開場)

場所 玉水記念館大ホール

参加費 無料(要電話予約)

定員 先着200人

申込み 10月21日(水)９時15分から11月14日

(土)17時の間に、電話で当館総務係(電話06－

6441－0015)まで。氏名と電話番号をお知らせ

下さい。定員になり次第締め切らせて頂きます。

スポンサー協力 参天製薬(株)、錦城護謨(株)、

シナノケンシ(株)､パナソニック(株)､三菱電機(株) (C)2015『マエストロ！』製作委員会 (C)さそうあきら/双葉社(C)2015『マエストロ！』製作委員会 (C)さそうあきら/双葉社(C)2015『マエストロ！』製作委員会 (C)さそうあきら/双葉社(C)2015『マエストロ！』製作委員会 (C)さそうあきら/双葉社

センターのページ
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『読書』～目の見えない方・見えにくい方の情報誌のご紹介

点字・録音・大活字等４媒体で2,000部発行

当館ではボランティアや支援者の方々に向けて、

本誌『One Book One Life』や『点訳通信 『ろくお』

ん通信 『対面リーディング通信』を発行していま』

すが、利用者の方々に向けては『読書』(目の見え

。ない方・見えにくい方の情報誌)を発行しています

内容は、毎月新しく貸し出す図書、約100タイト

ルを紹介する｢今月の点字図書｣｢今月の録音図書｣を

中心に、当館の事業やサービス、視覚障害者の方に

関わりの深い情報も掲載しています。この頁以降の

｢感謝報告｣に掲載している新刊図書は『読書』にも

掲載され、利用者の方々の多くはそれを読んで、貸

出申し込みをされています。

点字、デイジー録音、大きめの墨字、メール版の

４媒体で、毎月約2,000部発行。当館の利用登録者

約4,000人の内、大阪府・市の方々と全国の図書館

などに無料で送付。製作と発送作業は、本誌８頁掲

載のボランティアの方々が支えてくださっています。

利用者や施設以外にお送りすることはしていませ

んが、http://www.iccb.jp/download/読書 でダウ

ンロードできますので、どうぞご覧ください。

『読書』最近号の主な内容

ひごばしニュース＝｢サピエ｣の紹介、全視情協と

近畿視情協の紹介、新任職員の自己紹介、警報発令

時の休館規定、日本ライトハウス展の案内、バリア

フリー映画会｢マエストロ！｣の案内

便利グッズ紹介＝触感時計、見やすい電波時計、

ICTサロン、プレクストーク体験会・講習会の案内

お役立ち本棚＝お役立ち目録｢満腹な秋｣、｢新感

覚時代小説｣の貸出、音声解説CD付きDVDの貸出

情報カフェ＝マイナンバー制度、大阪フィルハー

モニー演奏会ご招待、関西電力からのお知らせ

今月の点字図書＝40タイトルの紹介

今月の録音図書＝デイジー図書50タイトル、シネ

マ・デイジー５タイトルの紹介

この「感謝報告」欄は､当センターの事業にご協力いただいた方々のお名前と内容を感謝を込めてご紹介

するものです。本号では2015年7･8月分を掲載いたします。大勢の皆様のお名前と幅広い活動内容を限られ

た誌面に収めるため､見にくい編集や掲載順の一部変更､敬称の省略等をどうかお許しください。

        点 字 製 作点 字 製 作点 字 製 作点 字 製 作

月分完成点字図書月分完成点字図書月分完成点字図書月分完成点字図書7･87･87･87･8

58タイトル184冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

Cavalier Songs(HENRY LAWES)

1冊 点･校:コモド･8Ｆ

JRニュース2015年8月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜ｸﾞﾙｰﾌﾟ

Missa brevis St-Joannis de Deo

JOSEPH HAYDN 1冊 点:鴻上真理

浜田史子 校:田中伸子 橋本和代

SONATE 9(楽譜) 1冊

点:前田美代子

SONATE10(楽譜) 1冊

点:前田美代子

イエス･キリストは実在したのか?

