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点訳のてびき第３版指導者ハンドブック」修正箇所別紙「

。※変更点は文字を赤にしていますが 「差し替え」の場合は、黒で書いています、

第２章

その１ 仮名遣い

１ 基本的な仮名遣い

コラム 点字と「現代仮名遣い」p14

〈次のような促音化にゆれのある語は、意味の理解を容易にするために、なつまり

としています。るべく「キ 「ク 「ツ」と書き表す 〉」 」 。

２ その他の仮名遣い

１．外来語・外国語

ポイント解説p16

くことが原則です ＜処理１＞では 児外来語・外国語は 原文の表記に従って書、 。 、〈

童書などに「キェ・ニェ・ヒェ・グィ・グェ・グォ・スィ・ズィ・フョ・ヴョ」のよ

うな、なじみの薄い外来語の表記が用いられている場合は、読みやすさを考慮してそ

の発音に近いと思われる表記にすることができる〉ことを定めています。

４．特殊音点字を用いても書き表せない文字

ポイント解説p19

特殊音点字を用いても書き表せない文字は、なるべく発音に近い文字をあてます

（ 指導者用マニュアル」p46コラム参照 。「 ）

「 」 、 、 、てびき p30 コラム４にもあるように 外来語の古い表記ですので この問題は

講習会では省略してもよいでしょう。

２．固有名詞の仮名遣い

ポイント解説p21

、 （「 」 ） 、仮名で書かれた固有名詞は 原文の仮名遣いに従います Ｑ＆Ａ Ｑ８参照 が

またワ行の「ヰ 「ヱ」は、ア行「う」と書くのびる音は長音符を用いて書きます。 」

の「イ 「エ」に代えて書きます。」

コラム 正しい仮名遣いで書くために 《差し替え》p25

「てびき」第１章 その６をもう一度読んで確認してください。

調査のツールについても講習の中で取りあげるようにしましょう。

辞典類については 『点訳資料校正基準 （2015年 全視情協発行）の【資料８】に、 』

紹介してあります。

また、インターネットによる調査も有効です。上記の「校正基準 【資料７】 に注」
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意点がありますので参考にしてください。

「 」「 」 、※ 本編巻末収載の 読み誤りやすい漢字 文脈によって読みの異なる漢字 は

読み方や仮名遣いを調べるための教材として活用してください。

その２ 数字

コラム センか か、ナンジューかナン かｐ26 数１０００ 数１０

てびき には p31 １ で 数字は～４桁までは一続きに書く とした上で 備「 」 、 ． 、〈 〉 、【

考】に〈 千」の付く位で終わる数は、仮名で「セン」と書くことができる 〉と記載「 。

されています。 《以下変更無し》

その３ アルファベット

１ 文字として書き表す場合

ポイント解説 《２段落目差し替え》p38

「DVDs」は、大文字列の略称DVDの後ろに、複数を表す小文字のｓが付いています

ので、二重大文字符を用いた上で、ｓの前に外字符を付けますが 「MHz」は、二重大、

文字符を使わず、それぞれに大文字符を前置します（ Ｑ＆Ａ第２集」Ｑ25参照 「m「 ）。

RNA」のように途中から最後まで大文字の場合は、大文字の始まる箇所に二重大文字

符が使えます。

コラム 略称と人名のイニシャル 《１段落目差し替え》p41

一つの略称は一続きに書きます。中に省略符としてのピリオドがあるときは、ピリ

オドを省略しても、ピリオドを用いてもよいのですが、いずれの場合も一つの外字符

に続けて書きます。

コラム 「てびき」に用例がないわけ 《４段落目差し替え》p42

「文脈上語句と略称の区別がつきにくい場合や、略称かどうかの判断がつかない場

合は外字符を用いて書く 」というルールですから、例示がぜひ欲しいところです。。

第２章正答

その１ 仮名遣い

２ その他の仮名遣い

１．外来語・外国語

p56 10

拗しーと ぴよー・とる ・た四ひんち 四かてまら

───────────────────────────────

〈同格の正答〉

拗しーと スイート＝

ぴよー・とる 拗ほー・トる ふよー・とる＝ ＝
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その２ 数字

２ 数を含む言葉の書き方

１．数字を漢字音で発音する場合

p61 8

数１000まんにん ・こ数３け 数２とーへん空

───────────────────────────────

〈同格の正答〉

数１000まんにん 数１せんまんにん＝

その３ アルファベット

１ 文字として書き表す場合

p64 5

数50外cm 数3外kg外大大るひる外ｓ

数1外K大W 数970外ｈ大Pa 数10外大M大Hz

Ｔシャツ削除外ｍ大大RNA 外大Vol.□数1 外大O数157

外大大AB～・かた 外大B～・くみ 外大V～・し・かた
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第３章

