
　　「点訳のてびき 第３版　指導者ハンドブック」　の増刷による修正・変更点

「第２章　語の書き表し方」編

頁 行 ２刷 　　　　　　３刷

ｐ２０ Ｌ７ 葛生　 赤穂市

ｐ５８ Ｌ８ 墨点字　クズウ 墨点字　アコーシ

「第３章　分かち書き」編　

※ 修正・変更点はありません。

「第４章　記号類の使い方」編

頁 行 １刷 　　　　　　２刷

ｐ３２ Ｌ１１～Ｌ１２ ４．の用例差し替え
　４．（株）三省堂発行の『大辞林』は、全国のボラン
ティアの協力で点訳されました。

ｐ７１ 下７ 墨点字　１９９２＝９２ １９９０＝９２

ｐ７１ 下４ devided divided 

ｐ７１ 下１ 墨点字　devided 墨点字　ｄｉｖｉｄｅｄ

ｐ１０４ Ｌ５～Ｌ７ ４．の用例差し替え
　４．の墨点字差し替え　（ｐ１０４　Ｌ１がｐ１０３へ移
動し、Ｌ４～Ｌ６）

ｐ１０４ Ｌ１１ 墨点字　チノ 墨点字　ジノ　　（Ｌ１１の行頭へ）
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５．固有名詞の仮名遣い

天童市 東御市 近江 遠江

郡山市 下総 上総 木更津

会津 焼津 柳津町 舞鶴
まち

安土城 小千谷 綴喜郡 和泉市

伊豆 出雲 鹿角市 小豆郡

八頭郡 宍道湖 赤穂市 武生

丹生郡 秋保□温泉 静子 太田

夕子 幸田□文 麻生□太郎 加寿子

千寿子 上野□千鶴子 十市氏□系図

かづ子 なほ子 かをり 相田□みつを ゆふ子

いづみ こう子 ちう みう まんのう町
ちよう

ヲルガン座 よしゑ カツヱ 旅館□き乃ゑ

ヱスビー□食品 オータ□薬局

かほり□ゑてがみ□教室 たかはし□あゐぞめ店

小野□まんぢゅう店 ブルドック□ソース レガシィ

ゼクシィ シヤチハタ キユーピー ビック□カメラ
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（ ） （ ）・ひくとりあ 四ひくとりあ ・へす・ひあ 四へす四ひあ

５．固有名詞の仮名遣い

てん・とーし とーみし おーみ とおとーみ

こおりやまし しもーさ か・すさ きさら・つ

あい・つ やい・つ やない・つまち まい・つる

あ・つちぎそー お・ちや つ・つき・くん い・すみし

い・す い・すも か・つのし 拗そー・す・くん

や・す・くん しん・しこ あこーし たけふ

拗ぬー・くん あきう空おんせん し・すこ おおた

ゆーこ こー・た空あや あそー空たろー か・すこ

ち・すこ うえの空ち・つこ とおちし空けい・す

か・つこ なほこ かをり あい・た空みつを ゆふこ

い・つみ こーこ ちう みう まんのー拗とー

をる・かん・さ よしえ かつえ 拗ろかん空きのえ

えす・ひー空拗そくひん おーた空やっ拗こく かほり空

えて・かみ空拗こーしつ たかはし空あい・そめてん おの空

まんぎすーてん ・ふる・とっく空そーす れ・かしい

・せくしい 拗さちはた 拗くー大ひー ・ひっく□カメラ
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囲みの記号のまとめ

