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今年は梅雨明けが早いということを聞きました。 

何かと梅雨はうっとうしがられることが多いですが、この時期、雨に濡れ

た紫陽花を眺めるのも風情があるなと思います。 

今回の「点訳通信」は講習会やセミナーの報告が満載です。今年度は講習

会や勉強会が目白押しですので「点訳通信」でもその情報や報告を掲載して

いきたいと思います。どうぞご覧ください。 （奥野） 

 

 

 

 

 

 【 休室・休館のお知らせ 】 

７月１６日（土） １８日（月）の振替え休室 

   ＊３～５階（総務係・サービスフロアは開室しています） 

夏期休館 ８月１１日（木）～１５日（月） 

    ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 
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   ●ボランティアの皆さまとの「意見交換会」報告 

    コミュニケーションを深め、 
さらに良い点字図書作りを！ 

点字製作係主任 奥野真里 

  

3 月 22 日（火）～26 日（土）の 1 週間にわたり、各曜日に 1 時間

程度、皆さまと職員との意見交換会を行いました。前半に、23 年度の点

字製作係の方針と今後の課題について職員が説明し、後半では、事前に

皆さまからいただいた投書によるご意見も踏まえて、意見交換を行いま

した。当日は、貴重なご意見を多数いただき、ありがとうございました。

その際に出されたご意見やご質問と、それに対するお答えを掲載します。 

 

◎今年度（23 年度）の製作方針について ……………………     

 
  意見交換会では、まず、今年度の方針である二つの柱、 

⑴ 蔵書製作への取り組み 

⑵ 教科書製作への取り組み 

について、以下のように職員が説明しました。 

 

蔵書製作においては、特に読者が必要とする本、読者からリクエストのあった本

を中心に製作し、個別の依頼に応えるプライベート製作にも力を入れていきたいと

考えています。また、書庫移転に伴い、やむなく、これまで製作された点訳図書の

除籍作業を行なっています。ただし、需要の高い図書についてはデータ化を進めて

います。 

点字教科書製作については、法整備が行われる中、地域の学校に通学する視覚障

害の児童・生徒が増加しています。それに応えられるように、引き続き取り組んで

いきます。 

 

 続いて今後の課題・目標についてお話しました。 

 

1. 今後は、図や表など視覚的な要素が多く含まれる図書が増えてくると思いま

すが、決して消極的にならずに取り組んでくださるようお願いします。職員

も、お一人おひとりのご意向を尊重しつつ、ご経験に応じた図書を皆さまに

お薦めしていきます。  

2. 今回のような場に限らず、日頃からご意見があれば気軽に職員にお伝えくだ

さい。職員もボランティアの皆さまとさらにコミュニケーションを図るよう
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努めます。 

3. 今後、読者のニーズに応えていくために、点訳・校正などの技術を一層向上

させていきましょう。 

 

 そのあと、以上の説明に関するご質問や、日頃感じられているご意見などを皆さま

からご発言いただきました。個々のご意見についての回答も添えて、その内容をお伝

えします。 

 

 
 

◎点訳・校正に関するご意見と回答 ……………………………    

 

校正担当者などのコーディネートは、製作に入る前に行なって欲しい。 

   〔回答〕 複数人で分冊して点訳する場合や、急ぎで点訳するような特別な場合 

は、点訳から校正までの担当者とおよそのスケジュールを、製作前に 

ボランティアの方と相談しながら調整していきます。 

 

点訳に際しての不安や、負担を軽減させるために、職員と相談しながら進められた 

らよいと思う。 

冒頭部分を数ページ点訳し、職員に見てもらってはどうか。その中でコミュニケー 

ションも図れるし、ボランティアの点訳の特徴もつかめると思う。 

   〔回答〕 製作前、あるいは途中でもかまいません。 疑問点や不明な点があれ 

ば、職員と相談しながら進めていきましょう。その際、試し打ちでも 

結構ですので、できるだけ点字データもご用意いただけると助かりま 

す。 

 

図や写真の点訳にも慣れるために、薄くて難しい図書があるとよいと思う。 

    〔回答〕 図や表・写真などの点訳については、経験を重ねることが必要です。 

今後、そのようなことにも考慮しながら選書していきます。皆さまか 

らもお薦めの図書がありましたら、ご提案ください。 

 

