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掲 示 板

点訳・音訳を学んで、新しい世界へ！

詳しくは各係へ要項をご請求ください。

◆点訳ボランティア養成講習会

対象 点訳初心者で当館ボランティアを志す方

日時 10月２日～来年３月25日まで(毎週金曜日

10時～12時、全25回の予定)

内容 前期は点字の規則などの基礎講習。後期

は点訳図書製作の実践(パソコンが必要)。

申込締切 ９月４日(金)

適性試験 ９月11日(金)10:00～12:00

申込 点字製作係(電話06-6441-1028)まで。

◆音訳ボランティア養成講習会２

対象 既に音訳の基礎知識を学んだ方

申込締切 ９月４日(金)

火曜コース(10月13日～来年２月23日、全16

回、15:00～17:00)、適性試験９月15日(火)

水曜コース(10月14日～来年２月24日、同上)

適性試験 ９月16日(水)

申込 録音製作係(電話06-6441-1017)まで。

｢エッセンシャルガイド 統一英語点字UEB

(福井哲也著、墨字・B5判で何が変わるか｣

190頁、税込2,500円、点字・全２巻、7,200円)

が出版されました。英米で移行が進み、日本で

も来年度の中学の英語教科書から徐々に導入が

予定される英語点字の新表記体系を、英語点訳

の第１人者が基礎から分かりやすく解説。ご注

文は当館サービス部(電話06-6441-0039)まで。

癒やしの装置や懐かしの遊び道具を募集

日本ライトハウスでは、今春から｢鶴見区障

がい者相談支援センター事業｣を受託し、地域

に暮らすさまざまな障害のある方々の生活を支

え、笑顔あふれる居場所の創造を目指していま

す。そこで、この居場所を盛り上げるアイテム

のご寄贈をお願いします。例えばコーヒーメー

カーやオーディオ、アロマセットなど癒やしの

装置、ビリヤードやダーツ、エアホッケーなど

懐かしの遊び道具。鶴見区障がい者相談支援セ

ンター(電話06-6961-4631)までお願いします。

８月から９月の休館について

８月11日(火)～15日(土)＝夏期休館(３階総務､

４階会議室のみ11日(火）･12日(水)開室)

９月19日(土)＝21日月曜指定祝日の振替休館日。

８階点字製作係と３階総務、４階会議室は開室。
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多彩な参加者と発表に接し、今後の取り組みに大きな刺激

第24回視覚障害リハビリテーション研究発表大会に参加して

第24回視覚障害リハビリテーション研究発表大会が6月27日～28日、福島市で開かれました。

これは、全国の福祉施設職員や教育関係者、眼科医、当事者やボランティアで作る｢視覚障害リハ

ビリテーション協会｣が毎年各地で開いているもので、今回は全国から約530人が集まり、さまざま

な研究発表や議論が行われました。当館から参加した新人職員２人の報告をお読みください。(竹)

医療との連携や｢チャレンジドヨガ｣に触発

サービス部用具・機器担当 花田潤子

特に印象に残ったのは、シンポジウム｢地方

｢市立で異なる視覚リハの事情｣で発表された

福知山市民病院における院内視覚相談会の取り

で、同病院職員の野口英樹さんが視能訓組み｣

訓練士の立場から、医療から福祉への連携強化

について実際の取り組みを紹介されました。

医療機関である福知山市民病院は、福祉施設

である京都ライトハウスと京都視覚障害者支援

センター、当事者団体である京都府視覚障害者

協会と協力して“院内視覚相談会”を実施して

います。対象者は主に障害者手帳取得から５年

以内の方で、開催は年に２回。相談会には、眼

科医、視能訓練士、看護師、医療ソーシャルワ

ーカー、歩行訓練士、視覚障害専門の相談員が

参加し、講演会や個別相談の他に当事者同士の

交流会も行われているそうです。

｢どこに相談したらいいか分からない｣｢各分

野の専門家の話を聞きたいが、何度も外出する

のが難しい｣といった要望を持つ方には、一度

に専門的な情報をさまざまな面から得ることが

できるので有益な場であると感じました。また、

漠然とした不安を抱えている方には、ピアカウ

ンセリング的な役割も果たしているようです。

その他、関係者同士も連携を図ることにより、

情報の収集や共有の場を持つことができるとい

う利点もあります。ただし、ピアカウンセリン

グを支えるファシリテーターの育成が追いつか

ないことが今後の課題になっているそうです。

個人的に興味を引かれたのが、NPO法人日本

カルチャーヨガ協会の高平千世さんによるポス

｢チャレンジド・ヨガ～視覚障がいのター発表

でした。畳１方のヨガクラス～の活動と効果｣

畳分の空間で移動を伴わないヨガは視覚障害者

定期ヨガクラスの様子(高平氏提供)

