第 1 14 号 201 5 年 ６ 月
新 潟 県 点 字 図 書 館
今号の内容
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点字図書館から

３ページ

●サピエ図書館の停止について
●マルチメディアデイジー図書を再生する手順
●平成 26 年度「利用者アンケート」結果の概要をお知らせします
2

Q＆A

５ページ

Ｑ：CD のケースと中身の入れ間違いや送付先の宛名カード間違いな
どを減らす努力や工夫をしていますか。職員が作業改善する姿勢を
見せてほしい。
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お役立ち情報

６ページ

●新潟県視覚障害者福祉協会からのお知らせ
（1）県視障協・生活訓練指導員通信 no.6
（2）
「ふれあい・いきいきサロン」のご案内
（3）便利商品のご案内
●マイナンバー制度が来年１月からスタートします
●障害者１１０番 巡回専門相談会のご案内
●新潟県訪問マッサージの会・学習会のご案内
●第 12 回新潟県障害者技能競技大会（アビリンピックにいがた
2015）のご案内
●第 50 回「NHK 障害福祉賞」体験記録募集のご案内
●「NHK 介護百人一首 2016」短歌募集のご案内
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4

図書紹介コーナー

13 ページ

●図書選定委員 斉藤五月さん（燕市）のご紹介
「江戸の茶碗 まっくら長屋騒動記」 中島要著 祥伝社
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4 月・5 月登録の新刊製作ボランティア紹介

6

開館及び電話受付時間と 6～8 月の休館日

14 ページ

14 ページ

巻末 「日常生活支援機器情報コーナー no.18」
「NetReader2 で何が変わったの」
記事掲載ご協力 株式会社ラビット 代表取締役 荒川明宏様
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点字図書館から

●サピエ図書館の停止について
7 月 13 日（月）から 15 日（水）にかけて、サピエが全面停止します。
サピエのシステム大改修が行われます。当館利用への影響について、以下
にお知らせいたします。
・期間中、図書の検索機能が全て停止します。図書の在庫の有無や予約
者数の確認、製作中の図書の進捗状況の確認、利用者の貸出状況及び
予約状況の確認などができません。
・期間中、他施設からの取り寄せ図書の検索や申込みが停止します。
・図書の郵送貸出しに遅延が生じます。
（来館利用の場合には、書架に在
庫の図書を貸出すことはできます）
・サピエ図書館からマスター音源をダウンロードしている録音雑誌の貸
出しに遅延が生じます。
・サピエ図書館からデータをダウンロードした点字打出しや CD コピー
等のプライベートサービスの提供に遅延が生じます。
・著者名別、ジャンル別の図書リストや目録の作成サービスの提供に遅
延が生じます。
利用者の皆様にはご不便をおかけいたします。お詫び申し上げます。こ
の期間中、電話や E メールなどで図書の貸出のお申し込みは通常通り受け
付けますが、実際の貸出には遅れが生じます。図書貸出に関するご連絡は、
7 月 12 日まで又は 16 日以降に行っていただきますと電話での応対もスム
ーズになります。ご理解をお願い申し上げます。ご不明の点は、点字図書
館まで。
●マルチメディアデイジー図書をパソコンで再生する手順
最近マルチメディア図書を利用する人が増えています。前号でマルチメ
ディアデイジー図書をご紹介しましたが、今号ではパソコンを使い
「EasyReaderExpress（イージーリーダーエクスプレス）」でマルチメデ
ィアデイジー図書を再生する手順を紹介します。
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１

CD 内の exe ファイルを実行します。

２

ユーザーアカウント制御の許可を求めるメッセージがでますので、「は
い」を選択します。

３

イージーリーダーエクスプレスのインストールを行う画面に変わりま
すので、画面上の「インストールボタン」をクリックします。

４

インストールが終わると、マルチメディアデイジー図書の再生ソフト
が起動し、画面左側に再生中の図書の見出し又はページの一覧が、画面
右側に選択中の見出し又はページの本文が表示されますので、次の操作
で聞くことができます。