墨点字で校正をしたほうがいいのか？ 点字だけでなく、仮名でも印刷して校正す 

ることも許容範囲に入れて欲しい。 

内容によって、点字で行うか仮名で行うかを選択すればいいのではないか。 

   〔回答〕 点字でのレイアウトを考える上では、墨点字も合わせて校正すること 

をお奨めします。 

 

校正の方法を変えてはどうか。一人での校正の方が速く仕上がると思う。 
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   〔回答〕 様々な校正方法を比較した結果、今のところは、ペア校正を続ける方 

針です。ただし、少しでも速く良質な図書が製作できるように、今後 

も校正方法について検討していきます。 

 

以前、1 冊の図書を複数の曜日のグループに分かれて分冊・点訳したことがあるが、 

連絡調整が難しかったので、今後は行わないで欲しい。 

   〔回答〕 各曜日で点訳方法が違うため、申し合せも難しかったですね。今後は、 

例えば、シリーズ物で、①は何曜日、②は何曜日が行う、というよう 

に分担していただくことはあるかもしれませんが、1冊の図書を複数 

の曜日に分けてお願いすることはいたしません。 

 

まとめ役の人を一人決めて、Ａさんが図を、Ｂさんが点字入力する、といったよう 

に、得意な担当分野で分担して、最後に 1冊にまとめるという方法はどうか。 

    〔回答〕 図書の内容によっては、そのように分担してお願いすることもあるか 

と思います。臨機応変に考えます。 

 

エーデルにも挑戦してみたいので、ぜひ講習会を企画して欲しい。 

    〔回答〕 今後も随時、講習会を企画していきます。 

 

 各曜日のリーダーは、いたほうがよい。 

    〔回答〕 このご意見は、曜日担当者会議のあり方についての職員の発言、「各曜 

日のリーダーを決めて、それぞれの状況や連絡事項を会議で伝えても 

らうようにしたい」に対するものです。曜日担当者会議には、今もだ 

いたい決まった方が出席されているようですが、曜日担当者会議の持 

ち方をしっかりと見直していきます。 

 

 

 

 

◎選書に関するご意見と回答 …………………………………… 
 

 図を見ないと内容がわからない図書を点訳している。類書で、文字が多く書かれ、 

点訳に適した図書がほかにもあるはずなのに、なぜ、このような図書が選ばれるのか

と思うことがある。選書の際は実物を見て選んで欲しい。 

 ある程度、難題がある図書のほうが点訳にやりがいがあってよい。 

 時々、息抜きのできる内容の図書も織り交ぜて欲しい。 

 いろいろな分野の図書が選べるように選書して欲しい。 
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   〔回答〕 2010 年４月以降は、図・表がある本は、必ず選書委員会が実物を確認

して選書しています。また、選書した本は、すべて係の職員が内容や

構成に目を通しています。 

今後はときには軽いタッチのものや、少しレイアウトの凝った図書

など、皆さまのご希望に合う図書ができるだけ配本されるように調整

していきます。 

 

蔵書リストを作って、そこから次に点訳する図書を選べるようにしてはどうか。 

   〔回答〕 今後、入荷予定の図書リストについては、ボランティアＢＯＸの上の 

掲示板でお知らせします。ただし、できるだけ実物を見てから本を選

ぶようにしてください。 

 

 

 

 

◎その他のご意見と回答 ………………………………………… 
  

使用するメディアはどうなっていくのか？（フロッピードライブも外付けになって 

いるし、提出用媒体がＵＳＢに切り替わる予定はあるのか？） 

   〔回答〕 即、媒体を変更することはありませんが、今後、データを行き来させ 

る媒体については検討課題だと思っています。 

 

 教科書点訳の協力者について、一度ボランティアにアンケートを取ってみてはどう 

か。 

   〔回答〕 教科書点訳だけに限らず、他の内容も踏まえて、今年度は点訳ボラン 

ティアの皆さまにアンケートを取らせていただく予定です。その際は

ご協力をお願いいたします。 

 

 「読み方調べ」のデータは更新されているのか？ 

   〔回答〕 下調べ表のコピーやメモを、点訳終了後に職員に渡していただければ 

更新時期に新たな情報を追加していきます。 

 

 点訳ボランティアもいろいろな事情や制約を抱えて活動しているので、それを考慮 

して欲しい。時間的制約も考慮して欲しい。機械的な作業でなく、達成感のある活動 

をしたい。 

    〔回答〕 皆さまとコミュニケーションを図りながら（さらに深めながら）、楽 

しくやりがいのある活動をしていただけるように取り組んでいきた

いと思います。そのためにも、お気づきのことやご提案などがありま
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したら、いつでも職員にお声掛けいただくか「ご意見箱」までお寄せ

