
- 1 -

1993年 7月15日発行（隔月奇数月発刊） 点訳通信１１号

1993. 7.15

第 １１ 号

盲人情報文化センター

私 の 点 訳 ラ イ フ

前田久子

何故点訳を・・・と自問してみて首をかしげたくなることがあります。

北海道から埼玉へ転勤し、特に趣味のない私は子育てを楽しんでいたのです。

長女が２歳の頃から愛育会という組織の末端の奉仕活動で保健婦さんのお手伝い

などを続けていました。

その関係で市の社会福祉協議会ボランティア世話人会へも出席していました。

この市社会福祉協議会主催初の講座が点字でした。子育ても二女が幼稚園に行き

始め楽しみが半減したところだったので「私でもやれるかしら」と伺ったところ

「やってみなさい。出来るわヨ」と軽く言って下さり、ホイホイとやり始めたの

でした。

やっと母音と子音が分かり、曲がりなりにも受講を終了し楽しいグループ点訳

を始めた矢先、夫の転勤で大阪茨木に越してきました。

さっそく点字講習会の機会を得、受講したのですが、とまどうことばかり。頭

の中がこんがらがるのです。分かち書きの方法が違っていたからです。理解でき

ず困っていたところ情文での講習会があることを知り、参加できる事が決まった

時は嬉しかった!! 毎週何とか先生の言葉を理解しようと頑張ったんです。何し

ろ根がのん気で頭の働きも同様なので、先生の言葉を理解できる程の回転もせず、

アップアップの状況でした。転勤族というハンディがあるにもかかわらず、修了

証を受けることが出来た平成元年３月は忘れることの出来ない嬉しくて楽しい日

でした。

情文での点訳も少しずつ少しずつ楽しんでやっています。深い思い込みも抱か

ず読書の続きのような感覚で、校正の方にも恵まれ、友だちにも恵まれ、のんび

り、ゆっくり、じっくりの調子でこれまで通り、これからも続けていきますので、

ヨロシクお願いします!! （まえだ ひさこ）
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点訳Ｑ＆Ａ

漢字の読みについてお尋ねします。読みが二通りある言葉は、どちらの

Ｑ 読みをとったらよいのかいつも迷います。辞書を見て、矢印で「××を

見よ」として意味が書いてないものより、意味の書いてある方の読みを

とっていますが、ときどき読みが不適当だという注意を受けます。この

方法ではいけないのでしょうか。

先ず、お使いの辞書の凡例を見て下さい。広辞苑を例に取りますと、参

Ａ 考記号の矢印は「解説はその項を見よ」という意味に使われています。

ですから読みの選択の助けにはなりません。その文章にあった読みはど

ちらかを判断する必要があります。

オを添えるオ列の長音とウ列の長音の区別がつきにくいものがあります

Ｑ 間違いやすいものに、どんなものがありますか。

比較的間違いやすいものをいくつかあげてみましょう。

Ａ

正 誤

ウ列の長音 扇 オーギ オオギ
放る ホール ホオル
近江 オーミ オオミ
逢瀬 オーセ オオセ
箒 ホーキ ホオキ
峠 トーゲ トオゲ
尊い トートイ トオトイ
逢坂 オーサカ オオサカ

オを添える 遠江 トオトーミ トートーミ
オ列の長音 亨ちゃん トオルチャン トールチャン

概ね オオムネ オームネ
酸漿 ホオズキ ホーズキ
見通し ミトオシ ミトーシ
十日 トオカ トーカ
大阪 オオサカ オーサカ
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尚、ご質問とは少し違いますが、次のような事にも注意して下さい。