に適していると考え、体を動かす機会の提供と

して埼玉県所沢市を中心に活動されています。

定期ヨガクラスの進め方は３ステップ。

①ヨガインストラクターの声で、参加者は

ポーズをイメージして行う。

②完成ヨガポーズに触れて、形、特徴を理解し

ていく。複数でなく一つのポーズを反復する。

③参加者それぞれの完成ポーズ。

定期ヨガクラスでは、視覚障害を持つ参加者

数名に１人のサポーターを配置し、安全に正し

くポーズができるように、言葉や体を使って動

作支援を行っています。また、基本的に音楽を

使わず、言葉に集中できる環境を作っています。

その他、ヨガマットは黒色を使用し、インスト

ラクターやサポーターはハイコントラスト色の

ウェアを着用する等の工夫もしているそうです。

参加者からは「ポーズの形が分からないので、

自分には無理だと思っていたが、サポーターの

方が傍で丁寧に説明してくれたので安心して取

り組めた｣｢自分の身体から余計な力を抜くのが

思いのほか難しく、いかに体を緊張させた状態

で普段生活しているか痛感した｣といった感想

がよせられているそうです。

今後の活動の場として、関西圏も検討して頂

けると嬉しいなと思いました。

センターのページ
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センターのページ

iPhoneの有用性、点図とリハの連携に注目

製作部電子書籍担当 瀧沢彰子

最も感銘を受けた発表は、東京大学先端科学

｢見えに技術研究センターの三宅琢さんによる

でした。くいからこそのiPad、iPhone｣

発表の内容は、①デジタル機器を用いたロー

ビジョンケアの有用性 ②デジタルビジョンケ

アを行う上でもっとも重要なことは、視機能の

把握ではなく、患者のニーズの把握 ③デバイ

スの具体的な活用事例(紙幣識別、色識別、物

体認識、ボランティアが視覚障害者をビデオチ

ャットでサポートできるアプリなど)でした。

三宅氏の話の中で特に印象に残ったのは、

｢医療だけでは助けられなくても、デジタル

機器を用いた新しい障害者ケアを加えることで、

一人の患者に対して助けられることが増える｡｣

｢患者は、会社や家庭など、社会の中で生き

ている。医療もリハビリも会社で働く環境もト

ータルにケアして初めて、その人を本当に救う

ことになる。｣

｢汎用性のあるiPhone、iPadは、ロービジョ

ンになって間もない人にとっても、人前で使用

するのに抵抗が少なく、また、利用している人

も多いので、周囲のサポートも得やすい。｣

三宅さんの｢医学的視点｣を補完する｢生活機

能｣の視点からの発表は理解しやすく、特に冒

頭に述べられていた｢視力向上より意欲向上を｣

｢失明ではなく、無関心を回避する｣という言葉

が非常に印象に残りました。

｢京都ライトハウスにおける視覚リハまた、

業務と点字図書館業務の連携から見えてくるも

もたいへん参考になりました。の｣

京都ライトハウスは、日本ライトハウスと同

様に、｢視覚リハ｣と｢点字図書館｣の業務を並行

して行っている全国でも数少ない視覚障害者総

合福祉施設です。当法人と異なるのは、同じ敷

地内で業務が行われている点で、身近な例とし

て参考になると思いました。発表では、情報ス

テーション職員の野々村好三さんが両部門の連

携のメリットを以下の通り挙げられていました。

◆リハ部門から見たメリット

・訓練目標の設定の明確化

・点字訓練等のボランティアの紹介

・情報部門の貸出、読み書きサービス等の活用

・地域支援の中で情報部門の協力

◆点字図書館から見たメリット

・リハ部門経由の新規登録と来館者数が多い

・Ｌ点字(通常の1.2倍の点字)をはじめ、点字

図書の貸出などが多い

・窓口でのリハ部門等の紹介

◆利用者にとっての最大のメリット

・訓練へのモチベーションが高まり、情報入手

手段(点字、デイジー操作等)の獲得や行動範

囲の拡大など生活の質の向上につながること。

締め括りでは、点訳ボランティアがリハのボ

ランティアとして当事者支援に関わることによ

り、点訳活動のモチベーションが向上している

ことも紹介され、お互いの部門の特徴を活かし

連携していくことで、視覚障害のある方々への

サービスが向上していくことは明確であり、有

