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点字表記検索システム｢点訳ナビゲーター｣開設

点訳の迷いをインターネットで解決！

全国視覚障害者情報提供施設協会(全視情協)

では、独立行政法人福祉医療機構の助成により

点訳委員会が中心となり、インターネット上に

｢点字表記検索システム“点訳ナビゲーター 」”

を立ち上げ、２月６日から公開しました。

｢点訳ナビゲーター｣は、主に点訳活動をされ

ている方が点訳・校正をする際、疑問に思われ

ることの多い分かち書き、点字の書き方、用語

の読み方などをインターネット上で手軽に検索

できるようにしたものです。

点字は活字と異なり、すべて仮名で表記され

る表音文字です。そのため、漢字の読み方が分

からないと、点字にすることができません。ま

た、日本語には同音異義語が多数あり、同じ漢

字の言葉でも文脈によって読み方が異なります。

例えば、｢遺言｣は、一般的には｢ゆいごん｣と読

みますが、法律用語では｢いごん｣と読みます。

さらに、日本語の点字でもっとも難しいのは、

点字特有の規則である｢分かち書き｣です。先に

も書いたように、点字は表音文字であるため、

活字のように漢字はなく、すべて仮名書きの表

記になります。そのため、意味に従って区切り

目を入れないと、文意を読み取ることができま

せん。例えば、みなさんは、次の短文に区切り

目を入れるとしたら、どこで区切りますか？

｢ここではきものをぬいでください。｣

主に二通り考えられ、

｢ここで□履き物を□脱いで□下さい」

｢ここでは□着物を□脱いで□下さい｣

区切り方によって、意味が全く異なります。

このように意味のあるところで区切る｢分か

ち書き｣には、詳細な規則が決められています。

点訳者は、この｢分かち書き｣の規則に従い、い

つもどこで区切るかを覚え、調べながら点字を

打っていますが、迷うこともしばしばです。

そこで、点字の書き方に迷った時の判断の助

けとして、インターネットで解決してもらおうと作っ

たのが｢点訳ナビゲーター｣です。点字表記の用

例は、全視情協が発行している｢点訳のてびき

第３版｣や｢初めての点訳第２版｣などの書籍か

ら引用し、現在約13,000語を収録しています。

このほか、｢点訳ナビゲーター｣では、仮名だ

けでなく、数字やアルファベットを用いた書き

方についても検索することができます。まだす

べての語例をカバーしているわけではありませ

んので、今後も語例を追加していく予定です。

インターネットを使えば、どなたでも検索で

きますので、ぜひ一度アクセスしてください。

http://ten-navi.naiiv.net/

(点字製作係主任 奥野真里)

センターのページ
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in 京都ライトハウス【千賀子のわくわく遊び隊】 世界に一つだけの手織り物

大阪市鶴見区には当法人の視覚障害リハビリテーションセンターがありますが、京都市北区の

京都ライトハウスにも同様の鳥居寮があります。これらの施設では、趣味や創作、スポーツなど

多彩なプログラムが行われています。今回は｢織物｣を初体験しました。(総務係 加治川千賀子)