(レザー･アスラン) 7冊

点:古林敬子 校:G校正

校:宗像真李子

イスラームの善と悪(水谷周)

3冊 点:尾崎清子 校:G校正

校:岡田允子 鴻上真理

イスラム国の野望(高橋和夫)

2冊 点:瀧田愛子 校:G校正

校:橋詰玲子

｢イスラム国｣よ(鎌田実) 2冊

点:清水浩子 校:G校正

校:岡田允子

ウクライナから愛をこめて

(オリガ･ホメンコ) 2冊

点:山根真紀子 校:浜田史子

鴻上真理 校:宗像真李子

運動器リハビリテーションシラ

バス(日本運動器科学会) 1冊

点･校:G東医

お風呂と脳のいい話

(茂木健一郎) 2冊 点:渡辺節子

校:松下柳子 校:高橋世貴子

田中陽子

紙の本は､滅びない(福嶋聡) 3冊

点:鴻農高子 校:河辺幸子

校:平野 健

キュッパのおんがくかい(オーシ

ル･カンスタ･ヨンセン)

1冊 点:塚本紀子

校:辻 志津江 校:福元悦子

高校入試対策 数学 3冊

点･校:Gオメガ

実力判定テスト10国語偏差値65

10冊 点･校:グループONE

白い悪魔白砂糖はもーいらない!!

(真弓定夫) 1冊 点:西山和子

新･精神保健福祉士養成講座2

(日本精神保健福祉士養成校協会)

10冊 点･校:安井良恵

田中真理子 糸山武博

校:笹川雅子

人体特許(五十嵐享平) 3冊

点:浅井良彦 校:G校正

校:丸山順介

感 謝 報 告
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すごいインド(サンジーヴ･

スィンハ) 3冊 点:吉原澄江

校:G校正 校:岡田允子

政党助成金に群がる政治家たち

(小松公生) 3冊

点･校:辻 志津江 塚本紀子

祖父はアーモンゲート（ジェニ

ファー･テーゲ）4冊

点:谷林純子 校:G校正 校:平野 健

打楽器教本 3冊

点･校:前田美代子 田中伸子

辻野純代 中村道子 橋本和代

校:田中伸子 前田美代子

ツタンカーメン死後の奇妙な物語

(ジョー･マーチャント) 8冊

点:増田芳子 校:G校正

校:丸山順介

罪を犯した人を排除しないイタ

リアの挑戦(浜井浩一) 3冊

点:福田真弓 校:G校正

校:平野 健

今日から地球人(マット･ヘイグ)

5冊 点:橋本和代 校:G校正

校:福元悦子

クララ先生､さようなら(ラヘル･

ファン･コーイ) 3冊

点:髙木智佳子 校:G校正

校:国本詔子

クレムリン･キス(フリ－マントル)

5冊 点:大西裕子 校:岩田幸代

校:橋詰玲子

健康ココナッツオイル使い方＆

レシピ84(白沢卓二) 1冊

点:冨田京子 校:山下慧子

校:福元悦子

子どもを被害者にも加害者にも

しない(藤井誠二) 3冊

点:中村道子 校:G校正

校:宗像真李子

これでわかった!<超訳>特定秘密

保護法(明日の自由を守る若手

弁護士の会) 3冊 点:和田俊行

校:G校正 校:平野 健

里の時間(芥川仁) 3冊

点:阿部節子 校:加瀬 孝

校:岡田允子

素湯(さゆ)のような話

(岩本素白) 5冊 点:松井育子

校:G校正 校:平野 健

サヨナラ脂肪川柳(カーブス川柳

大賞実行委員会) 1冊

点:林 さゆり 校:G校正

校:木村寿子

三絃楽譜 都踊(宮城道雄) 1冊

点･校:Gアンダンテ

サンドリーヌ裁判

(トマス･Ｈ.クック) 6冊

点:木下正義 校:宍戸邦栄

校:小林陽子

天気が変えた世界の歴史

(宮崎正勝) 3冊 点:浦田登志子

校:G校正 校:岡田允子

ドイツ語の時間(清野智昭) 5冊

点:福井真由美

｢なるほど!｣とわかるマンガはじめ

ての心理学(ゆうきゆう) 4冊

点:辻野純代 校:G校正

校:平野 健

ナンプレVol.2 2冊

点:浜田史子 校:河村牧子

人間と国家 上(坂本義和) 4冊

点:山下慧子 校:冨田京子

校:平野 健

ネルーダ事件(ロベルト･アンプ

エロ) 6冊 点:松下柳子

校:渡辺節子 校:宗像真李子

脳が突然冴えだす｢瞬間｣仮眠

(坪田聡) 2冊 点:辻 志津江

校:G校正 校:丸山順介

バーカウンターは人生の勉強机

である(島地勝彦) 4冊

点:西山和子 校:G校正

校:橋詰玲子

ばあちゃん､介護施設を間違えた

らもっとボケるで!(長尾和宏)