効であると発表されていました。

花田潤子先輩を手本に専門職を目指して

今回の研究発表大会では、さまざまな出会い

がありました。県内唯一の歩行訓練士として活

動している女性は、関係者と連携しながら独自

の方法で積極的に取り組まれています。また、

｢傾聴｣の姿勢を大切にし、自主性や自律性を引

き出すエンパワメントを重視して取り組んでい

る専門職の方のお話も聞くことができました。

印象的だったのは、前向きで気さくな方が多か

ったことです。私も、まずは基本的な知識と技

能を身につけ、それを柔軟にアウトプットでき

る専門職になりたいと感じました。

瀧沢彰子全人的ケアの重要性を再認識

今回の大会には、リハビリの現場に携わる職

員から医療関係者、教育者、研究者など多くの

専門職が集まり、多岐にわたる発表と議論が行

われました。大会への参加を通じ、多くの専門

職が連携したチームアプローチによる全人的な

ケアの重要性を再認識することができました。

支援が必要な方が｢地域の中で自分らしく生活

を送るために、私たちにできることは何か｣を

念頭に置き、点から線へ、線から面へ、総合的

な支援ができるよう、常に考え行動していきた

いと思います。
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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6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6666

14タイトル43冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

ＪＲニュース2015年7月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

アラビアン･ホースに乗って

(蓮見明美) 4冊 点:藤田比呂子

校:G校正 校:福元悦子

犬たちの明治維新(仁科邦男)

5冊 点:安井良恵 校:G校正

校:都解節子

源平の姫君たち紅の章

(藤咲あゆな) 2冊 点:林さゆり

校:G校正 校:八木光子

混声合唱のためのホームソング

メドレー(コスモス混声合唱団)

1冊 点:橋本和代 校:辻野純代

田中伸子

自衛隊を国防軍にする理由

(松島悠佐) 1冊 点:本条祐子

校:G校正 校:木村寿子

神国日本のトンデモ決戦生活

(早川タダノリ) 3冊

点:平石孝生 校:G校正

校:橋詰玲子

鈴木さんちの障害年金物語

(宇代謙治) 4冊 点:塚本紀子

校:辻志津江 校:平野 健

第三十章 太刀合(美田村邦彦)

1冊 点:待田敏彦

校:小原千賀子 平林隆雄

ピッピの生みの親アストリッド･

リンドグレーン(三瓶恵子) 3冊

点:山下慧子 校:奥川法子

冨田京子 校:前田裕子

肥満(東郷隆) 6冊 点:都解節子

校:G校正 校:平野 健

文豪たちの関東大震災体験記

(石井正己) 3冊 点:今里みづ代

校:加尾美千子 校:橋詰玲子

もめない相続トクする相続

(日本経済新聞社) 2冊

点:中川春美 校:清水浩子

校:高橋世貴子 田中陽子

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）

ラリー･キング･ライブ･スペシャル

待田敏彦

編集者を殺せ 平野 健

        学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材学 校 教 材

27年度前期分として以下の学

校教材を製作していただきました。

ご協力に心から感謝申し上げます。

小学校 6校 20教科

完成 6,409頁

中学校 4校 12教科

完成 10,582頁

あたらしい せいかつ 上 27年度

(東京書籍) 171頁 点:辻野純代

校:田中伸子

新しい国語 五 27年度

(東京書籍) 739頁 点:松井育子

安井良恵 校:田中真理子

新しい社会 歴史 27年度

(東京書籍) 1537頁

データ修正:河村牧子 清水浩子

新しい書写 一年用 27年度

(東京書籍) 190頁

データ修正:乙訓点訳サークル

新しい数学 1 27年度(啓林館)

