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 先日、4 歳になる友人の子供と遊んだときのこと。手には iPod を持ち、楽しそう

にお絵描きをしていました。手つきもこなれた様子で、ダブルタップもお手のもの。 

「ボイスオーバー」のアプリを使って私もできるかしらと借りてみたのですが、ふだ

んガラケーを使っている私は操作も危なっかしく、選びたいところにたどり着けず、

途中で断念しました。 

 きっと、今のお子さんが大きくなったときにはタッチパネルの機器に慣れてしまっ

て、ボタン操作の機器は「操作しにくい」と言われているのでしょう。いくら便利な

音声ソフトが開発されたとしても、ボタン操作のものもなくさないでほしいと強く思

った出来事でした。 

                         （点字製作係 奥野
お く の

真里
ま り

） 
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新しい仲間が６人増えます    
2012 年度「点訳技術講習会」が修了 

 
  昨年 10 月から始まった 2012 年度の点訳技術講習会も、全 20 回の 

予定を終え、３月 22 日に修了式を行いました。半年間にわたる勉強、 

お疲れさまでした。 

   修了された６人の方には、さっそく４月から各曜日に分かれて蔵書の 

点訳を始めていただきます。先輩の皆さま、どうぞよろしくお願いいた 

します。 

    

    火曜日  西山和子（にしやま かずこ）さん 

    水曜日  奥川法子（おくがわ のりこ）さん  

古林敬子（ふるばやし けいこ）さん 

    木曜日  浅井良彦（あさい よしひこ）さん 

    金曜日  瀧田愛子（たきた あいこ）さん 

    土曜日  黒堀比佐子（くろほり ひさこ）さん 

 

 

 

 ２０１３年度 勉強会・講習会の予定 
    

 〈校正勉強会〉   全４回 

6 月 11 日、25 日、7 月 9 日、30 日 

いずれも火曜日 13：00～15：00 

             

 〈点訳技術講習会〉全 20 回 

10 月 11 日～2014 年 3 月 14 日 

毎週金曜日 10：00～12：00 

           

 〈専門点訳講習会〉試験問題（中学校用）コース 

7 月 4 日、18 日、8 月 1 日、22 日、9 月 5 日 

いずれも木曜日 13：00～15：00 

（いずれか１日は 13：00～17：00） 
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       中点の扱い方を改訂します 
 
なかてんの あつかいかたを かいてい します。 

 

 〈当センターでの中点「・」の規則改訂について〉 

 この度、当センターでは「中点」の点訳規則を改訂しました(次ページ以降に新し

い改訂規則を掲載)。これまでの規則とは異なり、『点訳のてびき 第３版』に準拠し

た内容になっています。 

 墨字では中点は多くの場合、語句の区切り目を明確にするために用いられますが、

点字では、中点を用いなくても語句の区切り目などをマスあけで表すことができます。

今回の改訂は、そうした特性をうまく生かし、読者にとってさらに読みやすい表記に

することを目的としています。 

 今後は、『点訳のてびき 第３版』の中点の規則に準じて点訳しますが、一部追加・

削除したところもありますので、この改訂規則を必ず確認してください。 

 

 〈規則の概要〉 

 中点を原本どおり用いるのは、主に中点の前後の語句が並列しているか同格で並ん

でいる場合です。その他の中点は省略します。 

 中点を省略する場合、マスあけの処理は「１マスあける」「２マスあける」、または

「マスあけせずに続ける」の３つのパターンに分けられます。 

外来語の複合語については、全体の拍数によって判断します。 

・５拍以下のものは続ける 

・６拍以上のものは 1マスあける。 

外国の地名についても拍数や、語の自立性などを考慮して 1マスあけにするのか続

けるのか判断します。 

 

 〈お願い〉 

 新規則は、新たにとりかかる図書から適用してください（現在点訳中のものは古い

規則のままとなります）。 

 当面は古い規則で点訳したのか、新しい規則で点訳したのかを、校正者に伝えるよ

うにしてください（調査表か原本に記入。またはメモでも結構です）。 
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中点「・」の扱いに関する改訂規則 
                                （2013/03改訂) 

 

「中点」は『点訳のてびき 第３版』の規則に準じて点訳します。ただし、以下 

の「追加、削除、書き換え、補足」の修正を加えた上で適用することとします。 

（以下に『点訳のてびき 第３版』該当箇所を引用します） 

 

 

 ●『点訳のてびき』p61～ｐ6３ 「４．中点」 

 

 （１）中点は、対等な関係で並ぶ語句の区切り目に用いられている墨字の「・」に

対応させて用いる。 

 （２）前の語や記号類に続けて書き、後ろを１マスあける。 

     奈良には、東大寺・春日大社・興福寺などがある。 

［トーダイジ・◇カスガ◇タイシャ・◇コーフクジ］ 

     松・杉・檜は、針葉樹です。  ［マツ・◇スギ・◇ヒノキ］ 

     調査・研究する。       ［チョーサ・◇ケンキュー］ 

 

