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1993年 1月15日発行（隔月奇数月発刊） 点訳通信８号

1993. 1.15

第 号８

盲人情報文化センター

私 の 点 訳 ラ イ フ

点訳との出会い

田中 靖子

もう３０年近くも昔のことです。ふと目についた新聞記事。通信で点訳を習え

る。結婚して家に居るようになり、家庭で出来る何かをと探していた時でした。

通信で習えるのは好都合と申し込んだのが、ライトハウスとのご縁のはじまりで

した。字を書くこと、校正をすること等が好きだった私は、わかち書きにも苦労

せず、本を点訳させてもらえるようになりました。それからすぐに、夫の長期出

張について東京へ、帰ってからは、長男を出産、ひきつづいて長女を出産と、ま

た、数年後には義母の病気・入院・死去と、長期間にわたるお休みを何回もして、

はじめから数年間はなかなかはかどりませんでした。英語の点訳を習っている時

も子供達を寝かせてから、いざ私の時間と机に向かっても、忘れたのを思い出す

のにたくさん時間を取られるもどかしさ、くじけずに続けられたのは、根気よく

指導し、はげまして下さった方達に恵まれたからこそでした。

家庭ではあくまでも主婦業第一、余暇にひっそりと点訳をする、それが最初か

ら終始変わらない取り組み方です。パソコンを使うようになってからは、ずい分

効率よく捗るようになりましたが、点字板の時には、腕がだるくなる位、体力も

必要でした。ライトハウスに属しているから、この労力が無駄にならないと確信

していられたのも、やり甲斐を感じられる大きな要素でした。社会奉仕をと気負

って探しあてたわけでなく、たまたま習った点訳という作業が、私の性に合って、

楽しみながら今日まで仕事をさせて頂いているといったところです。

（たなか やすこ）
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さまざまな想いをこめて

私事で恐縮ですが、水谷昌史は３月15日をもって当センターを退職させていた

だきます。

４月から東京ヘレン・ケラー協会点字出版局に勤務します。兼ねてより、点字

雑誌を作る仕事をしたく思っていましたが、縁あって上記施設で点字出版物の校

正をする傍ら、雑誌作りにもかかわらせていただけることになった次第です。

当センターでの仕事は好きでした。点訳書の校正は、仕事であることを忘れる

ほど楽しく、「盲人情報文化ｾﾝﾀｰの点訳書はこの指で１度は読んでいる」と言う

ことを密かに誇っていました。人間関係にも恵まれていました。そんな職場と仕

事からなぜ離れるか？ それは、ひとえに「雑誌にかかわりたい」の１語につき

ます。あと定年まで10年、最後の10年を最もやりたい仕事に費やしたいとのわが

ままを抑えられなくなったのです。

ボランティア一人一人、ご一緒に作ってきた1冊1冊がよみがえってきます。皆

さん、いい仕事をさせて下さって有り難うございました。不十分な仕事しか出来

なくてごめんなさい。

木村・森両氏をはじめ、優秀な同僚がいるから、そして全国一の技術水準を誇

るボランティア集団がいるから当センターの本作りは大丈夫だとは思うものの、

やはり気になることもたくさんあります。皆さんの負担も、増えこそすれ、軽く

なることはありません。改めて今後ともよろしくお願いいたします。これからは、

一人の視覚障害者として、東京の図書館を通じてあなた方の点訳して下さった本

を読ませていただきます。

もう一度言わせて下さい。いい仕事をさせて下さって有り難うございました。

水谷昌史
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点訳Ｑ＆Ａ

一般書の中に古文が引用されていることがありますが、古文の分かち書