852頁 データ修正:福元悦子

SUNSHINE ENGLISH COURSE 2 27年度

(開隆堂)754頁 点･校:有光美穂

坂和員子 杉島貴子

社会科 中学生の地理 27年度

(帝国書院) 1775頁 データ

修正:奥村純子 辻野純代

小学社会 6年 上 27年度(日本文

教出版) 562頁 点:和田俊行

校:糸山武博

小学社会 6年 上 27年度

(教育出版) 464頁 点:篠原苑子

校:大蔵継子

しょうがくしょしゃ 1 27年度

(教育出版) 100頁

点･校:乙訓点訳サークル

しょうがくしょしゃ 二年 27年度

(日本文教出版) 104頁

点･校:乙訓点訳サークル

小学書写 六年 27年度(日本文教

出版) 123頁

点･校:乙訓点訳サークル

新版 たのしい理科 6年 27年度

(大日本図書) 537頁

点:清水浩子 校:木村寿子

新編 あたらしいこくご 一 上

27年度(東京書籍) 142頁

点･校:青松清子 藤井恵美子

校:若林安也子

新編 新しい書写 六 27年度

(東京書籍) 116頁

点･校:乙訓点訳サークル

中学数学 3 27年度(日本文教出版)

725頁 点:篠田弓枝 塚本壽子

校:数学グループ

みんなと学ぶ 小学校理科 4年

27年度(学校図書) 476頁

点:河村牧子 校:木村寿子

NEW CRWON ENGLISH SERIES 3

27年度(三省堂) 870頁

データ修正:有光美穂

未来へひろがるサイエンス 1

27年度(啓林館) 1049頁

データ修正:篠田弓枝 塚本壽子

未来へひろがるサイエンス 1

マイノート 27年度(啓林館)

305頁 データ修正:篠田弓枝

校:塚本壽子

未来へひろがるサイエンス 2

27年度(啓林館) 1243頁

データ修正:島谷久美子

柴田房子 浜田史子 藤田周子

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

未来へひろがるサイエンス 2

マイノート 27年度(啓林館)

311頁 データ修正:柴田房子

島谷久美子 浜田史子 藤田周子

未来へひろがる数学 1 27年度

(啓林館) 971頁 データ修正:

大阪YWCA点字子ども図書室

みんなとまなぶ しょうがっこう

さんすう 1ねん 27年度

(学校図書) 298頁

点:古財芳子 校:数学グループ

みんなと学ぶ 小学校算数 6年

中学校へのかけ橋 27年度

(学校図書) 97頁 点･校:大阪

YWCA点字子ども図書室

みんなと学ぶ 小学校算数 6年

27年度(学校図書) 615頁

点･校:大阪YWCA点字子ども

図書室

みんなと学ぶ 小学校算数 4年 上

27年度(学校図書) 373頁

点:鴻上真理 浜田史子

校:数学グループ

わくわく理科 6年 27年度(啓林館)

651頁 点･校:大阪YMCA点字

子ども図書室

わくわく理科ﾌﾟﾗｽ 6年 27年度

(啓林館) 113頁 点･校:大阪

YWCA点字子ども図書室

小学書写 5年 27年度(教育出版)

136頁 点･校:乙訓点訳サークル

小学社会 5年 上 27年度(日本文

教出版) 438頁 点:奥村純子

中野龍子

新しい保健 5･6年 27年度

(東京書籍) 154頁

点･校: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6666

17タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

うつを鍼灸で治す(斎藤剛康)

4:01 音:夛田禮子

校:金井典子 長田ひとみ

オニマル３(田中啓文) 9:06

音:阪本由美子 校:橋本万里

西川淑子 編:濵 欣子

現代素粒子物語(中嶋彰) 9:51

音:夛田禮子 校:金井典子

井駒多津子 久保洋子

編:若槻敬子

自分で治せる!顎関節症

(木野孔司) 4:11

音:目連雅子 校:竹田佳代

12歳からのスマホのマナー入門

(藤川大祐) 3:45 音:岩井悦子

校:髙室雅子 竹下正子

寺田美枝子 編:若槻敬子

昭和の空想少年(岐路平むたき)

10:04 音:田主祥子

校:矢切素子 浅野雅子

編:森 和子

食物アレルギーのすべてがわか

る本(海老沢元宏) 4:53

音:竹田佳代 校:目連雅子

新･私が決める尊厳死(日本尊厳

死協会) 7:12 音:二宮真理

校:福島博子 鳥山正彦

編:本村英子

聖ワシリー寺院の碧い空(二宮真弓)