＜【備考】と例の書き換え＞  

複合語内部の構成要素が同格で並ぶ区切り目の「中点」は「・」を用いる。 

なお、「である」や「の」と言い換えられる語と語の間の「中点」は省略し、 

１マスあけにする。 

     １・３・４楽章           ［１・◇３・◇４ガクショー］ 

     政・官・財界            ［セイ・◇カン・◇ザイカイ］ 

     地元・札幌では喜びに沸き返っていた。 ［ジモト◇サッポロ］ 

     執筆者・鈴木一雄氏は、その世界の第一人者である。 

［シッピツシャ◇スズキ◇カズオ◇シ］ 

 

  

（３）１語中で数字が並んでいるときの中点や、略称を表すアルファベットの間の

中点は、省略して続けて書く。 

     七・五・三 ［数７数５数３］  五・四運動 ［数５数４◇ウンドー］ 

     Ｎ・Ｈ・Ｋ ［ＮＨＫ］     ｐ・ｐ・ｍ ［ｐｐｍ］ 

     Ｃ・Ｍソング［ＣＭ◇ソング］ 
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 （４）墨字で語句の切れ目を明らかにするために用いられている中点で、点字のマ

スあけに置き換えられるものは省略し、その部分を１マスあけて書く。 

    メイド・イン・ジャパン ［メイド◇イン◇ジャパン］ 

   ジョージ・ワシントン  ［ジョージ◇ワシントン］ 

    Ｊ・Ｆ・Ｋ  ［Ｊ◇Ｆ◇Ｋ］ 

    マザー・テレサ［マザー◇テレサ］ まど・みちお［マド◇ミチオ］ 

    1890・11・1  ［１８９０◇１１◇１］ 

第３・４半期  [ダイ３◇４ハンキ］ 

    元・高見山 ［モト◇タカミヤマ］ 現・千葉県［ゲン◇チバケン］ 

 

＜例の追加＞ 

   ドクター・フレッド   ［ドクター◇フレッド］ 

     ミスター・ジョージ  ［ミスター◇ジョージ］ 

     サー・ハリス     ［サー◇ハリス］ 

 

 〈処理〉必要に応じて、原文の表記のとおりに中点を用いることができる。 

 

 （５）点字で、本来一続きに書く語の中に中点が用いられている場合は、中点を省

略し、一続きに書いてよい。 

         マス・コミ   ［マスコミ］     フル・コース  ［フルコース］ 

       セ・リーグ   ［セリーグ］     カフェ・オ・レ ［カフェオレ］ 

       ニュー・ヨーク  [ニューヨーク］ 

 

 ＜ｐ６３（５）の〈処理〉を削除＞ 

 

＜補足１＞  

外国地名の中に含まれる中点は省略して、続けるか、1マスあけにする。 

（当センター作成の「複合語の切れ続き」ｐ２７～３０【２】「外国地名」に基づ 

いて、拍数や内部に含まれる語の自立性を考慮して判断します） 

     サン・フランシスコ          ［サンフランシスコ］ 

     ニュー・イングランド         ［ニューイングランド］ 

     ロス・アンジェルス          ［ロスアンジェルス］ 

      リオ・デ・ジャネイロ         ［リオデジャネイロ］ 

   ブリティッシュ・コロンビア      [ブリティッシュ◇コロンビア] 

カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校 ［サンタ◇バーバラコー］ 
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ニューポート・ビーチ         ［ニューポート◇ビーチ］ 

   オーストラリア・ゴールドコースト  

[オーストラリア◇ゴールド◇コースト] 

     ビヴァリーヒルズ・ホテル       ［ビヴァリー◇ヒルズ◇ホテル］ 

 

＜補足２＞ 

カタカナで書かれた英文・英単語、書名のタイトルに含まれる中点は省略し、 

1マスあけにする。 

     プリーズ・テル・ミー         ［プリーズ◇テル◇ミー］ 

    『イングリッシュ・ジャーナル』     ［イングリッシュ◇ジャーナル］ 

    『イエスタデイ・ワンス・モア』       ［イエスタデイ◇ワンス◇モア］ 

     ブラック・ナショナリスト・オブ・ニュー・リビヤ 

    ［ブラック◇ナショナリスト◇オブ◇ニュー◇リビヤ］ 

 

 