3冊 点:古本扶美子

校:河村牧子 校:八木光子

ハチのふしぎとアリのなぞ(矢島稔)

2冊 点:福元悦子 校:平野 健

パンダ(倉持浩) 2冊 点:塚本紀子

校:G校正 校:平野 健

反福祉論(金菱清) 3冊

点:本条祐子 校:G校正

校:平野 健

ピアニストを笑え!(山下洋輔)

4冊 点:黒堀比佐子

校:G校正 校:木村寿子

米国人一家､おいしい東京を食べ

尽くす(マシュー･アムスター

＝バートン) 5冊

点:福山美佐子 校:福元悦子

校:木村寿子

ペーターのドイツ鉄道旅行案内

(ペーター･エンダーライン)

3冊 点:島谷久美子

校:柴田房子 校:都解節子

むしろ素人の方がよい

(佐瀬昌盛) 4冊 点:野上満智子

校:G校正 校:橋詰玲子

｢目安｣の早わかり便利帳(ホーム

ライフ取材班) 1冊

点:辻村惇子 校:G校正

校:篠原苑子

楽ってなんだろう(楽吉左衛門)

2冊 点:鴻上真理 校:糸山武博

青松清子 校:八木光子

りんごかもしれない(ヨシタケシ

ンスケ) 1冊 点:奥川法子

校:清水浩子 校:木村寿子

私は､誰でしょう(歴史の謎を探

る会) 2冊 点:清水浩子

校:奥川法子 中川春美

校:平野 健

私の反原発切抜帖(西尾漠) 4冊

点:井上眉美 校:G校正

校:都解節子

第２校正完了図書第２校正完了図書第２校正完了図書第２校正完了図書

(２校者名のみ掲載）(２校者名のみ掲載）(２校者名のみ掲載）(２校者名のみ掲載）

戦後70年安倍首相談話の全文 1冊

校:田中陽子 高橋世貴子

感 謝 報 告
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        学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材

【ＫＳ大学】

基礎量子力学 899頁

点:足立幸子 篠田弓枝

福元悦子 乙訓点訳サークル

量子化学 上巻 857頁

点:荒木 徹 福元悦子

量子力学Ｉ 255頁

点:乙訓点訳サークル

量子力学Ｂプリント 193頁

点:乙訓点訳サークル

原子物理学参考資料 101頁

点:荒木 徹 福元悦子

乙訓点訳サークル

量子力学演習Ａプリント･試験問題

223頁 点:乙訓点訳サークル

        録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作録 音 製 作

月分完成録音図書月分完成録音図書月分完成録音図書月分完成録音図書7･87･87･87･8

47タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

あしたあさってしあさって

(もりやまみやこ) 0:17

音:水野順子 校:佐久間かず子

犬と人の生物学(スタンレー･

コレン) 9:46 音:多田裕子

校:濵名あきよ 有末 道

うなぎ一億年の謎を追う

(塚本勝巳) 6:14 音:松本紀代

校:橋本万里

嚥下障害のことがよくわかる本

(藤島一郎) 5:03

音:横山時子 校:小林加代子

老いの味わい(黒井千次) 5:24

音:遠藤敬子 校:山見順子

小森佳津子 岡 香代子

編:町田美樹子

大手を蹴った若者が集まる知る

人ぞ知る会社(オバタカズユキ)