3:03 音:吉田典子

校:前川祐子 髙室雅子

八田芙未子 編:森 和子

解かれた封印(池田美代子) 2:27

音:小森佳津子 校:山見順子

福島博子 編:下山とよみ

日本人に生まれて､まあよかった

(平川祐弘) 8:09 音:郡 薫

校:中澤康子 八田芙未子

編:若槻敬子

百田尚樹に学ぶヒットを生む仕

事術(松本幸夫) 3:28

音:北川温子 校:大桑久美子

吉田典子 吉川順子 本村英子

編:岡 香代子

平和のためのハンドブック軍事

問題入門Q＆A40(福好昌治)

5:46 音:岡 香代子

校:谷澤耀子 石原英子

町田美樹子 編:松本紀代

ホーダー(ランディ･O･フロスト)

15:01 音:山口孝代

校:山中眞理子 栗本慶子

本村英子 編:浅野雅子

ポテトサラダの真っ白な広場

(国吉和子) 2:04 音:鬼頭順子

校:山見順子 荒木良子

編:石井ふみ代

まずは笑顔から(錦山亭金太夫)

2:38 音:山見順子 校:遠藤敬子

髙岡博子 前川祐子

編:阪本由美子

マンション管理組合理事になっ

たら読む本(貴船美彦) 5:54

音:有末 道 校:松浦洋子

多田裕子

        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

天から来たヒーラー(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

面白くて眠れなくなる素粒子

(竹内薫) 5:15

音･編:髙橋由紀江

ワルボロ(ゲッツ板谷) 11:37

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

讃美歌 讃美歌第二編

酒井佐代子

十三億分の一の男 中国皇帝を

巡る人類最大の権力闘争

成瀬教子

        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7月号 2:29

音･校･編:英語チーム 奥田美穂

岡 香代子 小倉玲子 川端真知子

小林幸子 中原尚子 松浦洋子

的場操代 脇本登志子
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感 謝 報 告

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

2015年7月号発送

西垣泰子 藤原静江 松永壮兒

山田一弘

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5月号 デイジー版 1:52

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 2015年5月号 4:27

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

『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5月号 3:12

音･校･編:理数チーム 井駒多津子

金井典子 小林加代子 寺田美枝子

濵 欣子 濵名あきよ 福島博子

2015年7月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:06

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=

岩見明子 今井和子 小北眞澄

大谷充子 多田順子 樋井佳津子

お役立ち目録 2015年7月号お役立ち目録 2015年7月号お役立ち目録 2015年7月号お役立ち目録 2015年7月号『『『『

～赤い鳥文学賞～』～赤い鳥文学賞～』～赤い鳥文学賞～』～赤い鳥文学賞～』

デイジー版 0:07

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6月号 5:05

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5月28日号 9:36

荒川尚子 大島幸枝 大塚しづ子

奥 幸子 上村裕子 加茂みくり

川添美智子 姜 貞眞 岸田素子

木村 晶 木村英子 久下悦子

坂田嘉子 坂戸真由美 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 武市敦子

竹田光子 田中葉子 玉置明美

中農晃子 中村京子 橋村惠子

橋本順子 羽淵雅子 濵 洋一

前田元子 松井喜美代 真見奈津子

密山一二三 吉田典子 吉永英子

和田啓子 渡辺周子

編集 古跡眞知子

2015年6月4日号 9:20

乾 郁子 大山 猛 岡村勝彦

柏木和子 加藤紀美子 上田啓子

河原眞知子 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 深津綾子

兵頭つね子 福井和子

編集 中本和代

2015年6月11日号 10:12

井尻府三重 奥 幸子 長村明子

加藤和夫 小谷 常 坂口幸子

阪本由美子 佐藤圭子 佐藤公平

澤田玲子 嶋林茂子 鈴木恵子

武市敦子 竹田佳代 田中葉子

中農晃子 林 由子 前田元子

向髙寿子 八十嶋敦子 山本スズ子

編集 町田美樹子

2015年6月18日号 10:08

荒川尚子 岩谷友子 上野輝子

太田貴子 大山節子 越智真弓子

北村優美子 髙久俊子 詫摩多美子

田淵浩子 寺西竹子 当房公子

中村洋子 西村道子 西本美加子

西山トシ子 直場徳宥 橋本明子

星子鐵郎 増尾敏子 松浦洋子

松原和子 三原富枝 三輪啓子

柳内登喜子 山下 豊 和田文子

編集 井駒多津子

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｣

『鍼灸 OSAKA Vol.30 No.4『鍼灸 OSAKA Vol.30 No.4『鍼灸 OSAKA Vol.30 No.4『鍼灸 OSAKA Vol.30 No.4