（１）画面左側の見出し又はページ一覧から聞きたい項目をダブルクリッ
クし選択します。
（２）画面上部にあるアイコンで、再生、一時停止、自分にあった読み上
げスピードや文字の大きさに調整します。
５

４の画面左側を「ハイライト」に切り替えると、右側画面上に表示さ
れている次のハイライト項目を自分に合わせて変更することができます。

（１）文字とハイライトの色の組み合わせ
（２）ボールド（書体）
、スペース（文字間）などのレイアウト
（３）ハイライトしていく箇所のページスクロールのタイミング
●平成 26 年度「利用者アンケート」結果の概要をお知らせします
平成 26 年度利用者アンケート結果報告
送付者 223 名 回答者 71 名（各設問内の数字はパーセントを示す。）
１

図書の水準満足度
満足 59.2、普通 23.9、不満 2.81、利用していない 14.1

２

職員応対満足度
満足 62.0、普通

３

25.3、不満 1.4、利用していない

11.3

良い点について
メールにいがたでの情報提供、テキストデイジーの作成、希望別目録
の作成、親切な応対、CD のコピーやリクエスト

４

改善が必要な点について
実施事業についてもっと宣伝してほしい。子ども向けの楽しめるもの
を多く紹介してほしい。点字絵本が読みづらいので改善してほしい。電
話や点字で漢字の書き方を教えてほしい。移動点字図書館はまんべんな
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く巡回してほしい。シネマデイジーの音声と音楽が一緒になり聞き取り
にくいため改善してほしい。
５

新規事業への要望について
製作期間短縮、音訳図書の充実化、iＰad・リンクポケット・パソコン・

携帯電話等の機器操作、ホームページ上での図書検索、視覚障害者の講
師による学生対象の点字教室の実施、意見交換会の実施、DVD 体験上映
会の充実化
６

図書に関する情報の取得方法
ラジオ 20、テレビ 9.5、新聞 4.7、雑誌 15、家族・知人

23.6、

インターネット 10.2
７

本を選ぶ際の情報源
ラジオ深夜便、著者に聞きたい本のツボ、日曜名作座

８

雑誌を選ぶ際の情報源
にってんデイジーマガジン、京まる、トピックス悠久
今回のアンケートでは、多数のご意見、ご要望が寄せられました。お褒

めの言葉をいただいた点についてはこれからも高い水準を保ち続けていけ
るよう努めます。また、改善が必要な点については、職員一人ひとりが真
摯に受け止め、取り組んでまいります。新規事業への要望については、当
館の全体事業の組立て、職員やボランティア体制などを考慮しながら検討
してまいります。
なお、ご意見・ご要望は随時受け付けておりますので、当館までお気軽
にご連絡下さい。ご協力ありがとうございました。
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Ｑ＆A

利用者の皆様から寄せられたご質問やご意見に、お答えします。
Q：CD のケースと中身の入れ間違いや送付先の宛名カード間違いなど
を減らす努力や工夫をしていますか。職員が作業改善する姿勢を見せ
てほしい。
Ａ：図書の貸出に関するミスをなくすため、当館ではこれまでの工夫に
加え、以下の六つの取組みを本年 6 月から開始しました。これまでも、
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図書貸出時の申込者氏名等の確認は二人体制で行って参りましたが、図
書返却時のチェックについても二人体制で行うことが大きな改善点とな
ります。
①点字図書の返却時に封入される点字のお手紙の見落としを防ぐため、
通信用のビニールバッグ（専用通信袋）を使用します。
②返却された図書のケースと CD のタイトルが一致しない状態を防ぐた
め、これまでの一人体制でのチェックをあらため、二人体制で二段階
の内容チェックを行います。
③返却された図書の蔵書バーコードの返却スキャン漏れを防ぐため、こ
れまでの一人体制でのスキャンチェックをあらため、二人体制でパソ
コン画面と図書現物のタイトルの一致の確認を、スキャンの場でタイ
トルを読み上げて行います。
④予約者氏名の書き間違い等を減らすため、返却時に次の予約者に予約
確保になった資料の貸出作業をこれまで通りの二人体制で行い、予約
者氏名の確認と宛名カードを組み合わせる作業までの一連作業を一つ
のワゴン（作業台）上で連続して行います。
⑤よく似たお名前の利用者や施設の宛名カードの混在を防ぐため、類似
の氏名利用者同士では、従来の白いラベル以外に緑やピンクの色つき
ラベルを使用し、文字だけでなくシール台紙の色でもお名前の区別を
つけやすくします。
（但し、一度に作業が完了しないためシールの貼
り替えは今後、順次行うことになります）
⑥電話等での受付時の申込者氏名の書き間違い等を減らすため、お名前
に加えてご住所などの利用者情報も確認するよう努めます。
これらの取り組みについてのご意見やお問い合わせは、
点字図書館まで。
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お役立ち情報
このコーナーでは、視覚障害に関する様々な行事や日常生活に役立
つ情報を掲載しています。次号 115 号（8 月発行）に掲載したい情
報は、７月 14 日（火）までに当館へご連絡ください。