7:17 音:岩谷友子

校:山口和葉 岡 香代子

山崎千代子 編:八田芙未子

落ちぶれ同心と将軍さま

(藤村与一郎) 6:52

音:谷澤耀子 校:岡 香代子

石原英子 山崎千代子

編:浅野雅子

お話きかせてクリストフ(ニキ･

コーンウェル) 1:33

音:山田喜志子 校:目連雅子

オリンピッククイズ(スポーツ

クイズ研究会) 2:56

音:岩井悦子 校:金井典子

下山とよみ 前川祐子

編:鳥山正彦

かあさんのしっぽっぽ

(村中李衣) 1:31 音:白石里佳

校:山田喜志子

海洋堂創世記(樫原辰郎) 8:09

音:山口和葉 校:岩谷友子

桂 公子 阪越紀子

編:土井賀津子

科学はなぜ誤解されるのか

(垂水雄二) 7:35 音:大桑久美子

校:北川温子 寺田美枝子

伊東晴子 編:岡 香代子

嶽神上(長谷川卓) 10:26

音:青木千代美 校:上月直子

山崎千代子 編:酒居よし枝

かぐやのかご(塩野米松) 1:16

音:佐々木マス子 校:片岡珠子

かたるかたり(浦山明俊) 5:52

音:米谷治子 校:植田美穂子

山口和葉 山下富代

編:岡 香代子

希望の海へ(マイケル･モーパーゴ)

8:49 音:田主祥子

気ままに歌でも(大山靖高) 4:29

音:水谷和子 校:山見順子

川端正子 編:浅野雅子

喰らう読書術(荒俣宏) 9:28

音:石井那智子 校:酒居よし枝

金井典子 編:上月直子

クレヨンからのおねがい!

(ドリュー･デイウォルト)

0:41 音:二宮真理

高校生､災害と向き合う

(諏訪清二) 6:24

音:右藤惠子 校:三原順子

那須由美子 木村純子

編:竹下正子

コウモリの謎(大沢啓子) 4:18

音:大桑久美子 校:北川温子

多田裕子 本村英子

編:森 和子

｢地震予知｣の幻想(黒沢大陸)