ください。お薦め図書についても、今後も「ご意見箱」で募集します

ので、書籍に関する情報を自由にご投函ください。 

なお、小原や奥野にお声をかけていただく際は、ぜひ一言「○○で

す」とお名前をお伝えください。 

         

 以上、まだまだ不十分な説明かと思いますが、今後とも、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 
 

       「校正勉強会」のお知らせ 

 

 下記のとおり、校正勉強会を行います。校正（第１校）で重要な調査票の利用法や、

基礎的な校正について、実践もまじえながら進めます。 

 全 4 回で、いずれも時間は 13:30～15:30 です。 

参加される方は、事前に職員にお申し込みください。 

 

   7 月 13 日（水）第 1 回目 校正作業の取り組み方 

調査方法について 

                  調査表の使い方 

 

 7 月 27 日（水）第 2 回目 誤字脱字、分かち書き、記号類の校正 

 

 8 月 10 日（水）第 3 回目 見出し、レイアウトの校正 

 

8 月 24 日（水）第 4 回目 写真・表、その他の校正 

 

（場所：情報文化センター４Ｆ 会議室１） 

………………………………………………………………………… 
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「フォローアップ講習会」を 

開催しました 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

点字製作係 小原二三夫 

 

 5 月から 6 月にかけて、各曜日ごとにそれぞれ計 3 回で、「フォローアップ講習会」

を開催しました。点訳を始めて間もない方々を主な対象として企画しましたが、点訳

経験の豊富な方々も多数参加してくださり、とても充実した講習会になりました。 

 講習会の 1 回目と 2 回目は、「点訳のてびき」も参考にしながら次の 5 つのテー

マについて解説しました。そして 3 回目には、参加者が今実際に点訳している本の中

から疑問点などを出してもらって、それについてお答えするようにしました。 

 

 

⑴ 点訳者挿入符 

 同音異義語が続けて出てきたり、前後の文脈からだけでは意味を類推できないよう 

な難しい言葉に、点訳者による適切で簡潔な説明文があると、読み手はスムーズに読

書ができます。どんな場合にどのような点訳者挿入文を入れたら良いのか、いくつか

の例についていっしょに検討してみました。 

 

⑵ 囲み記号、とくにカギ類とカッコ類の使い方 

 墨字では多くの囲み記号が使われています。点訳に当たっては、その囲み記号がど 

んな使われ方をしているのかをよく考えて、それに適した点字の囲み記号にしてくだ

さい。例えば、同じ〈 〉でも、それが言葉を強調するために使われているのであれ

ば点字ではカギ類を使い、直前の語の説明などに使われているのであれば点字ではカ

ッコ類を使うということになります。 

 

⑶ 挿入文の書き方 

 挿入文（引用文）は、墨字では字体を変えたり、字下げをしたりなどいろいろな方 

法が使われていますが、情文では原則として本文との間を、前後、行飛びして示すこ

とにしています。行飛びするだけではどうしても分かりにくい場合には、カギ類で囲

んだり枠線で囲んだりしています。これについても、いくつかの例で検討してみまし

た。 

 

⑷ 仮名か数字か 

 数を含む語や熟語の書き表し方について、いろいろな例を出して検討してみました。 
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その語に数の意味がはっきりある時は原則として数字を使うことになっています（和

語読みの場合はもちろん仮名になります）。とはいっても、実際の点訳では数字にす

るか仮名にするかはなかなか難しいです。迷った場合には、情文用の表記辞典も参考

にしてください。 

 

⑸ 写真説明について 

 最近は写真やイラストなどをふんだんに使った本が増えています。写真の扱いにつ 

いて、簡単な例を示して解説しました。原本に写真のタイトルや説明文が載っている

場合は省略せず点訳するようにしてください。また、原本に写真の説明文がない場合、

必要があれば点訳者が説明文を作り、読者に写真から得られる情報も伝えるようにし

てください。 

 

＊ ＊ ＊ 

 

 点訳は、とても中身の濃い活動です。考えなければならないこと、考慮したほうが

よい点などいろいろあります。このような講習会が、皆さま方の点訳活動にわずかで

も参考になればと願っています。 
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「教科書点訳連絡会」セミナー報告 
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 ６月 11 日、日本点字図書館（東京）で、全国視覚障害児童・生徒用教科書点訳連