●新潟県視覚障害者福祉協会からのお知らせ
新潟県視覚障害者福祉協会が実施する主な行事等をお知らせします。
お問合せ、申込みは視覚障害者福祉協会事務局へ
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〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽 1-9-1
TEL 025-381-8130 FAX 025-381-8120
メール ngt.shikaku@cello.ocn.ne.jp
（1）県視障協・生活訓練指導員通信 no.6 （山口・生活訓練指導員）
自己評価
いきなりですが、皆さんは自分自身の能力の限界を知っていますか？自
分には何ができて何ができないのか、しっかり理解していますか？
スポーツ選手は自分の限界を見極めて引退を決断することが多々ありま
す。教育の現場では生徒の成績や行動等を先生が評価し、評価が良い生徒
の多くは伸び、評価が悪ければ人によって非行に走ったり、消極的になっ
たりする場合もあります。自分もしくは他者の評価は自分の可能性を知り、
可能性を見いだすことに繋がります。
では、視覚障害を持つと自分の評価はどうなるのでしょうか。多くは見
えていた頃の自分と今の自分を比較し、今の自分のできない部分にとらわ
れがちです。すると、正しい今の自分の評価がわからなくなってしまう場
合があります。
歩行訓練はじめ各種訓練は、あくまで挑戦するきっかけにしかすぎませ
ん。訓練を進める中でいくつもの壁が出てきます。それを乗り越え、時に
避けたりすることで自分自身がはっきり見えてきます。
生活相談の中で、視覚に障害を持って間もない方からよく言われること
は、
「見えなくなった私に何ができるのか」ということです。答えは簡単で、
私にも、他人にもわかりません。スポーツ選手には「限界は自分が作る」
と表現される方もいるとおり、やってみなくちゃわからない。やってみて
初めて今の自分の価値が見いだせるのだと思います。
そんな話をすると、若い人からは元気な返事が返ってきますが、ナイス
ミドルの皆様からは決まって、
「わかっちゃいるけどやめられない」の一言。
私の好きな言葉が敵になると、こんな厄介な言葉は無いなと思う日々です。
（2）
「ふれあい・いきいきサロン」のご案内
県視障協の「ふれあい・いきいきサロン」のお知らせです。毎月第１と第
３木曜日に新潟ふれ愛プラザで開設しているふれあい・いきいきサロンに
ついて、平成２７年６月、７月、８月の開設をお知らせいたします。
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自分の生い立ちの話や地域の話題、自分の見え方の悩みなどなんでも皆さ
んでお話しください。皆さんお誘い合わせうえ、お気軽にお越しください。
事前申し込みは不要です。
日時：６月１８日（木）
、７月２日（木）、７月１６日（木）
８月６日（木）、８月２０日（木）
何れの日も午後１時３０分から３時３０分
場所：新潟市江南区亀田向陽１－９－１
新潟ふれ愛プラザ ２階 ミーティングルーム
（3）便利商品のご案内（価格は消費税 8%を含んだ金額です）
申込方法：購入を希望される方は、8 月 28 日（金）までに、電話で商
品名、購入希望数及び郵送先を県視障協事務局（025-381-8130）
へお申込み下さい。
商品の発送までの手順等：
①お申込みの商品は、日本点字図書館などから直接送付されます。
②日本点字図書館などからの商品発送に合わせ、事務局から所要金額
（商品代金及び商品送料を合算した金額）
、振込者名等を記載した振
込用紙（郵便振替用紙）が送付されます。
③送付された郵便振込用紙で所要金額をご入金ください。入金の際は、
郵便振替手数料のご負担をお願いします。
★LED ライト ネクセラ９０５Ｄ 5,100 円
最大の明るさが約２８０ルーメン（LED ライトの明るさを表す単位
で、一般電球の 30 ワットが 325 ルーメンといわれています。
）の LED
ライトで、先端のリングを回して光を絞ることができます。明るさは
３段階と点滅モードがあり、防災用としても役立ちます。
★手にフィットするつめやすり 半月型 1,500 円
半月型で、湾曲した部分がやすりになっています。レールのように
やすりのヘリがすこし高くなっているので、その溝に爪を当てて削り
ます。爪がやすりから外れてしまう心配がなく使いやすいことと、少
しずつ削れるので安心して使えるのが特徴です。
★カッチン（安全つめきり）