簡易な織機で初心者向けの袋作りに挑戦

用意するものは段ボール、たこ糸、毛糸の綴

じ針かゴム通し。織り込む材料は毛糸、裂いた

。布、紐など何でもＯＫ

早速、袋物作りに挑

戦。段ボールの片側に

入れた切り込みに、奇

数になるように縦糸を

巻き付けます。横糸が

通しやすいように縦糸

１本おきに割り箸を通

します。好みの糸(初心者は太めの糸が仕上が

りも早くお勧め)を、両手を広げたぐらいの長

さに切り、針に通して、さあ開始。縦糸１本お

きに針をくぐらせるのですが、割り箸が通って

いない方の糸をすくうのはなかなか大変。端に

来たら糸を斜め上に引き上げ、右端から押さえ

ると均等に綺麗な織り目が現れます。

次は裏返して、同じ手順でクルクルと上まで

編み上げます。ここはひたすら根気勝負。編み

上がったら、段ボールを抜き、編み始めと編み

終わりの糸を裏側で始末すると袋が完成します。

袋の口の始末もいらないので、見える人の手を

借りなくても作り上げることができるそうです。

台紙の大きさを変えれば、小物からランチョ

ンマットもできますし、途中で色や材質を変え

ると模様も描けます。さらにティッシュカバー

のような立体のものでも縦糸の組み方を工夫す

れば、作れてしまうとか。週１回２時間程度の

プログラム、見学当日は６人の方が目の見えな

い先生の指導を受けながら、ゆったりとした時

間の中で、製作を楽しんでおられました。

工夫を重ねて拡がる創作意欲

参加者の中に｢フラミンゴ｣という手織り機を

使う方がおられ、お話を伺いました。これは手

織り機を回転させながら縦糸が張れるので楽で

すが、狭い隙間に糸を挟むのが難しいそうです。

しかし、先生に｢最初は大まかに糸をかけてお

き、土台から織機を外して机の上におき、端か

らゆっくりと順序よくかけていけばよい、とア

ドバイスを受けてから、作業がはかどるように

なった｣と。晴眼者が指導すると、こんな発想

は生まれ

ないかも

しれませ

ん。フラ

ミンゴに

ついて調

べてみる

と、｢準備に手間がかかると、初心者は敬遠する

から展示販売場で縦糸を張る場面は見せない｣

とか｢持ち帰ってすぐに織りが始められるよう

縦糸を張った状態で販売することもある｣とあ

りました。見えていても大変なんですね。

彼女はさらに「見えない人が新しいことを始

める時、先駆者があれこれ試行錯誤を繰り返し、

一番やりやすい方法を編み出してくれるから、

私たちはそのあとに付いていくだけで楽しめる。

だけど、それはとっても大変なことですよ」と

話してくれました。

私たちは、視覚障害の方々についつい見える

側のやり方を押しつけてしまいがちです。けれ

ど、視力に頼らない方法は、実は晴眼者にとっ

てもわかりやすい場合があります。最良の方法

を一緒に楽しむ中で見つけていけたらいいなぁ、

そんな思いを胸に体験を終えました。

センターのページ
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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1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1111

29タイトル103冊(書名､編著者､

冊数､点訳者､校正者)

SHARPヘルシオお茶PRESSO取扱説

明書､ご利用ガイド､メニュー集

3冊 点･校:梶原由美子

小林陽子

ＪＲニュース2015年2月号

(交通新聞社) 3冊

点･校:金曜日グループ

雨新潮文庫(井上ひさし) 5冊

点:黒堀比佐子 校:G校正

校:岡田允子

意外と知らない世の中の｢なぜ?｣

(ニナ･ウェグナー) 3冊

点･校:河村牧子 福井真由美

待田敏彦 丸山順介 山口節子

和田俊行

いちから聞きたい放射線のほん

とう(菊池誠) 4冊

点:藤田周子 校:G校正

校:大蔵継子

今この世界を生きているあなた

のためのサイエンス２

(リチャード･ムラー) 5冊

点:塚本紀子 校:G校正

校:福元悦子

イラスト･図説でよくわかる江戸

の用語辞典(江戸人文研究会)

9冊 点:中沢由美子

校:中川春美 木村寿子 川崎安恵

米山光代 校:丸山順介

歌と宗教(鎌田東二) 3冊

点:宍戸邦栄 校:木村寿子

校:岡田允子

おかんメール(｢おかんメール｣

制作委員会) 1冊 点:辻志津江

校:塚本紀子 校:岡田允子

玄米正食入門(岡田周三) 1冊

点:野上満智子 校:G校正

覚悟の磨き方(池田貴将) 2冊

点:中沢由美子 校:川崎安恵

河村牧子 校:岡田允子

かぐや姫の罪(三橋健) 2冊

点:奥川法子 校:河村牧子

山下慧子 校:宗像真李子

鑑定士と顔のない依頼人

(ジュゼッペ･トルナトーレ)