囲みの記号は、単純に形で対応させるのではなく、記号の意味を考える

ことがポイントです。ここでもう一度確認しましょう。

洋子は駅前の〔スワン〕という喫茶店に入った。１．

「欲しくなくなる」の「なく」と「なる」の間の文法的関係を説明す２．

ると次のようになります。

「発見」とは、 （ディス カバー 、つまりカバーしている覆３． discover ）

いを取りはずす意味です。漫然とものを見るのではなくて、気付かなか

ったものに気付く、カバーを取りはずすことで新鮮な＜ものの本質＞に

直接触れること、と考えたらよいでしょうか。

(株）三省堂発行の『大辞林』は、全国のボランティアの協力で点訳４．

されました。

東京国立近代美術館では 【生誕100年 ジャクソン・ポロック展】を５． 、

開催中。イラン革命によって門外不出となっていた《インディアンレッ

ドの地の壁画 （1950年、テヘラン現代美術館）が初来日 （千代田区》 。

北の丸公園、月曜休館［ただし、３月19日は開館 ）］

東京オリンピック開会式《1964年（昭和39年）10月10日(土）》のわ６．

ずか10日前に営業を開始した東海道新幹線は “夢の超特急”と言われ、

ました。

この実験（1919年［彼の卒業した年］に行われた）の結果を、当時大７．

多数の科学者は無視しようとした。
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５．棒線や点線が本文以外の箇所に用いられている場合

「本文以外の箇所」とは、標題紙や目次、奥付などで用いられている棒線や点線、

また、レイアウトを整えるための区切り線として用いる棒線や点線を指します。こ

れらの書き方については 「第５章 書き方の形式」編のところで具体的な例をあげ、

て説明します。

コラム

英語の記号とマスあけ

外国語引用符の中、あるいは行替えして英文を書く場合は、英語点字の記号

を用いて、英語点字の書き方で書きます。

日本語の記号と英語の記号では形が異なりますので注意しましょう（p54 コ

ラム「日本語の記号と英語の記号」参照 。また同じような形をしていても、）

用法が異なったり、記号の前後のマスあけが異なる場合が多いので、注意が必

要です。

・日本語では句点の後ろや文末は二マスあけですが、英語点字ではピリオド

の後ろも一マスあけです。

・原則として原文通りのマスあけです。数字と単位の間も、原文に「50ｃｍ」

と書いてあれば「 「50 ｃｍ」とあれば 「 」と数５０外うぬ 数５０空ｃｍ」、 、

なります。

・カッコの前は一マスあけます。

・数符の有効範囲が日本語点字と異なります。参考文献などで「1990-92」

などとある場合 「 」のようにハイフンの後ろに数符は入、 数１９９０～９２

れません。

英語の中に数式が出てきた場合は、英語の算数記号を用いるのではなく、言

葉で 、 、 、 、 と書きます。plus minus times divided by equals

数２空ｐにはの空数７空らてはあにの空数９２＋７＝９

数５空とおぬらの空数９空らてはあにの空数４５５×９＝４５

数９空るおひおるらる空いむ空数３空らてはあにの空数３９÷３＝３
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き・つく外空か・はーを空とりは・すす空こと・て空しんせんな空

外わものの空ほんしつ大二に空拗とくせつ空ふれる空こと外空と空

かん・かえたら空よい・て拗そーか四

空空七か・ふ七空さんせい・とー空はっこーの空

外～・たい・しりん～二わ外空・せんこくの空・ほらん拗ちあの空

拗こー拗ろく・て空てんやく空されました四

空空とー拗こー空こくりつ空きん・たい空・ひぎすつかん・てわ外空

外わせいたん空数１００ねん空ぎさくそん空大ほろっくてん大二を空

かいさい拗つー四空空いらん空かくめいに空よって空もん・かい空

ふ拗すつと空なって空いた空外わいんぎちあん空れっ・との空

・しの空へき・か大二七数１９５０ねん外空てへらん空

・けん・たい空・ひぎすつかん七・か空はつらいにち四空空

七ちよ・たく空きたのまる空コーエン外空・けつよー空

拗くーかん外七た・たし外空数３・かつ空数１９にちわ空

かいかん七二七

空空とー拗コー空おりん大ひック空かいかいしき七数１９６４ねん

外七拗そーわ空数３９ねん七二空数１０・カツ空

とおか外七・と七二七の空わ・すか空とおか空まえに空

えいギこーを空かいし空した空とーかい・とー空しんかんせんわ外空

外わゆめの空拗とーとっ拗くー大二と空いわれました四

空空この空・しっけん七数１９１９ねん外七かれの空そつぎこー空

した空とし七二に空おこなわれた七の空けっかを外空とー・し空

・たいたすーの空か・かく拗さわ空むし空しよーと空した四