Ｑ きがわからなくて困ります。例えば「そうろう」や「たてまつる」には

その前を区切る時と続ける時があるそうですが、その区別をお教え下さ

い。

「点訳の手引き」第３章 その４（51ページ）を見ても「古文の分かち

Ａ 書きは、原則として現代文に準じて行う」としか書いてありません。

点字表記法を定める機関である日本点字委員会でも以前から検討課題に

はなっていますが、漢文の読み下しや分かち書きについて文書化された規則はな

いのです。そこで、分かち書きを考える場合、現代文に準じて、というより古文

の文法を目安に判断するとしかいえません。「点訳の手引き」の例文に「こちふ

かば‥‥‥」の歌がありますが、その中の「な」は副詞なので「はる な わす

れそ」と「な」の前後を区切ることになるのです。お尋ねの件ですが、例文を見

ればおわかりのように「そうろう、たてまつる、たまう」等の前が動詞の連用形

なら続け、そうでなければ区切ります。尚、国語の教科書や問題集では旧仮名遣

いで点訳しますが、その他の場合、古くからの点字の慣習や読みやすさを考慮し

て現代仮名遣いで点訳することをお勧めします。ちなみに、大学入試問題の点訳

でも、古文の問題以外はおおむね現代仮名遣いで点訳されているそうです。

さて、敬語の多い古文のこと、原則通りに点訳していると10数マス以上切れ目

がなく、行末がたくさんあいてしまうことも多くなります。点字器や点字タイプ

で点訳されている方は適宜「そうろう」や「たてまつる」の前で行移ししていた

だいていいのですが、パソコン点訳ではむしろ行移しは機械にまかせ、あまりに

極端なケース（1行に10マスしか書いてなく、とっさに段落と勘違いするほど行末

があいているようなケース）は校正者の判断で最終修正の段階で適宜処理するこ

とにした方がよいと思います。なぜなら、神経質に画面を見てカーソルの位置を

確かめるのもわずらわしく、またせっかく気をきかせて行移し部分でマスアケし

ても、前後を修正したことによって行移しの場所が変わればかえって新たな誤り

を生むことにつながるからです。
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私の迷った点訳ルール

Ａさんの場合

この上ない － 「コノウエ ナイ」

両…… － (1) 続ける。

(2) 後に続く語の中にマスあけがある場合は区切る。

［例１］（両者）リョーシャ（両チーム）リョーチーム

（両陣営）リョージンエイ

［例２］（両女流画家）リョー ジョリュー ガカ

同…… － (1) 「同」の次に漢字１字なら続ける。

(2) 前述の言葉を受けて「前に書いたのと同じく」と言う意味

の場合は区切る。

(3) その他は続ける。

［例１］あの会社は倒産した。同社（ドーシャ）は兼ねてから

経営不振を噂されていた。

［例２］社会福祉法人日本ライトハウスは、創業70年の歴史を

誇る。同法人（ドー ホージン）は………。

［例３］私とビートルズは、いわば同時代（ドージダイ）を生き

抜いてきたと言える。

［例４］彼と彼女は同年齢（ドーネンレイ）だ。

言ってのける － 区切る。「イッテ ノケル」

属する － 続ける。「ゾクスル」

奥の手 － 続ける。「オクノテ」

力関係 － 区切る。「チカラ カンケイ」

その間 － 区切る。「ソノ カン」

値する － 区切る。「アタイ スル」

位置する － 区切る。「イチ スル」

左手奥 － 区切る。「ヒダリテ オク」

……と（略）…… － （略）の前で文が終わっていれば前後２マスあけ、

（略） が言葉と言葉の間なら前後１マスあける。前後のマスあけ

数を同 じにすることが肝要。
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［例１］「余がもっとも憎んだ男はブルータスである。」（以