1冊 点:本条祐子

校:G校正 校:笹川雅子

教科書トレーニング理科３年

16冊 点:木村寿子 校:清水浩子

河村牧子

国と世紀を変えた愛(富永孝子)

5冊 点:都解節子 校:G校正

校:平野 健

国語は好きですか(外山滋比古)

2冊 点:西岡貴美子 校:G校正

校:岡田允子

コンコーネ50番(17-50番)[2014

年度-1](畑中良輔) 1冊

点:中村道子 校:辻野純代

コンコーネ50番(1～16番)[2014

年度-2](畑中良輔) 1冊

点:中村道子 校:辻野純代

じゃっで方言なおもしとか

(木部暢子) 3冊 点:古林敬子

校:G校正 校:平野 健

戦争の日本近現代史(加藤陽子)

4冊 点:谷村純子 校:G校正

校:宗像真李子

どんくさいおかんがキレるみた

いな。(松本修) 4冊

点:雪岡加奈子 校:G校正

校:大蔵継子

謎の渡来人秦氏文春新書

(水谷千秋) 3冊 点:井上眉美

校:G校正 校:平野 健

日本人として知っておきたい世

界を動かす現代イスラム

(宮田律) 3冊 点:吉原澄江

校:G校正 校:岡田允子

ベートーヴェンの真実(ラッセル･

マーティン) 2冊 点:橋本和代

校:G校正 校:岡田允子

翻訳がつくる日本語(中村桃子)

3冊 点:渡辺節子 校:松下柳子

校:都解節子

マッドアップル(クリスティーナ･

メルドラム) 6冊 点:福田真弓

校:G校正 校:小林陽子

万葉びとの宴講談社現代新書

(上野誠) 3冊 点:尾崎清子

校:G校正 校:平野 健

野蛮人のテーブルマナー

(佐藤優) 2冊 点:喜多冨佐子

校:G校正 校:岡田允子

路地の教室ちくまプリマー新書

(上原善広) 3冊

点:古本扶美子 校:山下慧子

校:平野 健

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校者名のみを掲載)

刑務所なう。シーズン２

橋詰玲子

        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1111

19タイトル(書名､著者､録音時間

音訳者､校正者､編集者)

Fables(Arnold Lobel) 1:12

音:志水節子 校:西田芳美

西和田惠子 編:伊東晴子

出光佐三魂の言葉(出光佐三)

2:32 音:吉田典子 校:前川祐子

松本紀代 荒木良子

編:山崎千代子

うろつき同心勘久郎鬼刀始末２

(関根聖) 7:32 音:前田綾子

校:伊志峰和代 橋本順子

森 和子 編:山崎千代子

感 謝 報 告
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感 謝 報 告

大阪食文化大全(笹井良隆) 17:50

音:上月直子 下山とよみ

嶋川真理子 神保克子 西村郁子

二宮真理 松田知子 水谷和子

文珠久美子

校:金井典子 北川温子 夛田禮子

濵名あきよ 福島博子 山見順子

編:浜本裕子

サボり上手な動物たち

(佐藤克文) 4:43 音:吉田典子

校:前川祐子 北川温子

八田芙未子 編:浅野雅子

猿飛佐助の憂鬱(福田善之) 5:31

音:山本明美 校:竹下正子

白石里佳 浅野雅子

編:八田芙未子

残照の村から(小堀充清) 8:16

音:野村昭子 校:石原英子

大西祥子 荒木良子

編:植田美穂子

女子会2.0(｢ジレンマ＋｣編集部)

7:50 音:溝渕久美子

校:中澤康子 前川祐子

酒居よし枝 編:町田美樹子

世界しあわせ紀行(エリック･

ワイナー) 18:44 音:上田道子

校:的場操代 本村英子

土井賀津子 編:山下富代

君の瞳に映る景色は(安野進)