①ひらがなで書かれた擬態語など（例：すうっと）

②漢字で書いてあるときはウ列の長音を正しく表記できるのに、カタカナで書い

てあると“ウ”としてしまう誤りがときどき見られます。（例：砂糖 サトウ）

②は、“外来語などは原文の表記法に従って書く”という規則との混同と思われ

ますが、いずれも長音符を用いて表記します。（てびきP13、P14参照）

すうっと → スーット

サトウ → サトー

お知らせ

点訳のルールについて次の各点に

ご注意ください

☆点線は前後に記号類が続く場合以外は必ず１マスあけることにしました。従っ

て『点訳のてびき』の６１ページ［備考２］は削除します。

☆あいまいな数や、数が重なるときの書き方は次の通りです。

数２セン◇数５ヒャク◇数２数３０

数２セン◇スーヒャク◇スージュー

数２セン◇数５数６００

数１０スーニン スージューニン

数１４数５ニン

☆第１カギの閉じの前にある読点は、読点（5･6）とカギ（3･6）が続いて（5･6、

3･6） の二重カギの開きと同じ形になるので省きますが、その他の場合は読点

を省くことはありません。
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お知らせ

「 」点訳ル－ルの変更

☆中点について

前号でとりあえず省略してはいけない例と省略する例をとりあげましたが、

その後いくつかの例について検討した結果、「点訳のてびき」55ペ－ジの［備考

１］七・五・三や五・四運動などと［備考２］のうちのジョン・Ｆ・ケネディや

1990･11･1のようなもの以外の中点は原本通りに使用することにしました。あると

わずらわしい感じのする中点もあるのですが、省略する・しないの線引きがたい

へんむずかしいのです。

☆キタ・ミナミ、ニシ・ヒガシ、ミギ・ヒダリ、マエ・ウシロについて

東と西、南と北などが頭につく語のますあけが、今ひとつわかりません。『て

びきの使い方』では国名、都市名、町村名以外は３拍の場合区切る、とあります

が、郡名はどうなりますか。又、東シナ海や南シナ海はどうでしょう。固有名詞

だから続けるという人もあります。固有名詞も上記の中に含まれるとすると、固

有名詞かどうかはっきりしないものも迷います。

わたしは『てびき』の規則はたいへん分かりやすくできていて迷うこともない

と思いますが、わざわざ『てびき』に反する分かりにくい規則に変えられたのに

は、何か理由があるのでしょうか。

上のようなご意見が投書箱に入っていました。「なるほど、たしかにおっしゃ

る通り」というわけで、これら４対の言葉については「点訳のてびき」の通りに

複合語の語頭にあるミナミ、ヒガシ、ヒダリ、ウシロは３拍のことばであります

が続けることにします。（～ミナミなどは切ります。）なお、なぜ今まで切るこ

とにしたかといいますと「３拍のことばは切る」という大原則になるべく例外を

つくりたくなかったからです。（盲学校の教科書は国名、都市名なども切ってい

ます。）

以上２点についてはつぎに新しく点訳をはじめる本から適用して下さい。
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お知らせ