9,230 円

一つ一つ職人さんの手作りで作られています。鋏のような握り方を
して、軽い力で切ることができるのと、深爪しにくくなっているのが
特徴です。
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●マイナンバー制度が来年１月からスタートします
今年の 10 月から、住民票を有する国民一人一人に１２桁のマイナンバ
ーがお住まいの市町村から通知され、来年１月以降は、社会保障、税、災
害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。
このマイナンバー制度について解説した点字・大活字広報誌「ご存じで
すか？マイナンバー」
（点字・大活字版、デイジー版）が総理府から発行さ
れました。本号別冊の新刊案内でも貸出し紹介をしていますのでご利用く
ださい。
また、マイナンバー制度について、ご不明な点がある場合、更に詳しい
情報が知りたい場合は、マイナンバーコールセンターへお問合せ下さい。
【マイナンバーコールセンター】
TEL 0570-20-0178 （全国共通ナビダイヤル
開設日時

通話料有料）

土日祝日・年末年始を除く午前９時３０分～午後５時３０分

●障害者１１０番

巡回専門相談会のご案内

障害のある方の人権擁護、財産管理など（例えば、離婚のこと、財産・
遺産のこと、成年後見人制度や人権のこと、借金返済に関すること…）法
律的な専門知識が必要とされる問題などに、弁護士がお答えする、巡回専
門相談会が県内 3 会場で開催されます。相談は無料ですが予約が必要です。
（１）会場及び開催日
第１回 佐渡市会場
日時：７月１５日（水） 午後１時～３時
会場：あいぽーと佐渡（佐渡市両津夷 384-11）

１階 会議室

予約締切日：７月３日（金）
第２回 湯沢町会場
日時：９月１６日（水） 午後１時～３時
会場：湯沢町公民館（湯沢町大字湯沢 2822） ３階
予約締切日：9 月 4 日（金）
第3回

加茂市会場

日時：10 月 21 日（水）

午後 1 時～3 時

会場：加茂市役所（加茂市幸町 2-3-5）1 階 相談室
予約締切日：10 月 9 日（金）
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会議室１

（2）予約・お問合せ先
新潟県障害者社会参加推進センター 障害者 110 番
TEL 025-381-0110 FAX 025-383-3654
●新潟県訪問マッサージの会・学習会のご案内
会員及び会員以外の多数の参加をお待ちしています。
日時：7 月 26 日（日）午前 10 時～11 時 45 分 受付 9 時 30 分～
内容：脳卒中のマッサージ治療の実技を中心にした学習
講師：青木