1:08 音:坂口幸子 校:大西祥子

浅野雅子 編:森 和子

ノーベルの遺志上(リザ･マーク

ルンド) 12:22 音:髙室雅子

校:岩井悦子 小林幸子 鳥山正彦

ノーベルの遺志下(リザ･マーク

ルンド) 9:21 音:植田美穂子

校:米谷治子 小林幸子

編:上月直子

100％得をするふるさと納税生活

(金森重樹) 3:31

音:那須由美子 校:上田道子

金井典子 鳥山正彦

編:岡 香代子

保険会社が知られたくない生保

の話(後田亨) 5:43

音:橋本万里 校:阪本美紀

町田美樹子 編:森 和子

万葉集があばく捏造された天皇･

天智 上(渡辺康則) 10:03

音:北川温子 校:吉田典子

大桑久美子 山口孝代

岡 香代子 編:若槻敬子

万葉集があばく捏造された天皇･

天智 下(渡辺康則) 9:02

音:山口孝代 校:山中眞理子

北川温子 岡 香代子

編:若槻敬子

村上春樹で世界を読む(重里徹也)

11:46 音:有末 道 校:松浦洋子

胸永幸子 岡 香代子

編:鳥生次郎

物を売るバカ角川oneテーマ21

(川上徹也) 5:04 音:坪田捷子

校:郡 薫 脇本登志子

編:山崎千代子

私の思い出ホテル(庄野至) 4:10

音:新庄和代 校:北川温子

山下富代 編:古跡眞知子

        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

デイジー図書デイジー図書デイジー図書デイジー図書

お墓の本HOW？ BOOKS(須藤貞夫)

5:39 音･編:坪田捷子

風のメロディ(池田信雄) 2:53

音･編:音訳の会碧

新聞切り抜き(新刊図書情報)

新聞｢赤旗｣書評欄2014年11月～

12月 4:12 音:本田睦子

校:濵 欣子

黙っていても人がついてくる

リーダーの条件(永松茂久)

3:35 音:松本公丹子

ハンナ･アーレント中公新書

(矢野久美子) 6:41

音･編:松田照子

歴史読本臨時増刊

(新人物往来社) 31:15

音:眞野祥子

テキスト化テキスト化テキスト化テキスト化

荘子 上(講談社学術文庫)

テキスト化:中川幸子

ウェスレアン聖書注解 新約篇

第3巻

スキャン:池尻三千子 片山広美

テキスト化:池尻三千子

岩井和美 片山広美 西村佐世子

山田理子

        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2月号 2:50

音･校･編:英語チーム 伊東晴子

奥田美穂 志水節子 辻本紀枝

中島 睦 西田芳美 西和田恵子

松浦洋子 山崎千代子 山下厚子

脇本登志子

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』

2014年12月号 デイジー版 2:22

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12月号 4:10

音･校･編:グループ汐(ゆうしお)

井駒多津子 岸田素子 夛田禮子

澤田美那子 田中英子 土井明美

長田ひとみ 南浦京子 吉川弘美

『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 2014年12月号 3:49

音･校･編:理数チーム 北川温子

木村純子 小林加代子 阪本美紀

浜本裕子 本村英子 横山時子

2015年2月号『読書』『読書』『読書』『読書』

デイジー版 1:18

音:本田睦子 校:濵 欣子

発送:小北眞澄 上田桂子

大塚陽子 米田久美子

お役立ち目録 2015年2月号お役立ち目録 2015年2月号お役立ち目録 2015年2月号お役立ち目録 2015年2月号『『『『

～2014年のベストセラー～』～2014年のベストセラー～』～2014年のベストセラー～』～2014年のベストセラー～』

デイジー版 0:10

音:本田睦子 校:濵 欣子
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デイジー版『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』『週刊新潮』