その１ 自立語と付属語

３．形式名詞

ポイント解説ｐ９

会話などで「泳いだ□もんだ のように語形が」「行った□まんまで 「早い□とこ」」

（「 」 「 」 ）。変化した場合も前を区切って書きます てびき 音韻変化 参照p61 7 や省略形．

７ 「なさい・なさる」．

ポイント解説p16

「お入りなさい」が「お入んなさい 「おくれなさい」が「おくんなさい」のよう」、

に音韻変化している場合 「オハイン 「オクン」には自立性がなく 「お」が付いて、 」 、

も名詞化していると言えませんので、続けて （ Ｑ＆Ａ第２集」Ｑ37参照 。書きます 「 ）

「お休みなさい」や「お帰りなさい」が上の用例のように用いられている場合は区

切って書きますが 「おやすみなさい 「おかえりなさい」という挨拶言葉として用い、 」

られている場合 一続きに 《以下削除》は 書きます。

８．形容詞の「ない 、助動詞の「ない」」

ポイント解説p18

「持って（は）ない」として 「ない」を補助形容詞ととらえ、「持ってない」は、 、

「ない」の前を区切って書きます。

その２ 複合語

コラム 切れ続きは変化する 《最後の段落差し替え》p56

「てびき」を補完する意味で「Ｑ＆Ａ 「Ｑ＆Ａ第２集」や「点訳ナビゲーター」」

も参考にしてください。何より、施設・団体として研修を重ね、確認し合って進めて

いくことが大切になるでしょう。
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第４章

その１ 句読符

４．中点

ポイント解説 《語例追加》p12

③語句の切れ目を明らかにするために用いられる中点で、省略してよい場合

ア．省略して一マスあけに替えるもの

ダイニング・キッチン レベル・アップ ジュール・ベルヌ

Ｈ・Ｇ・ウェルズ 故・芦屋雁之助 上野・寛永寺

アメリカ・マサチューセッツ州 渋谷・青山通り 2012・11・４

首相・犬養毅 天才画家・山下清 夫・家定 故郷・周防大島 等

コラム 併記するとき、読点と中点はどう使い分ける？p14

「表記法」には、第４章 第１節 ５．(1)【注意】に「読点と中点を同時に使い分

ける場合、読点は中点よりもやや大きな区切り目に用いられる」とあり、次の例が挙

げられています。

材料は、 肉・ ねぎ・ピーマン、サラダオイル・マヨネーズ、塩・ ・化学調鶏 玉 胡椒

味料です。

その２ 囲みの記号

１．カギ類

ポイント解説p17

第１カギ・ふたえカギは、墨字の「～ 『～』の用法にほぼ対応しています。第１」

カギ・ふたえカギと区別して他のカギを必要とする場合に、第２カギを用います。

カギ類は、原則として会話文・引用文、強意・強調に用います。機械的に形で対応さ

せるのではなく、意味・用法を考え、カギ類を用いるかどうかを決めます（ Ｑ＆Ａ「

第２集」Ｑ73参照 。このことは、カッコ類の項でもう一度説明します。）

ポイント解説（続き）p18

カギで囲んだ文や語句が並列する場合、次のように考えます（ Ｑ＆Ａ第２集」「

Ｑ72参照 。）

③「文」と「文」が並列する場合は二マスあけ

「太郎がボールを蹴った」□□「ボールを太郎が蹴った」□□日本語は

語順を替えても意味は同じです。

場合は一マスあけです。※一つの文の中で 「文」と「文」が並列する、

日本語では「太郎がボールを蹴った」 「ボールを太郎が蹴った」と□

語順を替えても意味は同じです。



- 6 -

も一マスあけです。④一つの文の中に「文」と「語句」が混在する場合

長生きの秘訣は 「散歩」 「食事は自分で作る」 「孫との会話を楽、 □ □

しむ」 「友人とのゲートボール」です。□

カギ類の内側に同じカギ類を用いて、誤読のおそれがある場合は、他のカギ類に置

き換えます。７．の用例では 「笑 「美しい 「子」を にしま、 」 」 ふたえカギや第２カギ

す。

２．カッコ類

ポイント解説p20

カッコ類は、第１の用法として、前の語句の 説明に用います 「くぎり符号注釈的 。

の使ひ方」には「カッコは註釈的語句をかこむ」とあり 「表記法」には「注記する、

場合 （ ）とあります。ほとんどは、前の語句に続けて書いてよいでしょう。」 ｐ68

カッコ類の内側に同じカッコを用いて誤読のおそれがある場合、他のカッコ類に置

ただし、カギ類や指示符類の内側であれば、第１カッコを用いることがき換えます。

できますので、用例７．の（哲学者）は二重カッコ、第１カッコどちらでもよいこと

になります。

３．指示符類

ポイント解説 《最後に追加》p22

原文の（傍点筆者）や下線部に対応する記号を説明する場合の書き方は「Ｑ＆Ａ第

２集」Ｑ77も参照してください。

、「 」 「 ．指示符類の内側に第１カギが続く場合の書き方については てびき p133 ３

囲みの記号が他の記号と連続する場合」(3)を参照してください。

コラム 指示符類はどう用いるかp23

「 、 、すなわち 語句や文の全部または一部を引用・強調または指定する場合 墨字では