実（みのる）氏

参加費：会員及び賛助会員 500 円、会員及び賛助会員以外 1,000 円
申込先：鈴木洋 携帯 090-7725-2227（午後 6 時 30 分以降）
●第 12 回新潟県障害者技能競技大会（アビリンピックにいがた 2015）の
ご案内
障害のある方々の職業技能を競う大会です。日頃の練習の成果、職場などで
培った技術を発揮してみませんか。
日時：9 月 12 日（土）午前 9 時～午後 4 時
競技種目により、競技開始時刻、終了時刻に変動があります。
会場：新潟市総合福祉会館（新潟市中央区八千代 1-3-1）
競技種目：
①文書作成（Word ソフト使用）
和文書入力、英文書入力を行います。機器及びソフトの持込み禁止で
す。（０Ｓは Windoows 7 professional、ソフトは Word2010）
②パソコン操作（視覚障害者部門）
表計算（Excel）によるワークシートの作成等を行います。機器等は原
則持ち込みです。
③喫茶サービス
喫茶店での接遇を想定し、メニューによる注文受け、注文商品の提供
や客の退席後の後片付けなどの一連の接遇サービスを行います。喫茶店
にセッティングされたところで競技します。
④ビルクリーニング
弾性床材事務所清掃、カーペット床清掃を行います。コース、道具の
セットされたところで競技します。
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⑤ベッドメイキング
ホテルのシングルルームを想定し、客室用ベッドのリネン交換の作業
を行います。ベッド等のセットされたところで競技します。
⑥フラワーアレンジメント
ラウンド型花束、花嫁の花束及び食卓テーブル装飾の 3 作品を完成さ
せます。
⑦パソコン初級
文書作成及び表・グラフの作成を行います。機器及びソフトの持込み
禁止です。
（０Ｓは Windoows 7 professional、ソフトは Word 2010
及び Excel 2010）
⑧絵画（水彩、クレヨン等）
水彩絵の具、クレヨン等を使用して絵を完成させます。
その他：清掃、ベッドメイキング、フラワーアレンジメント出場者は、出
場決定後に講習会を行います。
パソコン初級、絵画及びベッドメイキング以外の競技で優秀な成績をおさ
めた人は、平成 28 年度全国障害者技能競技大会（山形県）における新潟
県代表選手の選考対象者となります。
申込期限： 6 月 30 日（火）
申込み・問合せ先：高齢・障害・求職者雇用支援機構
新潟支部 高齢・障害者業務課（担当

高木）

〒951-8061 新潟市中央区西堀通 6-866 NEXT21 ビル 12 階
●第 50 回「NHK 障害福祉賞」体験記録募集のご案内
障害のある方、障害のある方とともに歩んでいる方から、体験記録を募集し
ています。
入選作品については「入選作品集」を発行するほか、その一部は NHK の番
組で紹介する予定です。
募集部門と内容：
★第 1 部門 障害のあるご本人の部門
学校や施設での生活、自立や就労への挑戦、また自分の生きてきた道な
ど、ご自身の体験の記録をお寄せください。
★第 2 部門 障害のある人とともに歩んでいる人の部門
教育・指導の実践、親と子の成長の記録、仕事や行事をとおしての交流
11