8:45 音:土井賀津子

校:下山とよみ 伊東晴子

編:町田美樹子

少年とバイオリン(滝一平) 1:00

音:首藤和恵 校:北川温子

森 和子 編:石井ふみ代

図解よくわかる単位の事典

(星田直彦) 7:59 音:多田裕子

校:濵名あきよ 金井典子

福島博子 編:井駒多津子

素顔の山中伸弥(毎日新聞科学環

境部) 7:59 音:小倉玲子

住んでみたヨーロッパ９勝１敗

で日本の勝ち

(川口マーン惠美) 5:21

音:中野靖子 校:酒居よし枝

伊東晴子 編:町田美樹子

世界一賢い鳥､カラスの科学

(ジョン･マーズラフ) 13:39

音:桂 公子 校:川端真知子

ちいさなちいさな(ニコラ･デイ

ビス) 0:45 音:福島博子

校:溝渕久美子

テレビが伝えない憲法の話

(木村草太) 6:55 音:倉富重雄

校:中澤康子 本村英子

編:町田美樹子

毒ヘビのやさしいサイエンス

(二改俊章) 5:09 音:濵名あきよ

校:多田裕子 津川淳子

西田芳美 編:岡 香代子

なぜ､下級生は廊下を直角に歩く

のか？(桐生のぼる) 4:54

音:飯村紀子 校:東 佳子

山見順子 荒木良子

編:森 和子
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夏の朝(本田昌子) 6:08

音:山見順子 校:遠藤敬子

ニューエクスプレス日本語

(刈田カイ) 6:51

音:山本 香 校:志水節子

西田芳美 編:山本 香

パオズになったおひなさま

(佐和みずえ) 1:38

音:前田綾子 校:伊志峰和代

はこぶ(鎌田歩) 0:45

音:木村純子 校:寺田美枝子

ハヤト、ずっといっしょだよ

(井上こみち) 1:46

音:山田喜志子 校:白石里佳

有末 道 前川祐子

編:鳥生次郎

ブロード街の12日間(デボラ･

ホプキンソン) 7:58

音:下山とよみ 校:胸永幸子

ペンギンが教えてくれた物理の

はなし(渡辺佑基) 8:28

音:橋本万里 校:松本紀代

ぼくとテスの秘密の七日間(アン

ナ･ウォルツ) 5:18

音:山中眞理子 校:山口孝代

ぼくの､ひかり色の絵の具

(西村すぐり) 5:24

音:岩井悦子 校:髙室雅子

ぼくはうちゅうじん

(中川ひろたか) 0:34

音:小倉玲子 校:伊東晴子

マグダラで眠れ4(支倉凍砂) 7:00

音:澤田和代 校:辻野玲子

土井賀津子 編:岡 香代子

マグダラで眠れ5(支倉凍砂) 7:54

音:寺下千秋 校:辻野玲子

伊東晴子 編:石井ふみ代

松川歌集(松川歌集刊行会) 2:40

音:大西祥子 校:鈴木栄子

上田道子 木村純子

編:植田美穂子

マララ(マララ･ユスフザイ) 7:01

音:胸永幸子 校:下山とよみ

弱いつながり(東浩紀) 3:03

音:植田美穂子 校:米谷治子

山見順子 金井典子

編:川端正子

レジェンド!(城島充) 3:46

音:溝渕久美子 校:福島博子

        プライベート製作プライベート製作プライベート製作プライベート製作

テープ図書テープ図書テープ図書テープ図書

ジーンズをはいたカミサマ

(忍田光) 4巻 音:眞野祥子

デイジー図書デイジー図書デイジー図書デイジー図書

新聞｢赤旗｣読書欄 2015年5月､

6月分 4:37 音:本田睦子

校:濵 欣子

赤と青のガウン(彬子女王)

6:52 音:松本公丹子

絵とき非破壊検査基礎のきそ

(谷村康行) 6:14

音:木村純子 校:寺田美枝子

｢ゴジラ｣東宝特撮未発表資料

アーカイヴ(木原浩勝) 36:56

音:松浦洋子

障害者殺しの思想(横田弘)

12:06 音･編:髙橋由紀江

致知2014年11月号 11:40

音:石原英子 校:野村昭子

にぎにぎ人生(梶山季之) 7:45

音･編:音訳の会碧

テキストデータテキストデータテキストデータテキストデータ

あの戦争と日本人

加藤珠子

伝統鍼灸 第41巻第3号(通巻82号)

酒井佐代子

大阪市営地下鉄御堂筋線 乗降位

置案内図

池尻三千子 西村佐世子

高校生よく出る一般常識問題集

16年版 足立佐紀子

奇跡のコース第一巻《テキスト》

山田理子

徹底攻略!国家試験過去問題集

柔道整復師用2015第13回～第22回

中川幸子 吉川順子

TEA実践編

越智真弓子

        定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物定 期 刊 行 物

『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』『英語よもやま通信』

デイジー版2015年8月号 2:41

デイジー版2015年9月号 2:29

音･校･編:情報文化センター

『英語チーム』

伊東晴子 奥田美穂 小倉玲子

川端真知子 小林幸子 志水節子

辻本紀枝 中島美穂 中島 睦

中原尚子 西田芳美 西和田惠子

野﨑淳子 松浦洋子 的場操代

山崎千代子 脇本登志子

『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』『ONE BOOK ONE LIFE』

2015年8･9月号発送

西垣泰子 藤原静江 松永壮兒

録音版『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』『近畿視情協新刊案内』

2015年6月号 デイジー版 1:51

2015年7月号 デイジー版 2:16

カセット全2巻

音･校:郡 薫 倉富重雄

『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』『子供の科学』

デイジー版 2014年10月号 付録

元素周期表 2:16

デイジー版 2015年6月号 4:49

デイジー版 2015年7月号 4:42

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 岸田素子 吉川弘美

澤田美那子 夛田禮子 田中英子

土井明美 長田ひとみ 南浦京子
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『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』『サイエンスかわら版』