(2014.Winter 116号)』(2014.Winter 116号)』(2014.Winter 116号)』(2014.Winter 116号)』

デイジー版 8:19

音･校･編:東洋医学チーム

荒木良子 岩崎千佐子 片岡珠子

金井典子 壁谷岑子 久保洋子

栗本慶子 佐山敦子 夛田禮子

佐久間かず子 佐々木マス子

長田ひとみ 野﨑淳子 浜本裕子

濵名あきよ 前川祐子 三上 菊

桃井輝子 渡辺一枝

     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◆◆◆◆

ｶﾞｲﾄﾞCD同期

天地明察 松原 博

6/20中央区ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ上映会

｢ﾍﾟｺﾛｽの母に会いに行く｣ご協力

阪口雅代 那須由美子 平山隆子

西川真知子

映画館上映ご協力

6/21 ｢奇跡のひと

～ﾏﾘｰとﾏﾙｸﾞﾘｯﾄ｣ 藤井倫子

7/5「海街diary」

藤井倫子 川添美智子

那須由美子 古澤満寿枝

7/11「愛を積む人」

那須由美子

ラジオ整理ご協力

尾崎一恵 大桑久美子 中嶋真弓

平林育子 那須由美子 平山隆子

廣野美代子 古澤満寿枝

加藤由美子

台本整理ご協力

那須由美子
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        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｡

◆マルチメディアデイジー図書◆マルチメディアデイジー図書◆マルチメディアデイジー図書◆マルチメディアデイジー図書

おとうさんはだいくさん

ﾃｷｽﾄ化:加藤珠子 池尻三千子

画像:加藤珠子

音:前田綾子 伊志峰和代

公務員試験行政５科目まるごと

パスワードneo ｽｷｬﾝ:岩井和美

ﾃｷｽﾄ化:森 美恵子 吉川順子

画像･DAISY編集･音(TTS):

加藤珠子

高校留学アドバイス

ｽｷｬﾝ:池尻三千子

ﾃｷｽﾄ化:山本和代 酒井佐代子

画像・DAISY編集：岡本純子

音：松井喜美代 岡 香代子

スポーツを仕事にする！

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子 吉川順子

画像･DAISY編集：足立佐紀子

音:阪本由美子 中澤康子

現代文と格闘する 改訂版

ｽｷｬﾝ:岩井和美

ﾃｷｽﾄ化:酒井佐代子 吉川順子

DAISY編集：森田敏子

音:浜本裕子

仕事とお金

ﾃｷｽﾄ化:加藤珠子 片山広美

画像:加藤珠子 音:岡 恵子

大学で大人気の先生が語る

〈失敗 〈挑戦 〈成長〉の自立学〉 〉

ｽｷｬﾝ:岩井和美

ﾃｷｽﾄ化:池尻三千子、片山広美

画像･DAISY編集･音(TTS):山田理子

紅玉

ﾃｷｽﾄ化:千徳節子 木原富子

画像:加藤珠子 直江君晏

DAISY編集:直江君晏

音(TTS):直江君晏

◆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6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  

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］ 菅野淑子

竹内久代 堂 晴美 森島真由美

◆ 6月の貸出実績◆ 6月の貸出実績◆ 6月の貸出実績◆ 6月の貸出実績

点字 215tl ＦＤ 0tl

デイジー4269tl テープ 39tl

★6月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

かぐや姫の罪（三橋健）

謎の渡来人秦氏（水谷千秋）

アトピー性皮膚炎で悩むのを

やめる本（西岡清）

１日１回でお腹が凹む！完全

(フル)腹筋メソッド

（中村勝美）

【デイジー図書】

古代日本の超技術

（志村史夫）

臆病者のための億万長者入門

（橘玲）

近代日本の官僚

（清水唯一朗）

アメリカ人は理解できない

｢ご縁｣という日本の最強

ビジネス法則(釣島平三郎)

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

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 堀マサ子

松浦洋子 宮崎ナオヨ 若槻敬子

［製作数］

新刊 50タイトル(CD 352枚)