●『点訳のてびき』p84～ｐ85  
１．句読符以外の用いられ方をしている中点 

 
 （１）中点がレイアウトを整えるためや強調に用いられたり、また企業名などに用

いられている場合は、原文の意図や読みやすさなどを考慮した上で、マスあ

けに代えるか、一続きに書くかを判断する。 

         や・め・て        ［ヤメテ  ヤ◇メ◇テ］ 

       く・ら・し・の・ー・と  ［クラシ◇ノート］ 

       ホ・ッ・ト情報      ［ホット◇ジョーホー］ 

アイ・ビー・エム     ［アイビーエム  アイ◇ビー◇エム］ 

さ・え・ら書房      ［サエラ◇ショボー］ 

 

 （２）次のような場合は、中点を適切な記号やマスあけに代える。 

       

＜「例」の追加＞ 

  『決断・命のビザ』          『決断◇◇命の◇ビザ』 

  『地球の歩き方・韓国』    『地球の◇歩き方◇◇韓国』 

  『認知心理学講座 1・認知と心理学』  

『認知◇心理学◇講座◇1◇◇認知と◇心理学』 

  『新版・システムの科学』   『新版◇◇システムの◇科学』 

  『講座・文明と環境 12 文化遺産の保存と環境』 

『講座◇◇文明と◇環境◇12◇◇文化◇遺産の◇保存と◇環境』 
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  材料（直径 7cm・10個分）     材料（直径◇7cm◇◇10 個分）  

  作曲・團伊玖磨               作曲◇◇團◇伊玖磨 

  北海道大学教授・山口二郎     北海道◇大学◇教授◇◇山口◇二郎 

山口二郎・北海道大学教授   山口◇二郎◇◇北海道◇大学◇教授 

（＊肩書きが文中に出てきた場合は、下の〈例２〉のように１マスあける） 

 

 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

以下に、「中点」の点訳例を紹介します。これらに該当しないケースは他にもたく

さんあります。判断しにくい場合は、職員にご相談ください。 

 

〈例１〉 原本どおり「中点」を用いる 

会津・薩摩・桑名の諸藩 

阪神・淡路大震災 

    今村幸一・恵美子夫婦 

    弦・管・打楽器 

    中・高音部の「響き」 

    韓国・朝鮮社会 

    大企業や中堅・中小企業 

出・退勤 

  

 〈例２〉 「中点」を省略し、１マスあけにする 

    北海道大学教授・山口二郎は・・・  [北海道◇大学◇教授◇山口◇二郎］ 

佐治敬三・元サントリー会長の・・・［佐治◇敬三◇元◇サントリー◇会長］ 

    「東京物語」を撮った映画監督・小津安二郎 

［映画◇監督◇小津◇安二郎］ 

    主人公・渡辺くん    ［主人公◇渡辺◇くん］ 

    血液型・Ａ型      [血液型◇Ａ型］ 

現・杉原記念館     ［現◇杉原◇記念館］  

    内大臣（元・頭中将）  [内大臣（元◇頭の◇中将）]  

    故・夕顔              [故◇夕顔]  

    東京・銀座            [東京◇銀座]  

 左手・人差し指        [左手◇人差し指] 

    厳父・成明            [厳父◇成明] 
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    目の前には見渡すかぎりの草原・サバンナが広がっていた。 

[草原◇サバンナ] 

    「アフリカの奇跡」と呼ばれる小国・ルワンダ  [小国◇ルワンダ] 

    地元の言葉・スワヒリ語          [言葉◇スワヒリ語] 

      アフリカ最高峰・キリマンジャロ  [最高峰◇キリマンジャロ] 

    ラルフ・ローレン             [ラルフ◇ローレン] 

    フォルクス・ワーゲン社          [フォルクス◇ワーゲン社] 

    メルセデス・ベンツ             [メルセデス◇ベンツ] 

    

〈例３〉 外来語の複合語中の「中点」は省略し、１マスあけにする。 

    インテリジェンス・オフィサー   ［インテリジェンス◇オフィサー］ 

    タフ・ネゴシエーター       ［タフ◇ネゴシエーター］ 

    オーラル・ヒストリー       ［オーラル◇ヒストリー］ 

    ロー・スクール          ［ロー◇スクール］ 

    ハリウッド・ハイスクール     ［ハリウッド◇ハイ◇スクール］ 

    髪型は、セシル・カット      ［セシル◇カット］ 

    ソウル・オリンピック       ［ソウル◇オリンピック］ 

    ラ・カンパネラ           [ラ◇カンパネラ] 

 

ただし、複合語全体で５拍以下の場合は続けて書く。 

ウィーン・フィル         [ウィーンフィル]  

       ライト・ショー                 ［ライトショー］ 

      チマ・チョゴリ          ［チマチョゴリ］ 

    テディ・ベア           ［テディベア］ 

    ラブ・アフェア         ［ラブアフェア］ 

      

(その他、外来語のマスあけについては「複合語の切れ続き」ｐ７～８、 

ｐ２６～３０を参照してください) 
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