デイジー版 2015年6月号 4:03

デイジー版 2015年7月号 3:48

音･校･編:情報文化センター

『理数チーム』井駒多津子

大桑久美子 河原眞知子

木村純子 竹田佳代 夛田禮子

浜本裕子 濵 欣子 本田睦子

松本紀代 目連雅子 本村英子

2015年8･9月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:03

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送：井川倭文子 松本美津子

POOLE社会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの会＝

桐山園子 山川弘子 白井操子

古橋智代 樋井佳津子

古東真智子 大谷充子

お役立ち目録 2015年8･9月号お役立ち目録 2015年8･9月号お役立ち目録 2015年8･9月号お役立ち目録 2015年8･9月号『『『『

～新感覚時代小説～』～新感覚時代小説～』～新感覚時代小説～』～新感覚時代小説～』

デイジー版 0:10

音:本田睦子 校:濵 欣子

『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』『日経パソコン』

デイジー版2015年7月号 6:01

デイジー版2015年8月号 4:12

音・校・編:情報文化センター

石井那智子 片岡珠子 桂 公子

金井典子 川端真知子 北川温子

木村純子 小林幸子 坂口幸子

阪本由美子 佐々木マス子

佐山敦子 嶋川真理子 下山とよみ

竹田佳代 夛田禮子 寺田美枝子

西田芳美 二宮真理 橋本万里

浜本裕子 福島博子 松浦洋子

三上 菊 目連雅子 山見順子

デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2015年6月25日号 11:02

2015年7月23日号 9:39

荒川尚子 大島幸枝 大塚しづ子

奥 幸子 小倉玲子 上村裕子

加茂みくり 河合佐和子

川添美智子 姜 貞眞 岸田素子

木村 晶 木村英子 久下悦子

小西君子 坂田嘉子 阪本美紀

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 柴田智美 島 美緒

嶋林茂子 関田通子 大登晴代

高田郁恵 武市敦子 竹田光子

田中葉子 玉置明美 近森康子

坪田捷子 冨田久美子 中農晃子

橋村惠子 橋本順子 羽淵雅子

濵 洋一 前田元子 松井喜美代

松浦洋子 真見奈津子

密山一二三 吉田典子 和田啓子

渡辺周子 編集:古跡眞知子

2015年7月2日号 9:19

2015年8月6日号 12:23

乾 郁子 今岡松代 大山 猛

岡村勝彦 奥田和美 柏木和子

加藤紀美子 河原眞知子

上田啓子 黒河典子 斉藤良子

正田潤子 竹村京子 中村千賀子

中村直美 中本和代 西田文子

野村美穂子 畑中法子 兵頭つね子

深津綾子 福井和子 福田佳代

編集:中本和代

2015年7月9日号 10:17

井尻府三重 上原多美子

奥 幸子 小倉玲子 長村明子

加藤和夫 上村裕子 河合佐和子

小森由紀子 坂口幸子 阪本由美子

佐藤圭子 佐藤公平 澤井 稔

沢田玲子 大登晴代 中農晃子

西岡千代子 橋村惠子 林 由子

前田元子 八十嶋敦子 山本スズ子

山本晴代 編集:古跡眞知子

2015年7月16日号 10:35

2015年8月13・20日特大号 11:58

天江美佐子 池田和子 井尻府三重

岩谷友子 上野輝子 太田貴子

大塚しづ子 大山節子 長村明子

越智真弓子 上村裕子 河合佐和子

川添美智子 姜 貞眞 岸田素子

北村優美子 帰村千恵 小森由紀子

坂口幸子 阪本由美子 佐藤圭子

佐藤公平 澤井 稔 沢田玲子

柴田智美 鈴木恵子 関田通子

髙久俊子 高田郁恵 詫摩多美子

武市敦子 竹田佳代 建部節子

田淵浩子 寺西竹子 当房公子

永井憲子 中村洋子 中本和代

西本美加子 西山トシ子 直場徳宥

橋村惠子 橋本明子 羽淵雅子

星子鐵郎 前田元子 増尾敏子

松原和子 三原富枝 向髙寿子

守田喜久子 八十嶋敦子

柳内登喜子 山下 豊 大和澄子

山本晴代 吉田典子 和田文子

編集:井駒多津子

2015年7月30日号 9:55

上原多美子 大塚しづ子

大島幸枝 長村明子 加藤和夫

川添美智子 姜 貞眞 岸田素子

北川由美子 木村英子 久下悦子

坂田嘉子 坂戸真由美 佐藤公平

澤井 稔 沢田玲子 柴田智美

武市敦子 竹田光子 近森康子

冨田久美子 永井憲子 中農晃子

中村京子 西岡千代子 橋村惠子

橋本順子 羽淵雅子 濵 欣子

林 由子 松井喜美代 松浦洋子

真見奈津子 密山一二三

八十嶋敦子 山本スズ子

吉田典子 和田啓子

編集:町田美樹子

新潮音訳協力グループ:

グループN-BUN、

八幡市民図書館朗読ボランティ

アサークルよむよむ、

デイジー大阪、奈良県視覚障害

者福祉センター｢草笛会｣

     音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説 音 声 解 説

ボイスぷらすボイスぷらすボイスぷらすボイスぷらす◆◆◆◆

ラジオ整理ご協力

阪口雅代 加藤由美子 中嶋真弓

中村京子 那須由美子 平林育子

平山隆子 藤井倫子 西川真知子

廣野美代子

台本整理ご協力

那須由美子

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

キネマ・アンサンブルキネマ・アンサンブルキネマ・アンサンブルキネマ・アンサンブル◆◆◆◆

ｼﾈﾏ･ﾃﾞｲｼﾞｰの製作･提供

蜩ノ記

        マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア

ＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹＤＡＩＳＹ

～一ツ橋綜合財団助成事業～

マルチメディアデイジー図書を

はじめとする当館の電子書籍は、

公益財団法人一ツ橋綜合財団の

ご助成により製作されています｡

◆テキストDAISY図書◆テキストDAISY図書◆テキストDAISY図書◆テキストDAISY図書

MONTHLY “日本一”明るい経済

新聞7月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:笠松幸彦

MONTHLY “日本一”明るい経済

新聞8月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:森 美恵子

 館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い   館内お手伝い  

情報システム情報システム情報システム情報システム

森田敏子

録音製作録音製作録音製作録音製作

小林弘子 並木昌子 宮崎ナオヨ

［製作数］

新刊 46タイトル(CD 334枚)

雑誌 8タイトル(2036枚)

(『英語よもやま通信 『近畿視』

情協新刊案内 『子供の科学』』

『サイエンスかわら版 『読書』』

『お役立ち目録 『週刊新潮』』

『日経パソコン ）』

図書･情報サービス図書･情報サービス図書･情報サービス図書･情報サービス

足立宣美 飯村康志 岩井正雄

板波キミ 板谷照美 片岡忠克

木畑紀子 帰村千恵 小寺高子

清水美枝子 木村謹治 当房公子

武部はつ子 野間絹子 逸見恵子

宮嶋昌代 森本益子 渡邊洋子

若槻敬子

［茨木市バラの会］ 小林陽子

片倉康子 菅野淑子 竹内久代

永崎利恵 森島真由美

◆ 7月の貸出実績◆ 7月の貸出実績◆ 7月の貸出実績◆ 7月の貸出実績

点字 183tl ＦＤ 0tl

デイジー3554tl テープ 50tl

◆ 8月の貸出実績◆ 8月の貸出実績◆ 8月の貸出実績◆ 8月の貸出実績

点字 211tl ＦＤ 0tl

デイジー4304tl テープ 33tl

★7月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

大阪名物 新版 なにわみやげ

(井上理津子)

頭の悪い日本語(小谷野敦)

｢オネェ｣がメディアにモテる

理由(藤井誠二)

禁欲のヨーロッパ(佐藤彰一)

【デイジー図書】

闇蝙蝠3(吉田親司)

密謀(江宮隆之)

NHKが危ない!(池田恵理子)

大阪人大全(高瀬甚太)

整理･情報サービス整理･情報サービス整理･情報サービス整理･情報サービス

板波キミ 板谷照美 鱗星千恵子

日下清香

 対面リーディング   対面リーディング   対面リーディング   対面リーディング  

荒河裕子 一色和子 伊東晴子

上ノ山禎子 後 恵子 内山扶美代

江口不二子 大島幸子 大西順子

岡 香代子 置塩啓子 荻野珠紀

奥井秀子 桂 公子 神谷考子

菊池雅子 岸田素子 北村優美子

古賀和子 小杉洋子 佐藤美鈴

澤井 稔 柴田智美 嶋林茂子

神保克子 角野和子 高橋美代子

竹下正子 建石芳子 田那辺優子

西村與里子 沼田淨子 直場徳宥

浜田夏峰 林 勇 福地京子

麓 孜子 古木昭子 寶田サチヱ

星子鐵郎 細井昌子 前田芳野

前田元子 待田敏彦 松谷富子

松田洋子 眞野祥子 三島啓子

南 礼子 向井民子 望月 明

山内一子 山田栄利子

7月 利用者14人･63件

ボランティア57人

8月 利用者11人･53件

ボランティア53人

        パソコンサポートパソコンサポートパソコンサポートパソコンサポート

（ボイスネット）（ボイスネット）（ボイスネット）（ボイスネット）

【7･8月実績】

来館(3回4人＝ICTサロン):