さまざまな形のカギ類で囲んだり、線や点を下や横に添えたり、活字の大きさや字体

を変えたりしている。点字では、カギ類や指示符類を これらの用いることになるが、

すべてをそのまま表すことができたとしても、文の読み取り自体が困難となるので、

一般書では、強調表現をできるだけ省略するなどして、必要最小限度にとどめるべき

である。しかしながら、学術書などでは、内容を正確に読み取ることができるように

するため、 忠実に 必要も生じている」と書かれています。原文の内容を 書き表わす

６．点訳挿入符

コラム 《タイトル、１段落、２段落 差し替え》p29
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極めて難解な語

「てびき」p112【備考１】に「点訳挿入符で説明を必要とする語句は、(ｱ)同音異

義語があって、文脈の中でも判断が難しい語、(ｲ)極めて難解な語などである 」とあ。

ります。

「極めて難解な語」とはどのようなものでしょうか？

７．段落挿入符類

ポイント解説p31

段落挿入符類は、本文の要約・前文・詳細な説明、戯曲 など本文となどの情景説明

は扱いを変えて書かれている場合に用います。戯曲 の書き方は 「第などの情景説明 、

５章 書き方の形式」編で説明します。ここでは、本文の要約・前文と言えるような

用例を載せました。

段落挿入符類の練習ですので、ここでは段落挿入符類を用いて書きますが、実際の

点訳では、この用例のような場合、必ず段落挿入符類を用いなければならないわけで

はありません。見出しの後に、前文を書き、 用いて、本文に入ったり、行あけなどを

小見出しを書いたりして差し支えありません。

その３ 線類

３．波線

ポイント解説p36

波線を用いることができますが、文脈波線の範囲を示す両端が揃わない場合でも、

《 》上自然であれば カラ マデ などに置き換えることもできます、「 」「 」 。 以下変更無し

その４ その他の記号類

１．つなぎ符類

ポイント解説 《差し替え》p39

「てびき」ｐ120の①～⑨に、第１つなぎ符を用いる場合についてまとめてありま

す。

⑥⑦⑧は 「文脈によっては用いる場合がある」ものですから、説明の際には、第、

３章を復習しながら誤解のないように注意する必要があります。なお 「Ｑ＆Ａ」Ｑ、

68、Ｑ82も参照してください。

前ページの練習用例は、①～③の内容になっています。

２．小見出し符類

ポイント解説p42

第１小見出し符、第２小２種類の小見出し符を使い分けることが必要な場合には、

見出し符の順に用います。
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３．文中注記符

ポイント解説 《５段落・６段落差し替え》p44

本文と注の説明の間は、 線を引いたり、 行あけを仕切りのための 枠線で囲んだり、

したり （注）と入れたりして区別します。、

一マス目から最終マスまでの②⑤の点（全マス実線）は、そのページの下部に注記

、 。を収めて書く場合に用いるもので ページが変われば本文に戻るので注意しましょう

（p187 ３ 【備考１】参照）．

４．星印類

コラム 第２、第３の出番は？p47

日本の点字の表記符号は、数符や外字符、外国語引用符、発音記号符とそれらの関

係符号（大文字符、ストレス符など）を除くと 『日本点字表記法 現代語篇』では21、

でした。それが 『改訂日本点字表記法』では37 「90年版」では48（34＋伏せ字など、 、

「2001年版」では、畳語符などが整理され、表記符号として一覧表にの付加記号14）、

載っているのは44になりました。さらに「2018年版」では、スラッシュとアットマー

クが増えて46になっています。

７．伏せ字

ポイント解説p50

伏せ字の前の文字との間は第１つなぎ符をはさみ、一続きに書き表すべき１語中の

伏せ字の後ろは仮名に続く場合のみ第１つなぎ符をはさんで書きます。伏せ字の後ろ

に、数字やアルファベットが続く場合は、第１つなぎ符は用いません。

連続する数字の一部に伏せ字がある場合は全て「 」で表します。数字の伏せ字・め

は数符の有効範囲の中だけで用い、一連の数字の最後が伏せ字の場合は、続く文字と

の間は第１つなぎ符をはさんで書き、 後ろアルファベットの場合は続けて書きます。

が助詞・助動詞なら一マスあけます。

９．アンドマーク

ポイント解説p53

この記号は日本語の文中に用いるものなので、英文中では「 」と書きます（次拗へ

ページのコラム「日本語の記号と英語の記号」参照 。）

コラム 日本語の記号と英語の記号 《差し替え》p54

「＆」の記号を「 」と書くのは、日本語の点字記号です。英語ではこの形では外へ

ありません。⑤⑥の点がついているので 「英語でも使えそう･･･」と勘違いする初心、

者もいますので、丁寧に説明しましょう。
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英語表記では「＆」は「 」と書きます。拗へ