目次の書き方について
＝＝ その１ ＝＝

目次の点訳については、すでに『点訳通信』第３号の 及び第７号で詳しＱ＆Ａ

く説明がなされていますが、つぎの事柄については未だ理解がまちまちなように

見受けられますので、もう一度確認しておきましょう。

（１）目次が１ペ－ジ内に収まるときは、ペ－ジ数（モクジ数１）は書きませ

ん。

（２）見出し語とペ－ジ数の間が４マス以下の時は点線をいれずにペ－ジ数を

書きます。（もちろん、数符は他の行の位置と揃えます。）

（３）目次が２行以上になるとき。

①２行目以降は前の行頭より更に２マス下げて書きます。・

②２行にわたる見出しの１行目がそのペ－ジの最終行にきたときは、最

終行をあけて全体を次ペ－ジに書くようにします。

（４）目次の始めと終わりは、２・５点の中央１２マス線ではさみます。ただ

し、終わりの１２マス線のみがそのペ－ジに入らないときは割愛します。

＝＝ その２ ＝＝

ＢＡＳＥをお使いの方の多くは、「目次作成」の機能を活用されていることと

思います。そこで、この機能を使う際の注意点をあげてみました。

（１）この機能を使いますと行頭が４マス以上あいている文章はすべて拾い出

してきますので、必要なものと不要なものを注意深く見分け、不要なも

のは「行削除」で消しましょう。誤って必要なものを消してしまっても

大丈夫、［ｆ９］のキ－で復活することができます。

また、行頭の“下げ”は、必ずしもそのまま用いられるようになっては

いません。見出しの大きさや、本文中の表し方に応じて調整しましょう。

（２）見出し語が２行以上にわたっていると、どの行にもペ－ジ数が書き込ま

れますから不要な部分を消し、整理しましょう。

（３）１行目に書き出される ［－－ モクジ －－］ の文字は９マス目か

ら書かれていまが、従来のＩＣＣＢのスタイルに合わせて中央に記入し

てください。その際、両わきの棒線は、付けるも取るも点訳される方の

お好みしだいです。棒線を付けたときもその下の１２マス線は入れます。

（４）ＢＡＳＥで作成した目次には、さいごに ［（モクジ オワリ）］ の

文字が自動的に書き込まれています。これは、必ずしも必要なものでは
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ありませんし、従来のＩＣＣＢの方式では記入しませんので削除してく

ださい。もし書き込むのでしたら１２マス線の下に、中央になるように

入れましょう。１２マス線と同様この行だけがペ－ジに書き込めないと

きは割愛し、それだけを次ペ－ジに書くことはしません。

（６）最小の見出しは行頭から書くのが通常ですが、ＢＡＳＥのデ－タには改

行マ－クが入らないので、デ－タの修正をするとき行の移動で混乱する

ことがあります。そのような事態を防ぐため、小見出しの行頭を２マス

下げて書くことはかまいません。

（７）行頭を下げずに書き込んでも、行移動による混乱を防ぐ手だてが無いわ

けではありません。

☆［ＳＨＩＦＴ］＋［ＨＥＬＰ］のキ－を押し［Ｗ］を押すと「ワ－ド

ラップをしません」という語が出てきます。この状態で入力すれば新

たに文字を挿入したり削除したりしても、マスの移動により次行の行

頭が上がってきたり、行末が移動して次行の行頭にくっついたりする

心配はありません。

ただし、この状態で入力するときは行末処理を行いませんから、１行

の文字数が３２以上になるとはみ出した文字は消えてしまいます。要

注意！

☆アンダ－ラインで示した動作をもう一度繰り返すと、「ワ－ドラップ

をします」という文字があらわれ、もとの状態に戻ります。

※「目次作成」の機能については、既刊の『点訳通信』第５号・パソコン点訳

講座５をご参照ください。

（ ）ＢＥ編

等間隔の線を引く

ＢＥが文字だけでなく図形処理できるようになり、表現方法が豊かになった感

があります。

さて、ＢＥＧでグラフなどで平行線を引く場合、目分量で引くと結構不均等に

なったりして、なかなかうまく引けません。そこで、線を引く前に、点字の任意

の１点（例えば「ア」の点）を目印の目的で入力します。点字のマスは決まって

いますので、当然等間隔に並びます。そこでこれを目印に線を引きます。線を引

いたあとは不必要となった点字の点を「削除」キーで消します。これで、簡単に
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等間隔の平行線が引けました。