萩原博子 原木 眞 伊藤 勇

斧田綱子

例会:石川昌宏 伊藤 勇

木村朱美 竹田幸代

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

日本基督教団北白川教会

鉄道弘済会西日本支部

後藤正裕 長宅政夫

(敬称略をご容赦下さい)

----------------------------

◎ボランティア友の会世話人会報告◎ボランティア友の会世話人会報告◎ボランティア友の会世話人会報告◎ボランティア友の会世話人会報告

9月3日(木)10:00～11:30

出席：井上 飯村 伊東 片岡

加藤 鳥山 藤井 山本

(館から、林田 加治川）

<館からの報告>

読書特別号紹介

日ラ展内容について

<協議事項>

施設見学会:10月16日(月)盲導

犬訓練所に決定

7月13日(月)下見の報告

バス・お弁当の検討

<次回> 11月5日(木)10:00～



佐々木マス子さんが全国表彰を受賞

公益財団法人鉄道弘済会の第45回朗読

録音奉仕者表彰で、当館ボランティア米谷

治子さん(朗読録音)と荒木良子さん(校正)

の西日本地区表彰に続いて、佐々木マス子

さんが朗読録音の全国表彰を受賞され、９

月25日、東京の弘済会館で授賞式が行われ

ました。28年11ヶ月、1416時間51分に及ぶ

活動歴と、専門書を

含め185タイトルに及

ぶ録音図書の製作実

績が高く評価された

ものです。心からお

祝いするとともに今

後ますますのご活躍

をお祈りします。

専門点訳講習会・東洋医学コースが終了

毎日新聞大阪社会事業団共催の専門点訳

講習会・東洋医学コースが８月４日終了し

ました。今回は元盲学校教員で、長年あん

ま鍼灸マッサージの教育と研究に貢献して

来られた阪本圭市先生を迎え、10数年ぶり

に開催。受講者は18人(加えて音訳ボラン

ティアの聴講者３人)に達し、全12回、時

には実技も伴う中身の濃い講習が行われま

した。視覚障害者の学習・就労・研究にな

くてはならない東洋医学の点訳(音訳)です

ので、修了者の皆様のさらなる研鑽と実践

をお願いいたします。

肥後橋ちょっと“触れ歩き”⑦

当館５階サービ

スフロアでは500分

の１の模型を公開

しています。右下

の当館(44ｍ)から

太陽の塔(70ｍ)、

通天閣(10 0ｍ)、

東京スカイツリー

(634ｍ)の順に触る

と、大小の差に皆

ビックリ！(竹)

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【８月】

４日 専門点訳講習会｢東洋医学コース｣修了式

26日 見学：韓国点字図書館協議会

【９月】

３日 ボランティア友の会世話人会

４日 灯友会バザール(～５日、当館４階）

12日 対面リーディング基礎講習会

オープンデー(館内見学日)

18日 鉄道弘済会・朗読録音西日本表彰式

25日 鉄道弘済会・朗読録音全国表彰式

予 定予 定予 定予 定

【10月】

１日 見学：福島県立盲学校

８日 全視情協大会(～９日、新潟市:竹下、

岡田､久保田､林田､瀧沢)

13日 音訳Ｖ養成講座②火曜コース後期開講

14日 音訳Ｖ養成講座②水曜コース後期開講

17日 日本ライトハウス展(～18日)

24日 オープンデー(館内見学日、要予約)

31日 わろう座映画体験会｢黄昏｣

シルバーウィークに奈良県天川村編 集編 集編 集編 集

のみたらい渓谷へフリークライミ後 記後 記後 記後 記

ングに行ってきました。汗ばむほどの陽気の

中、朝から夕方まで壁にへばりついて念願の

２級の岩壁を登ることができました。みたら

い渓谷はエメラルドグリーンに輝く神秘的

な川で紅葉スポットとしても有名です。大小

様々な滝と巨岩が点在し、底まで透けて見え

る清流が流れています。これから台風が心配

な季節でもありますが、ケガのないように自

然と仲良く楽しんでいきたいです。（茂）
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