2014年12月25日号 12:10

荒川尚子 岩谷友子 植田純子

大島幸枝 大塚しづ子 奥 幸子

小倉玲子 越智佳子 桂 公子

上村裕子 河合佐和子 川添美智子

北川由美子 木村 晶 小西君子

坂田嘉子 阪本美紀 佐藤公平

佐藤圭子 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 竹田佳代

竹田光子 津川淳子 寺田美枝子

中農晃子 中村京子 西岡千代子

橋村惠子 羽淵雅子 濵 欣子

浜 洋一 本田睦子 前田元子

松井喜美代 松浦洋子 密山一二三

吉田典子 吉永英子 渡辺周子

和田啓子 編集 古跡眞知子

2015年1月1日･8日合併号 12:08

井尻府三重 今岡松代 上原多美子

長村明子 大山 猛 岡村勝彦

柏木和子 加藤和夫 加藤紀美子

上田啓子 河原眞知子 黒河典子

斉藤良子 坂口幸子 正田潤子

鈴木恵子 永井憲子 中村千賀子

中村直美 中本和代 西田文子

野村美穂子 林 由子 兵頭つね子

深津綾子 福井和子 福田佳代

向髙寿子 編集 中本和代

2015年1月15日号 11:36

荒木良子 有末 道 池田和子

上野輝子 太田貴子 大山節子

越智真弓子 片岡佐知子 金井典子

北村優美子 帰村千恵 新熊美衛子

髙久俊子 詫摩多美子 寺西竹子

中本和代 中村洋子 西村道子

西山恵子 西山トシ子 橋本明子

橋本嘉代子 星子鐵郎 前田アキ

松浦洋子 松原和子 柳内登喜子

山下 豊 山下富代 山田栄利子

大和澄子 編集 井駒多津子

2015年1月22日号 9:40

荒川尚子 植田純子 大島幸枝

大塚しづ子 奥 幸子 小倉玲子

上村裕子 河合佐和子 小西君子

川添美智子 姜 貞眞 北川由美子

木村 晶 阪本美紀 佐藤圭子

佐藤公平 沢田玲子 柴田智美

嶋林茂子 関田通子 高田郁恵

武市敦子 津川淳子 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

浜 洋一 本田睦子 前田元子

松井喜美代 密山一二三

山本雅子 和田啓子 渡辺周子

編集 古跡眞知子

新潮音訳協力グループ:

グループN-BUN、音訳サークル

「あい 、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｣

『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1月号 4:22

音･校･編:情報文化センター

石井那智子 片岡珠子 金井典子

川端真知子 桂 公子 北川温子

木村純子 小林幸子 佐山敦子

佐々木マス子 阪本由美子

坂口幸子 嶋川真理子 夛田禮子

下山とよみ 竹田佳代 津川淳子

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

三上 菊 松浦洋子 村田 光

山見順子

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

2015年2月号発送

西垣泰子 藤原静江 松永壮皃

山田一弘

     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

釣りバカ日誌10

解説ﾅﾚｰｼｮﾝ:北川富美代

台本･編集:北川富美代

的場操代

釣りバカ日誌12

解説ﾅﾚｰｼｮﾝ:平山隆子

台本:大桑久美子 川村慈子

中村京子 平林育子 平山隆子

編集:大桑久美子 中村京子

平林育子

ｼﾈﾏ･ﾃﾞｲｼﾞｰ製作協力

川添美智子 竹田佳代

機材整理協力

藤井倫子

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

相棒劇場版

        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DAISY図書マルチメディアDAISY図書マルチメディアDAISY図書マルチメディアDAISY図書◆

怪人二十面相

ﾃｷｽﾄ化:吉川順子 西村佐世子

森田敏子

DAISY編集:山田理子

◆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1月号

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:笠松幸彦

アメリカのスポーツと人種

黒人身体能力の神話と現実

ﾃｷｽﾄ化･DAISY編集:越智眞弓子

なぜ中国から離れると日本はう

まくいくのか

ﾃｷｽﾄ化:木原富子 佐藤久子

千徳節子 新田 優

DAISY編集:森 美恵子

｢図書館から､図書館を超えて

視覚障害学生との出会い､

DAISY､国際貢献｣シリーズ私と

図書館 No.6

ﾃｷｽﾄ校正:森 美恵子

感 謝 報 告
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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