（ ）BASE編

ＢＡＳＥ は、大変高機能な「点字スクリーンエディタ」です。それだけに、

そのマニュアルも膨大なもので、マニュアルを全部読まれている方はたいへん少

ないのではないかと思われます。仮に１度は通読されていても、内容を覚えてい

て、ＢＡＳＥを充分使いこなしておられる方はそんなにはいらっしゃらないので

はないでしょうか。そこでその便利な機能のうち、日常的によく使いそうなもの

をいくつかご紹介します。

簡易チェック機能

うっかり行頭に１マスだけスペースが入ってしまった、「ガ」と書くべき所な

のに「ア゛」とか「ナ゛」となってしまった、データを修正している内に行末に

スペースができすぎてしまっていた、など画面を見ながら見つけるのはたいへん

です。そんな時有効なのが、「簡易チェック機能」です。

「シフトキー」と「ｚの文字キー」とを同時に押すと、コンピュータが「なん

だかおかしいぞ」と思ったところでカーソルが止まります。コンピュータは点字

のルールすべてを理解して「おかしいぞ」と判断している訳ではありませんから、

変でも何でもない所で止まることもありますが、そんな時はもう一度「シフトキ

ー」と「ｚの文字キー」とを同時に押せば、さらに続きをチェックし始めます。

コンピュータの判断が正しければ、つまり止まったところが本当におかしければ、

そこを修正してからまたチェックを繰り返せばいい訳です。行末の空白の部分で

カーソルが止まることがあります。そんな時は、その行末に次の行頭の言葉が入

るという所ですから、そのカーソルの止まった所で「デリートキー」を押せば次

行の１語があがってきます。入力が終わって、読み合わせ校正をする前に、１度

この「簡易チェック」をかけて見ると、ずいぶん後の作業が楽に成るかもしれま

せん。

但し段落の箇所で、２マスではなく３マス開いてしまった、というような箇所

はチェックには引っかかりません。
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単文登録機能

何回も出てくる外国のややこしい人名や地名、表やコラムなどの前後を挟む棒

線枠や点線枠、中央12マスの区切り点線や区切り棒線、など何回も出てきてわず

らわしいようなものを登録する機能です。

一つの単文で登録できる長さは、1行分つまり32マスまでです。個数は50個まで

登録できます。

「シフトキー」と「ｆ・８キー」を同時に押しますと、この登録ができるよう

になります。一つ目をキー入力したら、カーソル移動キーで1行下に下げ、次の単

文を入力します。必要なだけ登録したら、「[ESC] キー」で登録画面を終了して

下さい。

登録する際、左に「ア」とか「イ」とかいった文字が出ています。これは、後

で単文を呼び出す時に使う文字です。

登録した単文を呼び出すには、二つの方法があります。

(1) メニュー選択……「シフトキー」と「ｆ・９キー」を同時に押すと、登録

されている単文が出ます。上下の矢印キーを動かして目的の単文にカーソルをあ

わせ「リターンキー」を押すと、その単文がカーソルの位置に入ります。どんな

単文を登録したか忘れてしまった時には便利ですが、いつもいつもこの方式で50

個もある単文の中から選んでいたのでは、かえって面倒です。そこでもう一つの

方法、

(2) 文字入力方式……登録の際、左側に出ていた文字と「[NFER]キー（スペー

スキーの左側のキー）」を同時に押すと、その文字に対応する単文がカーソルの

位置に入ります。「ア」と「[NFER]キー」、「イ」と「[NFER]キー」、‥‥‥と

いった具合です。この「ア」とか「イ」というのは点字入力です。

以上今回は二つの機能をご紹介しました。試して見て下さい。

（ ）BASE編

画面を日本語→英語→日本語の切り替えをワンタッチで

画面を英語表示にする方法はご存じですね。即ち、[CTRL]＋[L] [2]（[CTRL]キ

ーを押したままで[L]キーを押し、その後、テンキーの[2]を押す）や[SHIFT]＋

[HELP] [f･3]と入力すれば画面が英字に変わります。但し、２級英語の略字略語

のところは点字表示です。
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さて、画面を何度も英語にしたり日本語にしたりするのに上の操作を繰り返す