「％ 「＃」も、⑤⑥の点がつきますが、英語点字では 「 「 」は用いま」 、 」外ね 外く

せん。

数５０「％」は一般文章中では記号を用いずフルスペルで書きます 「50％」は「。

」となります。空ねらｒうらつと

「＃」は、No．であることを示しますので 「＃Ａ」は「 」と書き、 大つた四外大ａ

ます。

疑問符、点線、小数点、位取り点など、記号の書き方や単位の書き方も日本語点字

と英語点字は異なります。

日本語 英語

五 八疑問符

一一一 わわわ点線

数３っ１４ 数３四アル小数点（3.14）

数１２わ０００ 数１２一０００位取り点（12,000）

《以下変更無し》

10．ナンバーマーク

ポイント解説p55

、 。数字との間は続けて書き 後ろに助詞・助動詞が続く場合は一マスあけて書きます

ただし、ハッシュタグの用法については 「てびき」p118 (3)を参照してください。、

その５ 記号が連続する場合の注意

１．記号間の優先順位

ポイント解説 《差し替え》p60

記号が連続する場合は、記号間の優先順位に従って書きます。

記号間の優先順位は、第１順位(1)、(2)、(3) （4）から第４順位まで決められて、

います。例えば、点線と句点が連続した場合 「点線の前後ろは一マスあける」は第、

３順位 「句点の前は続ける」は第１順位の(1)ですから、点線と句点はマスあけしな、

いで続けて書きます。

用例を見ると、１．～８．10．は次のようになります。

１．外国語引用符の閉じ記号（第４順位）と読点の前（第１順位）

２．点線の後ろ（第３順位）と句点の前（第１順位）

３．カッコ類の後ろ（第４順位）と波線の前（第１順位）

４．外国語引用符の外側（第４順位）と波線の前後ろ（第１順位）

５．感嘆符の後ろ（第２順位）と点線の前（第３順位）

６．句点の後ろ（第２順位）とカッコ類の前（第４順位）

７．句点の後ろ（第２順位）と点訳挿入符の前（第４順位）

８．句点の後ろ（第２順位）と棒線の前（第３順位）
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10．疑問符の後ろ（第２順位）と小見出し符の前（第１順位）