下略）このシーザーの言葉でもわかる通り………。

→前後２マスあけ。

［例２］発明王エジソンは（略）ユニークな発想を育てること

に成功した（以上『エジソン伝』より）

→前後１マスあけ。

抗する － 続ける。「コースル」

さておき － 続ける。「サテオキ」

サラ金苦 － 続ける。「サラキンク」

旅する － 区切る。「タビ スル」

扇形は「オーギガタ」か「センケイ」か －

会話など通俗的な分脈であれば「オーギガタ」と読み下した

方がよいと思われるが、どちらも誤りとは言えない。分脈に

そって適宜判断するしかないが、過度に悩む必要はない。

何人は「ナンピト」か「ナンビト」か －

やや古典的な分脈であれば「ナンピト」、通常は「ナニビ

ト」 か？ これも過度に悩む必要はない。

融通（ユーズー） － 原則として「ヅ」でなくて「ズ」でよい。

のっぴきならぬ － 区切る。「ノッピキ ナラヌ」

東御堂 － 区切る。「ヒガシ ミドー」

メモ用紙 － 続ける。「メモヨーシ」

ゴミ処理 － 区切る。「ゴミ ショリ」

原稿募集中

点訳上のルール、マスあけ、レイアウト、漢字の読みなど、点訳上

で気になったこと、何でもかまいません、お聞かせ下さい。出来れば

なぜ気になったかを教えていただければ幸いです。編集委員で検討し

妥当な処理の方法を掲載します。

また、このコーナーで掲載しました、記事に関してもご意見をお待

ちしています。
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お知らせ

ご質問にこたえて

昨年秋に行った点訳勉強会で色々なご質問がありました。その席でお答出来な

かった事につき、遅ればせながらおこたえします。

◇ ……ひとくちにルビと言っても色々なケースがあルビの点訳の仕方について

ります。「銀行」と言う字に「バンク」とルビがあるような場合はバンク（銀

行）と表記するのが原則です。しかし、それが再三出て来た時にどうするか？

また、「他人」と言う漢字を「ひと」と読ませる為のルビはどうするかなどにつ

いては明確なルールがありません。今日本点字委員会でも問題視されていて、今

春の総会で議論される事になっています。その席で規則が出きるとは思えません

が、今後何らかの形で見解が打ち出されるでしょう。従って、当面はその都度職

員にご相談下さい。

◇ ……献辞は、１ページ1行目から書き、１行献辞など表紙裏記載事項について

あけて本文に入ります。また、ちょっとした断り書きなどは目次の下に書いても

いいでしょう。その他の場合はその都度職員とご相談の上点訳して下さい。

◇ ……原本が丸カッコなら点字も丸カッコを使用します。また独白などの点訳

角カッコなどで表記されていれば、第２カッコか第２カギを使うのが適当でしょ

う。

◇ ……大見出しや中見出しの途中で分冊する場合、２巻目以降の書きはじめ方

２巻目の１ページにその中断した見出しを書き１マスあけて点訳者カッコで続き

と書きます。小見出しの変わり目で分冊した場合は中見出し（それがなければ大

見出し）を書いて１マスあけて点訳者カッコで「続き」と書きます。尚、中見出

しの変わり目で分冊した場合、大見出しを書く必要はなく、中見出しのあとに１

マスあけて点訳者カッコで「続き」とするだけで結構です。

◇ ……「スイッチの ON/OFF」とか、12/30（12時半の事） なスラッシュの扱い

どの場合、スラッシュ記号「3、4」 の点を使うと「ヤ」と誤読されるので、ハイ

フォンを用います。この他、時間の略記では「数12コロン30」と書く方法もあり

ます。この場合30に数符は不要です。尚、点訳者注として「以下12時30分は数12

コロン30という形で略記する」と断っておきます。もちろん、化学や数学、コン

ピュータ関係資料はそれぞれのルールに従いますから、上記のルールは当てはま

りません。

◇ ……ずっと以前の規則ではパーセンパーセント・％、キロメートル・㎞など

トやキログラム、センチメートル、摂氏何度などはカナ書きするのが望ましいと

いうふうになっていましたが、これらは墨字通り表記するのが現在の原則です。
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投 稿