のがとてもやっかいです。何とかワンキーでと苦しんだあげくこんなウマイ方法

がありました。

1.画面を編集状態にする。

2.[^]キーを押す。（[\]の左のキー）画面の右下に「ｍ」が出る。

3.[CTRL]＋[L] [2] と入力。

4.[\] キーを押す。画面の右下に「ｏｋ」が出て英語表示になる。

これで、あとは [\]キーをひとつで「英語←→日本語」の切り替えができます。

ラクチンラクチン。この方法をキーボードマクロと呼んでいます。

編集を終了させれば自然に解除されます。編集中に解除したいときは[^][\]で

す。詳しくは「ＢＡＳＥ.ＤＯＣ」を見て下さい。→ 見方のわからない方は木村

まで。

以上、このアイデアは 岩井正雄さんからいただきました。

下調べ辞書 ニュース追加データ

－操作方法は簡単です、ぜひ使って下さい－

最近登録されたデータで演劇評論家の「鴻英良」の読みが、「おおとり、ひで

なが」と読むそうで難しいですね。

毎週、人名の読みのデータは１００名程度増えています。少しずつですが着実

に増えていますので、利用してみて下さい。

◇地名

現在の郡名、市区町村名

漢字で書かれた国名・都市名

◇人名

劇画家名／相撲人名／天皇名／漢

字で書かれた外国人名／現在の閣

僚名簿／現在の衆院･常任･特別委

員長／外国駐在大使名

◇その他固有名詞

駅名（約 9,000件）／山名

◇その他

元号名／年中行事／漢方医学関係

用語／植物名（花の名前を中心

に）／鉱物名／四字熟語（1098

件）／馬術用語（370件）
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肥後橋マップ

お店紹介

今回は、京風ら～めんのお店『こんちきちん』 至梅田

を紹介します。

私の知る限りでは、情文の近くに“ら～めん”を

食べさせてくれるお店は知らないので、「他の店

と比べて美味しいかどうか？？」と言われると、

少々疑問にも思いますが、（私個人としては『あ

かさたな』、『古譚』の方が好きなので・・） 近鉄堂島ビル

でも、まあ薄味が好きという方には丁度良いと思 Ｂ１

います。

「ら～めんだけでは、今日はちょっとお腹が空い

ちゃうなあ～」という時でも定食があるから大丈

夫！！ 甘いもののお好きな方も食後に取れます 朝日新聞

のでO.K!

ただ、お昼時には近くのサラリ－マン、ＯＬで

混雑しますから１時を過ぎていかれるのが良いと 情文

思います。以上レポ－タ－はＴでした。

名称：こんちきちん

場所：近鉄堂島ビルＢ１ フォレスタ２１

エレベ－タ－＆階段を下りてすぐ

【情文より徒歩１０分】

時間：ランチタイムは１５時まで
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お店紹介

次に、家庭風フランス料理を食べさせてくれるお店『パパ・ヘミングウェイ』

を紹介します。店内は少々狭いですが、ヘミングウェイのお好きな方には本棚に

作品が並んでいるので、長居してお料理を味わいながら喜んでいただけると思い

ます。

ここは、少人数で、出来ればご夫婦orカップルで行かれるのがよろしいかと思

います。庶民的でくつろげる居心地の良い空間。時間がたってしまうのも忘れて

しまうでしょう。以上レポ－タ－はＴでした。

『パパ・ヘミングウェイ』

北新地スタ－ビル ５Ｆ

P.M6:00～A.M1:00 日祝休み ボトルキ－プ 7,500～

Tel (345)0375

大阪駅前１－３ビル

梅新

交差点

ココ

お知らせ

てんやく広場の機能が大幅に改善されます。

・施設会員、個人会員に開放

・ＢＥデータ以外の蔵書目録の収集

・予約制度の確立

・目録の標準化

・簡易図書管理システム

・検索の多様化

・視覚障害者をサポート

など、予定されています。詳しくは次号以下に掲載します。
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○ 掲 示 板 ○× ×

・『点訳通信』の意見、質問、原稿をお待ちしています。あんまり

難しく考えないで、思いついたこと何でも、お寄せ下さい。

いたって気軽な通信ですので、何を書いていただいても結構です

また、署名でも匿名でも結構です。こんなことを書いては！

今ごろこんな質問をしては恥しいなどと思わないで下さい。同じ

ような悩みをお持ちの方が多いはずです。勇気をもって書いて下

さい。 (^_^) (@L@) (^_^;

・経費と資源節約のため墨字の校正用紙の裏側を使っています。

細切れの用紙をつなぎ合わさなければなりません。時間が空いた

時につなぐのを手伝ってもらえませんでしょうか。１回１０～２

０分程度で結構です。

・読み方調べの原稿の入力を手伝っていただける方おられませんか

ワープロを使ったいたって簡単な作業です。家庭でできます。

・１０本入りのケースが余っています。フロッピーの整理に使われ

る方はお持ち帰り下さい。

・当センターは郵政省より盲人用郵便物の発受施設に指定されてい

ます。点字・録音・フロッピーなど無料で送ることができます。

情文宛に送られる場合は、切手を貼る欄に盲人用と書き、封筒の

上端を開封してお出し下さい。切手を貼る必要はありません。

但し、墨字の手紙などは同封することができません。

・皆さまのご意見をお待ちしています。３階、点字フロアーの

「意見箱」までお寄せ下さい。

× ～自由に記入して下さい。６時間たった場合は消すことも!～×○ ○