また、９．は次のように考えます。

９．カギ類を閉じて、そこで明らかに文が終わったと見なされる場合は、句点があ

る場合と同様に、第２順位と見なします。ですから、次に棒線がある場合は、第２順

位と第３順位で、カギ類の後ろを二マスあけます（ Ｑ＆Ａ」Ｑ110参照 。「 ）

《ここまで。現在の下２行は削除》

３．囲みの記号が他の記号と連続する場合

ポイント解説 《差し替え》p63

⑥ 第１カギ、ふたえカギの内側に波線が続く場合は、カギ類を第２カギなどに置

。 、 「 」 （ ． ）。き換えます または 波線を カラ などと仮名で書くことができます ４ の例

その６ 特別な配慮を必要とする記号類

３．墨字のハイフン（－ ・コロン（：））

ポイント解説p67

略「10:00」のように数字の間にコロンが用いられている場合 「 」と、 数１０ー００

「てびき」 にあるように、点訳書凡例や点訳挿入符で説記することができます p195。

明を加えるなどの配慮が必要な場合もあります。

５．棒線や点線が本文以外の箇所に用いられている場合

p71

「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 。これらに用いる②⑤の点や②の点の連続を指します

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 《下８行目以降差し替え》p71

・数符の効力は、数字に読めない文字やコンマ・ピリオド以外の記号が現れたとこ

ろで終わります。数字から文字への切り替えを示す文字符は、数字の直後（あるいは

数字の後のコンマまたはピリオドの直後）に小文字のａ～ｊが続く場合のみ必要とな

ります。参考文献などで「1990-92」などとある場合 「 」と、ハ、 数１９９０～数９２

イフンの後ろには数符が必要です。

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

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

《以下変更無し》

その７ 体系の異なる点字表記
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１．英語

ポイント解説 《６段落以降差し替え》p73～p74

on/off、and/orなどの斜線（ ）は、そのまま用い、 のように拡や たつ拡やたええ

ひと続きに書きます。スラッシュの前後のマスあけは原文の通りにします。

小数点や位取り点、数字とハイフンの書き方も日本語の書き方とは異なりますので

注意しましょう。

日本語では、生没年は、 のように波線を用いますが、英語数1809～～数６５

点字では、ハイフンを用い、 となります。数1809～数６５

英語以外のドイツ語・フランス語などが一般書の文中に挿入されている場合も、原

則として英語の点字表記に従って書きます。ドイツ語やフランス語の変母音やアクセ

ント記号が付く文字には、アクセント符を前置します。

（ 「 」） 「 」 「 」 、Grüßs Gott. ドイツ語 こんにちは の ü は u に④の点を前置しますが

「 （ ）」 、「 （ ）」 。「 」ß エスツェット は Ｂ ビー ではありませんので注意しましょう のの

と書きます（ てびき」p240参照 。「 ）

英語の点字表記には、ＵＥＢの表記に従い、縮約を用いるGradeⅡの表記法もあり

ますが、原則として一般書ではＵＥＢの表記は用いず、フルスペル（GradeⅠ）で書

きます。ＵＥＢの表記で書く場合は、必ず点訳書凡例で断ります。

「Ｑ＆Ａ第２集」Ｑ104～Ｑ108も参照してください。

２．情報処理用点字

ポイント解説 《差し替え》p76

Ｅメールやホームページのアドレスなどは、情報処理点字のアドレス囲み符号

（ ）で囲んで書き、内側・外側の切れ続きは、外国語引用符の用法に準じ大八 大ん

ます 「てびき」p141の「コラム27」を参照してください。。

１行で書ききれず途中で行を移す場合は、２行目以降の行頭に行継続符（ ）を書\

きます。

行を移す場合は、区切りのよい箇所（ドット・スラッシュの後ろ、アットマークの

前など）で分けます。二マスからなる点字記号の途中や、大文字符・数符などの直後

では行移しをしません 「Ｑ＆Ａ第２集」Ｑ110も参考にしてください。。

「~ （チルダ）と「￣ （オーバライン）は墨字では表記が異なりますが、情報処」 」

理記号としては同一であるため、点字ではどちらも「 」で表します。・う
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「ハイフン」と「アンダーバー」は、間違いやすいので横線の位置に注意しましょ

う。ハイフンは行の中程に、アンダーバーは行の下の方にあります。

アドレス中に漢字や仮名などが含まれる場合、情報処理点字の日本語囲み記号

（ ）の中に日本語部分を通常表記で書きます。また、漢字や仮名を特定す｜八 ｜ん

る必要がある場合は、点訳挿入符を用いて説明するなどの工夫をします。

数字の後ろにピリオドが一つ続くときには、数字状態が継続します。数字状態の後

ろにa～jが続く場合は、ピリオドの後ろに小文字符（ ）が必要です。外

なお、英文中に情報処理記号が出てくる場合も、日本語の書き方で表します。

３．数学記号

ポイント解説 《５段落目以降差し替え》p78

用例ではできるだけ数学記号や数式を仮名に置き換えて正答を記しましたが、

外七 七ーー七 七大ＢＭＩ タイジュー

やや八七 七か七 七んシンチョー シンチョー

外七 七大ヒョージュン□タイジュー

シンチョー シンチョー ＢＭＩ□ーー七 七か七 七か七

七ヒョージュンチ

などと、書くこともできます。

用例の３．４．は文脈上、数式を用いて書いた方がよいでしょう。

用例６．の２Ｌのように、墨字では単位のリットルを大文字の「Ｌ」で表すことが

多くなりましたので、点訳では原本通りに書きます。

５．楽譜記号

ポイント解説 《２段落差し替え》p81

楽譜の終わりは、一マスまたは二マスあけます。

第４章 正答

その１ 句読符

４．中点（p10）

p88 下4

空空数５数１５空・しけんわ、空かい・くん空せいねん空

拗そーこーらに空よって空 いぬかい空つよし・か空拗す拗そー空
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あんさつ空された空・しけん・て空ある四