絡会の平成 23 年度第１回セミナーが開催されました。 

 今年度は小学校の教科書が改訂となりました。実際の製作現場で盲学校用教科書の

編集に携わっておられる先生方と、通常学校用教科書を製作している点訳ボランティ

アの方が、工夫点や配慮していることについてそれぞれの立場で発表をされました。

新しい発見もあり、たいへん有意義なセミナーだったと思います。今後も、教科書を

使用する児童・生徒のことを見据えて教科書製作に取り組みたいと改めて痛感しまし

た。 

セミナーで発表をした小原職員から、当日の報告をいたします。  （奥野真里） 

 

 

見えない子供たちの学習には何が大切か 
小原二三夫 

 

 今回のセミナーでは、小学 1年の算数および小学３・４年の社会科の教科書それぞ

れについて、盲学校用に編集された教科書と、通常校で学習する見えない子供たちの

ために点訳ボランティアが製作した教科書について報告がありました。 

 盲学校用の教科書の原本は、点訳のしやすさや弱視児の見やすさを考慮して選定さ

れます。そして点訳に当たっては、盲学校だけでなく通常校でも使われるであろうこ

とをある程度は想定して編集しているようです。原本にある図や写真等の情報もでき

るだけ省略せずに、説明文を補ったり図を簡略化して示し、やむをえない場合に一部

削除したり変更したりしているとのことです。 

 盲学校用の算数１年の特徴は、何といっても、その第 1巻が、手指をうまく動かし

て触図を理解しイメージするための練習教材に当てられていることです。点字の習得

とともに触察能力を養うことが、見えない子供たちの学習にとって、とても大切だと

いうことです。動物などの数をかぞえる課題では、形をそのまま点図化するのではな

く、四角・円・三角といった基本図形を組み合わせたいわば記号のようなものとして

点図にしていました。報告をされた特別支援教育総合研究所の大内先生の、「教育内

容ではなく、図を読み取ることだけが目的になってしまっては、本末転倒だ」という

言葉が印象的でした。 



『点訳通信』７１号 １０ 

 通常校で使用する算数１年の教科書の製作については、点Ｖ連の寺田さんが報告し

ました。実際に点字教科書を使う学校と密に連絡を取り、教科書の使われ方について

もよく把握しているようです。動物などの形は、ほぼ原図通りエーデルできれいに作

図していました。 

 次に、盲学校用の３・４年生の社会の教科書について、筑波大学附属視覚特別支援

学校の青松先生が報告されました。両面印刷で、本文以外の写真や図の説明文などは

すべて枠囲みする、図に関する説明文と図、あるいはセットになっている表とグラフ

は、すべて見開きにする等、点字使用者にとっての読みやすさを可能な限り重視して

いるようです。図もかなり簡略化し、またできるだけ図中の言葉は略さないようにし

ていました。 

 通常校で使用される３・４年の社会の教科書については、当センターの田中伸子さ

んが報告しました。田中さんは教科書の点訳はまったく初めてで、また原本はイラス

トや地図が多く、たいへんだったと思います。点訳に際してとくに苦慮した例として、

見開き２ページに描かれた大きなイラスト、および生徒が描いた絵地図をどのように

点訳したかを中心にお話しされました。イラストが実際の授業でどのように使われる

のかよく分からないので、どの程度詳しく説明したらよいのか、また図をどの程度ま

で簡略化してよいのか迷うところです。偶然ですが、盲学校用でも通常校用でも、点

訳例としてスーパーの店内図が取り上げられていました。盲学校用では説明文 1ペー

ジと図 1枚、通常校用では説明文３ページと２枚続き（Ｂ４の大きさ）にした点図に

なっていました。 

 

 その後、報告のあった４点の教科書を一部ですが見比べ、さらに質疑・まとめの時

間が設けられました。 

 教科書がますますヴィジュアル化し、また生徒が教科書に直接書き込む形式も増え

ています。いろいろ工夫しながら点訳しても、点字使用者に過重な負担を強いるよう

な結果にしばしばなってしまっているように思います。何人かの方から、教科書もふ

くめ教材のユニバーサルデザイン化、すなわち、視覚的な情報を十分に活用できない

人たちのことも考えた教育方法や教材の必要性について提起されました。私たちとし

ては、今後も原本に盛り込まれた情報をできるだけ漏らさず点字使用者に分かりやす

いかたちで提供していくしかありませんが、見えない生徒たちに適した多様な教育方

法についても機会があれば発言していきたいと思っています。 
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