冷たい手をこすりながら、点訳をする季節になりました。

時代小説、及び古文を点訳するにあったて注意しておく事があれば、おそわり

たいと思っています。難しい漢字の調べ方とか、ルビがふってあってもルビ優先

で点訳していいのか、それとも、ルビは最初に出て来た時のみ、点訳するのか、

２回目以降ルビがなく、しばらくして又同じようにルビがある時等、敢えて難し

く点訳する必要があるのか、それとも分かり易くていいのか。

時代小説、古文等の経験豊かな先輩諸氏、他のボランティアの皆さんはどのよ

うに点訳されているのでしょうか？音訳の方々は、どのように音訳されているの

でしょうか？話す会、聞く会、勉強出来る会が定期的にあればと節に願っていま

す。その事をも含めてご指導願えればと、よろしくお願いします。

［係りより］勉強会は今後、適宜考えて行きたいと思っています。

下調べ辞書 ニュース追加データ

－操作方は簡単です、ぜひ使って下さい－

さらに、データが増えました。といっても、まだまだ不十分ですが一度使って

下さい。

地名

現在の郡名

現在の市名

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

◇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

競馬関係語 370件
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肥後橋マップ

校正の帰りにちょっと…、とか、昼食をどこで食べようかなとお悩みの方も多

いかと思います。このコーナーでは、そんな悩みを解消すべく企画しました。

「こんな店があったよ」とか「あそこは美味しかった」とか「変わった店です

よ」とか「あそこだけは行かない方がよいですよ」など皆さまの情報をお待ちし

ています。

今回は情文の職員が、いつもお世話になっている、「百番」を紹介します。

といっても、何の変哲もない唯の居酒屋で

す。情文がこの地に移転した頃は、都会の中

の真空地帯で、のんびりとした風景が広がり

田舎そのものでした。通勤時でも電車はガラ

ガラで席に座っている人もまばら、信じても

土佐堀通り らえないでしょうが、そんな時代がありまし

た。情文の斜め後ろには、肥後橋商店街があ

情 四 り、ここも例にもれずさびれた所でした。が

文 ツ 、一軒だけ５時をすぎると人だかり（大袈裟

橋 かな？）が出来るところがありました。仕事

安 筋 北 に疲れたサラリーマンに一時の安らぎを与え

田 ↑ る、別名「たちのみ」と称する施設でした。

生百 時が移り、まわりに高層ビルが林立する時代

命番 となり、この有り難い施設も純粋の酒屋さん

専業に衣替え。閉め出された私達が見つけた

のが、この「百番」だったのです。

代々、百番では視覚障害者へのサービスが

受け継がれ、視障者にとっても居心地のよい店でした。仕事の話や、人によって

は色談議に花をさかせ、毎夜のごとく通った人もいました。しかし、バブル景気

の時は何の恩恵もなかった私達を真っ先に襲ったバブル崩壊の嵐はささやかな楽

しみをも奪ってしまったのです。

視障者へのサービスの伝承を絶やさないためにも、私達が築いたこのよき伝統

を後輩達に引き継ぐ義務を負わされています。ああ！何とか行きたいものです。

夢よもう一度。 ＜お粗末さまでした＞ レポーターは「Ｋ」さんでした。

そうそう、肝心の場所は、情文を南に下り、３つ目のビル「安田生命」の地下

（歩いて５分）です。
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なんでも相談室「かな」？

陶磁器

◎大阪市立東洋陶器美術館 06-223-0055 〒530 大阪市北区中之島 1-1-26

開館：9:30-17:00 月曜日、年末年始休館 大人４００円

場所：地下鉄・京阪淀屋橋えきより徒歩５分

世界的に有名な安宅コレクションが大阪市に寄贈され、それを収蔵・展示するた

めに設立された。中央公会堂と向き合うように建った美術館。褐色の建物は緑の

中で落ち着いて見える。館内は１階が受付で、展示室は２階へ。階段を上がった

右手は企画展示室。左手にロビーがあり、そこから６つの展示室が続く。室内の

照明は暗いが、主役の陶磁器は適度なライトに浮かび上がり、訪れた人を魅了す

る。高麗時代から李朝までの朝鮮陶器。後漢から元・明時代の中国陶磁器。１点

づつの説明が丁寧につけられている。

◎湯木美術館 06-203-0188 〒541 大阪市中央区平野町 3-3-9

開館：10:00-16:30 月曜日休館 大人５００円

場所：京阪・地下鉄淀屋橋から南へ徒歩７分

吉兆平野町店の跡地の湯木ビルの中にある、日本料理・吉兆の主人が50年にわた

って集めたコレクション。茶道具、懐石料理の器、日本の古美術品など茶の湯の

精神を尊重して集められた 900点余り。

◎奥内陶芸美術館 06-852-3842 〒560 豊中市岡町北 3-8-1

開館：10:00-17:00 金曜日休館

場所：阪急宝塚線岡町駅

近代、現代の陶芸作家の作品を中心に、江戸時代の古陶やペルシア陶器もあり、

バラエティーある収集展示。

◎兵庫県陶芸館 078-321-0769 〒650 神戸市中央区下山手通 4-5-1 全但会館

開館：10:00-17:00 月曜日休館 大人３５０円

場所：JR・阪神元町駅から徒歩５分。

館内は１号館と２号館に分かれ、１号館では丹波焼きのすべてを知る事が出来る。

２号館には県内の主な伝統ある陶芸品が陳列されている。まぼろしの焼き物も多

く、兵庫県の陶芸史を知るためにも貴重なものばかり。これに加えて考古資料、

中世陶磁資料、民芸木工品など、あわせて 12,000点の館蔵品もある。
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○ 掲 示 板 ○× ×

・今年こそはと思っていたのですが、またまた、発行が半月ずれて

しまいました。そのぶん、内容の濃いものにしたつもりですので

どうかお許し下さい。

・図書館業務はボランティアの皆さまがあって成り立っています。

私達スタッフも風通しのよい職場を目指しています。どんな小さ

な事でも、ご意見や、質問、ご指摘していただければ幸いです。

・２校を実施して気がついた事がたくさんあります。また、パソコ

ン点訳に移行し、訂正が容易になったおかげで、校正に対してよ

り厳しい目で見るようになりました。今年は、製作量を落とすこ

となく、校正の精度を上げて行きたいと思っています。しかし、

どうすれば、よいのか方法がわからず、試行錯誤の年となりそう

です。よい案がありましたらお教え下さい。

・筆者多忙につき今月も「パソコン点訳」の掲載を延期したいとの

ことです。「次回こそは…」と言い訳をしていました。

・墨字の校正お願いします。現在町村名の読み方を入力しています

が、原稿との突き合わせが必要です。点字の校正のついでに、こ

ちらの方もよろしくお願いします。（木村）

・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!～×○ ○