p89 10

空空ほーろーの空てんさい空 やました空きよしの空・かか空

拗そー・かいわ空てれ・ひ空・とらまや空えい・か・空

・ふたい・て空た・ひた・ひ空とりあ・けられ、空ふ・し空

てれ・ひの空しりー・すわ外空こ空あしや空・かんのすけの空

・たい拗ほーさくと空なった四

p89 下6

空空てん拗そーいん空あつひめの空はかわ、空とく・かわけの空

おっと空・ほ・たい・し・て空ある空うえの空かんえい・しに、空

いえさ・たの空はかと空ならん・て空たって空いる四

さくしか空ほしの空てつろー空空空にほんを空・たい拗ほー空する空

空しの空きねんかん・か外空ふるさと空すおー空おおしまに

おー大ふん空した四

その２ 囲みの記号

１．カギ類（p16）

p92 下7

空空せいとたちわ外空～・ほくの空外わゆめ大二わ空

おりん大ひっくの空せん拗すに空なる空 空こと・てす～空～わたしわ

なりたい～空～大はいろっと六～空～・ほくわ空けーきやさんに空

お・しい拗たんの空あとを空つい・て空のーぎこーを空

する～な・との空外わよせ・かき大二を空のこして空そつぎこー空

して空いった。

p93 4

外～え～二・かお・か空空空～えみこと空いう空・しわ外空

空かきます四～外～うつくしい～二空外～こ～二と

───────────────────────────────

〈同格の正答〉p94 5

＝外～え～二・かお・か空外～うつくしい～二空外～こ～二と

外わえ大二・かお・か空外わうつくしい大二空外わこ大二と

２．カッコ類（p19）

p95 5

空空～し・せん空・かく拗さ～と空よ・はれて空いた空

ひと・ひと七かれらわ空や・かて空～ちを空あいする空

もの ～と空よ・はれるよーに空なる七わ外空外七てつ・かく拗さ七二

せかい空・せんたい七う拗つー七わ空いったいと空して空かんけつ空
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して空おり外空・はん・ふつに空ついて空しろーと空するなら空

ま・すわ空にん・けんに空ついて空まな・はね・は空ならない外空

と空かくしん空するに空いたった四

───────────────────────────────

〈同格の正答〉

＝もの外七てつ・かく拗さ七二～と

もの七てつ・かく拗さ七～と

３．指示符類（p21）

p96 下9

空空～か・けを空したいて～と空いう空数１・し・たい空まえの空

拗るーこーかに空外わつきに空・～やるせぬ～一空わ・か空

おもい大二七・～ ～一空ひっ拗さ七と空いう空数１せつ・か空めめ

ある・か外空これわ空～やるせない～の空～ない～七けいよーし空

・こ・ひ七を空うちけしの空ぎそ・とーしに空るいすい空して外空

七・しあまりを空さける空ために七空おな・し空うちけしの空

ぎそ・とーし空～ぬ～に空おきかえた空こ・か空まさおの空

・そー・こと空いえる四

───────────────────────────────

〈同格の正答〉p98

おもい大二七・～ ～一空ひっ拗さ七とめめ

おもい大二七 空ひっ拗さ七と＝ ・ホーテン空・～めめ～一

～こい・ひと・～・か～一 ～こい・ひと外わ・か大二＝

かせん・ふわ外 外～～空～～二・ふわ外＝

外～～ ～～二・ふわ外＝ めめ

その３ 線類

１．棒線・点線（p33）

p106 6

空空おくりものを空する空ときや空・したくに空拗かくを空

まねいた空ときに外空～つまらない空もの・てす・か外空

・とー・そ空おおさめ空 ～なにも空く・たさい～空

ありません・か外空めしあ・かって空く・たさい～な・とと空いう空

こと・か空 あります四空空こーはんを空いわ・すに空～ーー空

・てす・か空一一一～と外空・ほかすよーに空いう空ことも空

あります四空空これらわ空・し・ふんの空・かわの空ものを空

ひかえめに空いい外空あいてに空たいする空けいいを空あらわす空

拗ほー・けん・てす四
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３．波線（p36）

p108 下9

空空さっか・て空えっせいすとの空ありよし空

はは空たまお七数１９６３～～七わ外空数１９９０ねん外空

ありよし空さわこ七数１９３１～～数８４七との空おもい・てを空

つ・つった空外～み・かわり～二・て空つ・ほた空ぎそー・し空

・ふん・かく拗そーを空ぎす拗そー空して空いる四

p109 1

空空ほん・しつの空・ししん空たいけん空こーなーの空

うけつけわ外空～～・こ・こ空数４・し空数４５ふん・てす四

空空とーてん空はっこーの空・はーす・てー・空きねん・ひ空

とくてんつき空くー大ほんけんわ外空数２めいさまからの空

・こりよーと空なります四

───────────────────────────────

〈同格の正答〉

＝～～・こ・こ空数４・し空数４５ふん・てす四

・こ・こ空数４・し空数４５ふんま・て・てす四

その４ その他の記号類

８．パーセント（p52）

ｐ122 4

・め外ね外空空空数４０・たいま・てに空いえを空たてる空ひとわ空

しんちく空まん拗そんを空こー拗ぬー空する空ひとわ空・ま外ね外空

さらに空・へっそーを空もつ空ひとわ空・み外ね空な・とと空

いって空こー・はい空いよくを空あおって空いる四

９．アンドマーク（p53）

p123 6

空空さいもん空外へ空・かー五はんくる七八大のおぬたつ空 空拗へ

～《以下変更無し》大れあちえはつならにン七わ外空数１９６０ねん・たいに空

その７ 体系の異なる点字表記

１．英語（p72）

p137 下6

空空大ねはのり空とりおの空いはととたつ空そりらつ空むたは空

のそおとうり空 空とりおの空そあのりおつれ空たつ拡やたええ

ぬあうりおつら四
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空空大むたは空うあつ空れあおつ空なつたそにらるれら空