ＤＡＩＳＹ教科書ＤＡＩＳＹ教科書ＤＡＩＳＹ教科書ＤＡＩＳＹ教科書

精選国語総合古典編

ﾃｷｽﾄ化:森田敏子

吉川順子 吉田典子

DAISY編集:直江君晏

河原眞知子

音：水野順子 佐久間かず子

山口孝代 山中眞理子

吉田典子

ルビ校正:森田敏子

新編国語総合

ﾃｷｽﾄ化:山田理子

DAISY編集:松本昌子

音:小西君子

ルビ校正:森田敏子

高等学校国語総合

ﾃｷｽﾄ化:山本和代 吉川順子

DAISY編集:岡本純子

音:金井典子 夛田禮子

飯村紀子 東 佳子

ルビ校正:森田敏子

高等学校現代文B

ﾃｷｽﾄ化:森田敏子

DAISY編集:岡本純子

音:新熊玲子

ルビ:森田敏子

新編現代文

ﾃｷｽﾄ化:山田理子

DAISY編集:佐藤公平

音:谷澤耀子 岡 香代子

新編現代文B

音･DAISY編集:黒部妙子

校正:北川温子

高等学校標準古典B

音･DAISY編集:帰村千恵

校正：北川温子

新世界史B

音･DAISY編集:小杉洋子

校正：清水百世

新編数学A

音･DAISY編集:藤澤元子

数学Ⅱ

音･DAISY編集:藤澤元子

高校生物基礎

音:澤田美那子

校正・DAISY編集:井駒多津子

CROWN English Communication Ⅱ

音･DAISY編集:直場徳宥

校正：松浦洋子

SELECT English Expression Ⅰ

音:田中英子

校正･DAISY編集:直場徳宥

 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 植田美津子

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

廣川公栄 逸見恵子 宮嶋昌代

松原和子 森本益子 渡邊洋子

若槻敬子

［茨木市バラの会］小椋美智子

菅野淑子 堂 晴美 堀林美智子

森島真由美

◆ 1月の貸出実績◆ 1月の貸出実績◆ 1月の貸出実績◆ 1月の貸出実績

点字 170冊 ＦＤ 0枚

デイジー2827枚 テープ 39巻

★1月の人気貸出図書★

(当館製作図書。順不同。)

【点字図書】

使える!楽しい!ノンフライヤー

123レシピ(祐成二葉)

スットコランド日記(宮田珠己)

お客に言えない食べ物のカラ

クリ(マル秘情報取材班)

ブータン｢幸福な国｣の不都合

な真実(根本かおる)

【デイジー図書】

うろつき同心勘久郎鬼刀始末１

(関根聖)

曳舟の道(浜岡三太郎)

「治る」ことをあきらめる｢死

に方上手｣のすすめ(中村仁一)

「うつ」と平常の境目(吉竹弘行)

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

宮崎ナオヨ

［製作数］

新刊 51タイトル(CD 443枚)