など、ともに生きてきた体験記をお寄せ下さい。
応募方法：所定の応募票に必要事項を記入し、作品に添付してご応募いただ
くか、次の項目を記入した別紙を作品に添付してご応募ください。➀応
募部門（第 1 部門・第２部門）②題名、③名前（フリガナ）、④性別、
⑤生年月日、⑥住所、⑦電話番号、⑧職業、⑨障害名（第 1 部門）また
は障害者との関係（第 2 部門）
応募票は、当館にありますので、
ご希望の方はご連絡下さい。
また、
「NHK
障害福祉賞体験記録募集」のホームページからダウンロードすることが
できます。
http://www.npwo.or.jp/info/2015/50fukushi_bosyu.html
応募規定：未発表の作品に限ります。字数は 8,000 字以内、点字での応募
は、32 マス×450 行以内にまとめてください。
代筆（清書・口述筆記など）でも構いません。
募集締切：7 月 31 日（金） 当日消印有効
応募先・お問合せ先：
NHK 厚生文化事業団「障害福祉賞」係
〒150-0041 渋谷区神南 1-4-1 第 7 共同ビル
TEL 03-3476-5955（受付時間は平日の午前 10 時～午後 6 時）
FAX 03-3476-5956（お問合せ専用）
メール info@npwo.or.jp
●「NHK 介護百人一首 2016」短歌募集のご案内
介護する、介護されるなど介護の経験を詠んだ自作の短歌（一人３首以内）
を募集します。
選ばれた 100 首を収めた作品集を応募者全員に進呈するほか、
希望する方に無償で提供されます。また、入選作品を展示する「NHK 介護百
人一首 2016 パネル展」が平成 28 年 2 月以降、全国各地で開催されるとと
もに、E テレ「ハートネット TV」で紹介していきます。
応募方法：所定の応募用紙に必要事項をご記入いただくか、用紙（書式不
問）に➀自作の短歌（３首以内）、②詞書（日常の介護の様子や短歌に込
められた思いなど）１００字程度、③郵便番号・住所、④電話番号、⑤名
前（ふりがな）、⑥年齢・性別をご記入のうえ送付してください。
応募様式は点字図書館にありますので、ご希望の方はご連絡下さい。ま
た、NHK ハートプロジェクトホームページの専用応募申込みフォームか
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らの応募もできます。
http://www.nhk-sc.or.jp/heart-pj/tanka/tanka2015/
youkou_tanka.html
応募締切：9 月 10 日（木）必着
応募先・お問合せ先：
NHK サービスセンター「NHK 介護百人一首」係
〒150-8328（住所不要）
TEL 03-3464-5601（受付時間は平日の午前 10 時～午後 6 時 30
分）

4

図書紹介コーナー

「江戸の茶碗 まっくら長屋騒動記」

中島要著 祥伝社

2012 年 7 月

図書選定委員 斉藤五月さん（燕市）のご紹介
今回ご紹介する本は時代物です。いつも時代物を読まれている方にもも
ちろん、
「時代物、読んでみたいけど…」と迷っている方にもおすすめです。
江戸の貧乏長屋の様子を上手く描いた賑やかで楽しい作品。思わず笑っ
てしまう表現と、じーんとくる人情話。分かりやすいというか、読みやす
い短編集です。それぞれのお話の最後の締めがちょっと面白い。
まっくら店(だな)と馬鹿にされる貧乏長屋に住むお初と、兄の太吉。浅
草で、小間物屋を営んでいた両親が、騙されて店を失い、悲嘆に暮れて亡
くなったのは二年前のこと。残された兄妹は「必ず店を買い戻そう」と固
く誓いあっていた。
ひょんなことから太吉は、名品“井戸の茶碗"を入手する。だが、二十両
の有り金をはたいたその茶道具は、真っ赤な贋物だった…。弱り果てた兄
妹に声をかけたのは隣りに住む浪人、赤目勘兵衛。
我楽多茶碗（がらくたぢゃわん）を誰かに売ってやるという。日がな一
日酒びたりの勘兵衛にどんな策が！？
貧乏比べじゃ、人後に落ちない住人ばかり。取り得は店賃（たなちん）
の安さだけ。芝神明の長屋を舞台に描く新世代の人情時代小説！ぜひ読ん
でみてください。
点字：3 巻 デイジー：5 時間 56 分
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5

4 月・5 月登録の新刊製作ボランティア紹介
（五十音順敬称略）

【点訳】
（23 名）
石田絢子/小野ヤイ子/加古川成子/金田しづ子/金田直子/剱持文子
紫竹美和子/周佐慶子/善如寺深雪/高桑和子/高橋朗子/滝沢和子
竹内利佳子/忠邦夫/友坂キミ子/内藤京子/並木百合香/古谷美恵子
古澤加代子/北条悦子/増田清江/三間榮治/宮崎玲子
【音声訳】（12 名）
遠藤直子/大関江美子/窪田佐代子/新保裕美子/高成田トシエ/高橋憲子
高橋典子/田中佳代子（音ボラネット）/戸島美江/永井宮子/山森玲子
吉倉千恵
【デイジー編集】（7 名）
狩谷ケン子/柴田弘子/田中佳代子（音ボラネット）/中村一江/林章子
横山トシ子/吉岡廣子