空のなおにに空おえ空むたは空のとはるむ空あつる拡やたち

あいちたある四

p138 8

空空大あいちありあぬ空大におつうたにつ空

七数１８０９～ 七数６５

空空大とりら空あひらちあれら空たえ空 空あつる空数７５四６

空おの空 四数９４四０２ 数８４四８１

空空大とりら空ぬららとおつれ空とた空

空おの空りらにる空たつ空 空数９：数４５～数１１：数３０ 数６大え

たえ空うらつとちあに空れたひらちつぬらつと空たええおうら空

とたるあむ四

空空大れはあちらつとら一空大に四空七数２００８七空

大ぬおとたうりたつるちおあ～～大あ空大つらふはの空えたち空

大あれおつれ一空大うあにたちおら空大ちらのとちおうとおたつ一空

あつる空大のおちとはおつの八空 空数１３２：空大うらにに

数１７１～ 四数１７６

３．数学記号（p77）

p141 11

空空 空とき外空外ふ・一むーー数５・一数２空の

空外ふ空と空外む空の空あたいを空数６ふ五数２むーー数６８空の

もとめなさい。

空空 空外ふ空を空もとめよ四空空外ふき九ふ九数１２ーー数０空の

な・とと空いう空しきを空みると空いま・ても空・すつー・か空

して空くる四

～空空外大大いぬお七たいかく空しすー空空八大いたるむ空

《下３行目「たとえば 」～まで変更無し》p142 、

空空たとえ・は外空しん拗とー空数１６５外うぬ空の空かたの空

・はあい

空空 空たいぎすー七大外七拗ほーぎすん

数５９一８９５空ーー数１一６５か数１一６５か数２２ーー

七ほ・ほ空数６０外なれ七

空空てきせい空えねる・きー空ーー空数６０空かける空

数２５～～数３０空ーー空数１５００～～数１８００

七外なうあに七と空なります四
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５．楽譜記号（p81）

p144 下9

空空こ・ともの空ときに空みんな・か空うたった空

・とーよー・て外空 空めろぎち・て空大わ・しけね空の

は・しまるのわ外空なんと空いう空うた・て拗そーか五

───────────────────────────────

〈同格の正答〉 行替えして書く場合

空空こ・ともの空ときに空みんな・か空うたった空

・とーよー・て外

空空大わ・しけね

空は・しまるのわ外空なんと空いう空の空めろぎち・て

うた・て拗そーか五
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第５章

その１ 本文の書き方

２．行末の扱い

ポイント解説 《３段落書き換え》ｐ５

ただし、できるだけ(1)の「本来続けるべきカッコ類や点訳挿入符の前、数字付き

文中注記符の前 、(2)「波線の後ろ」で行います。(3)～(5)の方法はあまりお勧めで」

はありません 「Ｑ＆Ａ」Ｑ125も参照してください。。

その３ 詩歌・戯曲などの書き方

１．詩

コラム 英語の詩 《追加》p23

ただし、詩行符（ 、ダブルダッシュ（ ）を用いた場合は、英語の詩によ ～～～～）

これらの記号を用いたことを点訳書凡例などで断ります。

その４ 図や表の書き方

１．表の書き方

コラム 二つ以上の表を連続して書く場合 《差し替え》p37

表が二つ連続してある場合、一つ一つ枠線で囲んだ方がよいのか、まとめて 一つ

の枠線内に書いてよいのか、その場合、二つの表の間は、行あけがよいのか、仕切り

の線などを用いた方がよいのか、悩みます。

「てびき」の記載から、一般的に、表は段落の切れ目に一つずつ枠で囲んで入れま

すが、関連する表の場合は、二つ以上の表を一つの枠に入れることもできます。

二つの表の間を行あけにするか仕切りの線にするかは、その原本の中で統一してあ

れば、どちらでもよいでしょう。

連続している表でも一つ一つを枠で囲む方法のメリットとしては、

①枠の中に必ず一つの表なのでレイアウトがすっきりする。

一つの枠に二つ以上の表が入ると、見出し、点訳挿入符、原本の注、出典などが、

繰り返し入ることになり、レイアウトを工夫しないと分かりにくくなる場合もありま

す。

②枠線を探していけば必ず表の始まりが分かるので、検索性に優れている。

二つ以上の表が一つの枠に入っていると、二つ目の表は探しにくくなります。

、 、 、一方 デメリットは 上の表の閉じの枠線と下の表の開きの枠線が二重になるので

１行、場合によってはそれ以上無駄になることが挙げられます。

表が巻末に幾つも続いたり、見出しの最後にまとめて載っていたりする場合は、必

ずしも、始まりと終わりを枠線で囲む必要はありません。仕切りの線を入れるか、行
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あけをして、表の始まりと終わりが分かるようにすればよいでしょう。