雑誌 8タイトル(1058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』

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

井川倭文子 板波キミ 逸見恵子

鱗星千恵子 日下清香 松本美津子

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

 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 飯塚 恵

石川京子 糸井三佐子 伊東晴子

犬塚敬彦 井上惠子 上ノ山禎子

後 恵子 内山扶美代 大島幸子

太田貴子 小笠原みゆき 奥 幸子

置塩啓子 荻野珠紀 奥井秀子

片岡佐知子 桂 公子 菊池雅子

岸田素子 帰村千恵 香西麻里子

古賀和子 小杉洋子 柴田智美

渋谷登与子 島 美緒 神保克子

妹尾優香 高橋美代子 高橋節子

建石芳子 田那辺優子 谷崎節子

田伏惠子 寺西竹子 藤堂麻須子

乕松益美 土居暢子 中野龍子

中村洋子 中村京子 難波美乃

西村與里子 新田幹子 野村京子

畠田幹子 浜 洋一 廣岡敏雄

福地京子 藤田洋子 藤田佳子

古木昭子 寶田サチヱ 細井昌子

細見芳江 本荘一子 前田芳野

前田元子 増尾明子 増山多惠子

松谷富子 松田洋子 眞野祥子

三島啓子 森田 陞 山内一子

山崎 彰 山本淳子

1月 利用者15人･76件

ボランティア71人

感 謝 報 告



電子書籍をテーマに近畿視情協研修会

近畿視覚障害者情報サービス研究協議会

の今年度職員研修会｢どうなる！電子書籍

のアクセシビリティ～だれにも使える｢本｣

の実現をめざして｣が２月19日、大阪府立

中央図書館で開催。専修大学教授・植村

八潮氏による電子書籍提供業者の調査結果、

やしお

日本電子出版協会理事・岡山将也氏による

のぶや

EPUBの自動音声化の研究報告、大阪府立中

央図書館職員・杉田正幸氏による視覚障害

者への電子書籍のアクセシビリティの現状

などが報告され、図書館や出版関係者、研

究者、当事者など70人余りの参加者が耳を

傾け、活発な質疑と意見交換を行いました。

整理・情報係に杉原佳子職員を採用

整理・情報係は点訳・録音用原本の受入

に始まり、図書の装丁やサピエ図書館への

書誌登録、目録の作成などを行っています。

この度、拠点を８階製作部から別館サービ

ス部へ移し、図書・情報係と連携を強めて

作業すること

にしました。

その担当とし

て２月16日付

で杉原佳子職

員を採用しま

した。どうぞ

よろしくお願

いします。

【感謝報告 続き】

        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）

【1月実績】

訪問(1回2人):栗原博子 原木 眞

HP更新:中条正信 例会:なし

  ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附ご 寄 附

全国PHP友の会PHP思いやり運動

風仁サロン 後藤正裕 竹下八千代

長宅政夫 (敬称略をご容赦下さい)

あ ゆ みあ ゆ みあ ゆ みあ ゆ み

【２月】

14日 オープンデー(館内見学日)

19日 近畿視情協職員研修会(府立中央図)

26日 見学：釜山広域市視覚障害者福祉館

27日 わろう座体験会｢鍵泥棒のメソッド｣

研修：京都ライトハウス新任職員

予 定予 定予 定予 定

【３月】

３日 見学：長岡京市視覚障害者協会

５日 専門音訳デイジー編集・基礎編(～６日)

12日 専門音訳デイジー編集・応用編(～13日)

13日 対面リーディングＶ向け勉強会

14日 オープンデー(館内見学日､要予約)

17日 ボランティア友の会世話人会

見学：シロアム視覚障害者福祉会

19日 ボランティア交流会(全館休館)

20日 ５階書架３階移設工事(～22日)

26日 Ｖ世話人会(新旧世話人引継ぎ式)

31日 ５階サービスフロア休業(棚卸し)

２月に今年度関わっている全視情編 集編 集編 集編 集

協10年ビジョン委員会で帯広へ後 記後 記後 記後 記

行ってきました。関西では味わえない透

き通った寒さが心地よく、会議のあとに

案内いただいた然別湖の氷の露天風呂は

しかりべつこ

「わぉ！」と叫びたくなるほどの別世界。

分厚く凍ってしまった極寒の湖が、人の

アイディアと努力で至極の場所に変える

ことができるマイナスをプラスに変えて

しまう素晴らしさと、なにものも圧倒す

る大自然に感動 。なにより小さなこと^^^^^^^^

(茂)を忘れさせてくれる北海道でした。

2015年3月号ONE BOOK ONE LIFE
ワ ン ブ ツ ク ワ ン ラ イ フ
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