雑誌 9タイトル(1043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 『鍼灸OSAKA ）』 』

 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  

足立雅子 荒河裕子 一色和子

伊東晴子 犬塚敬彦 井上惠子

岩見博司 上ノ山禎子 後 恵子

内山扶美代 大坂陽子 大島幸子

太田貴子 大西順子 小笠原みゆき

置塩啓子 荻野珠紀 奥井秀子

桂 公子 神谷考子 菊池雅子

北村優美子 木畑紀子 黒瀬勝司

香西麻里子 古賀和子 佐藤美鈴

柴田智美 嶋林茂子 神保克子

田井京子 谷崎節子 中野龍子

難波美乃 西村與里子 直場徳宥

野村京子 畠田幹子 林 勇

林 敏夫 林 久利 福島悦子

古木昭子 寶田サチヱ 細井昌子

細見芳江 前田芳野 増山多惠子

待田敏彦 松谷富子 南 礼子

向井民子 森田 陞 八十嶋敦子

6月 利用者13人･57件

ボランティア54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）

【6月実績】

例会:石川昌宏 伊藤 勇 木村朱美

政所 章 村上栄一

HP更新:中条正信

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

新･讃美歌をうたう会

風仁サロン 山口孝代 匿名

(敬称略をご容赦下さい)



音声解説：映画館上映や野球中継を推進

当館では、映画やテレビへの音声解説や

耳で観る映画｢シネマ・デイジー｣の普及に

努めていますが、この一環として一般の映

画館での音声解説付き映画の上映を広める

活動も推進しています。この５月から７月

にかけては、６回にわたり梅田や京都の映

画館で、｢海街diary｣や｢愛を積むひと｣｢奇

跡のひと｣といった話題作の上映に協力し、

広報、予約受付、チケット引替、上映時の

オペレーション、ラジオの貸出、誘導など

のサポートを行いました。来場者は延べ116

人に上り、｢安心して映画が観賞できる｣と

いうお声をいただいています。また、音声

解説はプロ野球中継にも広がりつつあり、

朝日放送の６月と７月の２回、テレビ中継

｢虎バン主義｣で林田主幹が監修し、音声解

説放送を試験的に実施しました。

肥後橋ちょっと“触れ歩き”番外編

６月、岡山出張の際、｢点字ブロック発祥

の地｣の碑を見ることができました。点字

ブロックは1967年、世界で初めて国道250

号の岡山盲学校

近くの横断歩道

に敷設されまし

た。碑には当時

の点字ブロック

３枚が貼付され

ています。(竹)

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

◎ボランティア友の会世話人会報告

７月２日(木)10:00～11:30

出席 井上、飯村、伊東、片岡、加藤、

山見、山本､(館から竹下､林田､ 加治川)

<館からの報告> 障害者差別解消法、録音

製作係の職員体制について

<協議事項>

・６月４日ガイド体験の反省

・施設見学会検討：(案)盲導犬訓練所､

下見を予定

<次回> ９月３日(木)10:00～

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【７月】

２日 ボランティア友の会世話人会

11日 オープンデー(館内見学日)

22日 実習:府立視覚支援学校生(～23日)

23日 研修：台湾・呉純慧博士(～24日)

近畿視情協障害者サービス基礎研修会

28日 日本ライトハウス杯視覚障害者囲碁大会

30日 全視情協サピエ研修会(～31日、玉水)

予 定予 定予 定予 定

【８月】

６日 日盲社協・情報機器講習会(～８日)

13日 夏期全館休館(～17日）

22日 オープンデー(館内見学日、要予約)

28日 わろう座映画体験会

【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 オープンデー(館内見学日、要予約)

18日 鉄道弘済会朗読録音奉仕者表彰式

三省堂出版の辞典に「シネマ･デイ編 集編 集編 集編 集

ジー」が用語として掲載されました｡後 記後 記後 記後 記

『ＩＣＴことば辞典～ネット時代のニュー

スがよくわかる250の重要キーワード』(７

月10日発行)。クラウド、SNS、ウェアラブ

ルデバイスなど、テクノロジーやコンピ

ューターに関する“ことば”が豊富なイ

ラストや写真とともに、やさしくわかりや

すく解説されています。 数多くの有名な

辞書・辞典を出版する三省堂が取り扱って

くれたことが大きく、一つの用語として世

の中に認知してもらい、市民権を得たよう

に感じられて嬉しく思いました。(茂)
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