6

開館及び電話受付時間と６～８月の休館日

●開館及び電話の受付時間
午前 9 時～午後 5 時
●6～8 月の休館日
★6 月の定例休館日
1 日（月）・8 日（月）・15 日（月）・22 日（月）
・29 日（月）
★7 月の定例休館日
6 日（月）・13 日（月）
・20 日（月）
・21 日（火）・27 日（月）
★8 月の定例休館日
3 日（月）・10 日（月）
・17 日（月）
・24 日（月）・31 日（月）
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【職員のつぶやき：】

「ご趣味はなんですか？」

こんな質問されたことないですか？私は仕事以外で長く続けることが苦
手です。何か趣味を持とうと、いろいろ試みるのですが（水泳・ピアノ・
編み物）何 1 つ物になっていません。こんな私ですが頑張っている物が二
つできました。一つは、カーブス（女性だけの手軽な筋トレクラブ）です。
この八月で 3 年になります。家と職場の間はＪＲと歩きですが、歩く距離
も 20 分程度です。職場帰りによるカーブス（30 分間）は、足腰が弱っ
てきている私にはちょうど良い体操です。それから、もう一つは歌うこと。
お友達から誘われプロ歌手の方からご指導を受ける会に入会したのですが、
こちらはもう６年は続けています。歌の上達はさておき、年に 2，3 回程
度のステージ発表は程良い緊張感もありで頑張っています。こんなことを
言いながら明日やめてしまうかもわかりませんがもう少し続けてみようと
思っている私です。
（山形）

メールにいがた（新潟県点字図書館だより）
（第 114 号 2015 年 6 月）
発行 新潟県点字図書館
〒950-0121 新潟市江南区亀田向陽 1－9－1
新潟ふれ愛プラザ内
TEL 025-381-8111 FAX 025-381-8115
メール tosyo@ngt-shikaku.jp
ホームページ http://ngt-shikaku.jp/
郵便振替：00510-5-93600
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日常生活支援機器情報コーナー（no.18）
「NetReader2 で何が変わったの」
5 月 11 日高知システム開発のネット閲覧ソフト「NetReader2」が発売にな
りました。従来の「NetReader」ユーザーはバージョンアップの価格で購入す
ることが可能です。
それでは、この「NetReader2」は従来のソフトに比べ、何が優れているのか
検証してみましょう。注意する点として、
「NetReader2」は XP と Vista では
動きません。Windows7 または 8.1 が必要となります。古いパソコンを使って
いる人は要注意です。
１．YouTube などのボリュームコントロール
YouTube など動画などの再生中、今まではスクリーンリーダーモードなど
に変更する必要がありました。しかし、今回のバージョンではエンターキーで
再生の停止・再開、左右カーソルキーで早送りと巻き戻しができるようになり、
好きな曲を聴いたり、YouTube でアニメなどを見て、コマーシャルを飛ばし
たりするのに便利です。
２．画像に名前を付けられる。
ホームページの画像には通常視覚障害者がわかりやすいように名前を付ける
ルールになっています。しかし、そのような対応をしていないページは多く存
在します。そこで、画像に好きな名前を付けられるようになりました。自分で
は何の画像か分からなくても人に見てもらったり、リンクを実行することによ
り、何の名前か想像が付くことがあります。そこで自分のわかりやすい名前を
付けておけば、２回目そのページを見た時に悩む必要がなくなり、とても便利
になります。
３．スマホ用サイトを表示
「三菱 UFJ ダイレクト」のホームページを見ると一目瞭然。普通に見てい
る時と、スマホサイトに切り替えた時では表示される内容が異なります。スマ
ホは画面が小さい分、必要な項目が中心に書かれており、音声で聞くのに非常
に便利です。
ラビットでもバージョンアップを受け付けていますので、遠慮なくご相談く
ださい。
【記事掲載ご協力及び製品のお問合せ先】
株式会社ラビット代表取締役
〒169-0075

荒川

東京都新宿区高田馬場 1-29-7

明宏
スカイパレス 401

電話 03-5292-5644 FAX 03-5292-5645
メール eigyo@rabbit-tokyo.co.jp
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