２．図の書き方

コラム 触図を書く前に－ 視覚と触覚の違いp47

原本に図があれば、図として表すか、文章化するか、省略するか判断します。

《以下、変更無し》その際、次のような点を考慮しましょう。

その６ 本文以外の割り付け

４．目次

ポイント解説 《４段落差し替え》p67

ページ数は29マス目から書き、見出しとの間は、前後ろを一マスあけて②の点また

は でつなぎます。見出しの最後に点線が付いて、②の点だと紛らわしくなる場⑤の点

合は （ てびき」 例３参照 。なお、その場合は、１タイトル⑤の点を用います p202「 ）

を通して を用いることになります。⑤の点

参考資料

《カギ内の各項目番号を削除しています 》p72 。

巻末に 項目の参考資料があります。講習会だけでなく、必要に応じて点訳・校正12

作業などに活用してください。

、 。 「 」「 」ただ いずれも参考程度の記載です 特に 数学記号・外国文字 主な単位記号

「発音記号 「情報処理点字記号」については、ここだけを参考に点訳するのではな」

く 「てびき」の第２章～第４章の該当箇所に戻って確認しながら、それぞれの専門、

分野の書籍を参照して、点訳・校正作業をするようにしてください。

ここでは 「古文・漢文の点字表記」と「主な単位記号」には用例を掲載し、規則、

の注意点について補足してあります。

その他の項目は、講習会の内容に応じて、関心を深めるきっかけとしてお使いくだ

さい 《以下削除》。

１ 古文・漢文の点字表記

ポイント解説p73

p23（第２章 その１ 「1 基本的な原文に古文が引用されている場合 「てびき」、

に従って、多くは現代文の仮名遣いで書きますが、文脈によっ仮名遣い」４．(8)）

ては古文の仮名遣いを用いて書く場合もあります。

その場合、 の古文の点字表記の規則に従って書きますが、特に次の点にp211～p223

気をつけましょう。

３ 著作権法

《p75 14行目からp76 下６行まで削除して、以下の文に差し替え》p75
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「てびき４版」には、2019年１月１日に改正施行された著作権法第37条（視覚障害

者等のための複製等）と第20条（同一性保持権）を全文掲載しましたので、参照して

ください。

第37条第１項、第２項については変更がありませんが、第３項では、以下の２点が

変更になりました。

①視覚障害者等の定義

旧 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者

新 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者

②公衆送信が可能

旧 ･･････、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等

、 、 （ 。）が利用するために必要な方式により 複製し 又は自動公衆送信 送信可能化を含む

を行うことができる。

新 ･･････、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等

が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。

第20条に変更はありませんが、第２項第４号によって点訳のための改変が認められ

ていることを確認すると同時に、同一性保持権を侵害しない姿勢を持ち続けることの

必要性を認識しましょう。

４ 郵便法・内国郵便約款

《すべて削除して以下の文に差し替え》p77～p78

郵便法・内国郵便約款とも 「点字用郵便」に関する内容に変更はありません。、

「てびき４版」では 「第４種郵便物」についての記述がある郵便法第27条と、

内国郵便約款第33条の両方を記載しました。また、点字郵便物を扱う上で必要

となる内容を記載した内国郵便約款の該当条項を紹介しています。

①大きさ及び重量の制限：第８条

②開封の郵便物：第10条

③点字郵便物等の表示：第37条

④第４種郵便物に記載等することができる事項：第40条

⑤料金表：第５表 第四種郵便物の料金

５ 数学記号・外国文字

《差し替え》p79

数学記号や外国文字を点訳で使用する場合は、それぞれの項目の注意をよく読み、

各専門分野の資料を参照して書きます。

一般書では、特に記号で表記する必要がない場合は、数学記号は用いず、仮名で書

きます（ てびき」p142【備考 「ハンドブック４章編」p78 参照 。「 】、 ）
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また、英語以外の外国語も英語点字で記すことが原則です。英語以外の外国語点字

で表記する場合は、点訳書凡例や点訳挿入符で断るなどの配慮が必要になります。な

お、ロシア語やハングルなど、英語点字で表記できない外国語の場合は、その外国語

点字を用いずに、調査した上で発音を仮名で書く方法もあります。この場合も点訳書

凡例などで断ります。

ローマ数字やギリシャ文字の書き方は、日本文中と英文中では異なりますので、注

意しましょう。


