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この教材集で使用する言葉は、さまざまなカテゴリーに分類してあります。

単語から短文のレベルです。カテゴリーによる分類なので、言葉を推測しなが

ら読む事ができます。ここでは読むことの楽しさや、読めることを実感してほ

しいと思っています。

点字では、それぞれの項目ごとにページを変えてあります。個々の興味関心

に合わせてお使い下さい。

これらの教材をヒントにしてさまざまな教材を作ってみましょう。

十二支です。

１音から３音ですし、知っている言葉なので推測読みができます 「読め。

た！」という自信を付けて欲しいですね。

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

あなたの干支はどれですか？

さてなに色かな？

色の名前が出てきます。読んでみましょう。

あか あお きいろ しろ くろ みどり しゅいろ

だいだいいろ はだいろ きみどり みずいろ むらさき

ももいろ ちゃいろ ねずみいろ
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季節を感じよう！

近、季節を感じるものが少なくなったように思いますが、皆さんはどう思

いますか？蜜柑も一年中見かけるようになりましたし･････。でもやはり、果

物も野菜も旬のものが一番美味しいですよね。さあ、これからいろいろな言葉

が出てきます。季節を思い浮かべながら読んでみましょう。

草花

フキノトウ スイセン 菜の花 たんぽぽ ツクシ レンゲ スミレ

スズラン アヤメ ショウブ カキツバタ 水芭蕉 アジサイ くちなし

さるすべり 彼岸花 コスモス りんどう 菊 アマリリス バラ 朝顔

ひまわり

果物

みかん りんご 柿 栗 梨 いちじく ブドウ スイカ メロン 桃

びわ サクランボ イチゴ バナナ

野菜

トマト きゅうり キャベツ ニラ ほうれん草 白菜 ナス かぼちゃ

大根 ネギ タマネギ レタス タケノコ そら豆 枝豆 もやし

さつまいも 春菊 三つ葉 にんじん しいたけ しめじ えのき

魚

ブリ タイ サンマ アジ タラ キス うなぎ アユ カツオ ニシン

ヒラメ カワハギ フグ マグロ アイナメ サバ イワシ

鳥

ツバメ カッコウ フクロウ サギ チドリ シギ カモ ツグミ

カモメ 白鳥 ウグイス スズメ カラス ムクドリ キツツキ ウ
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虫

モンシロチョウ アゲハ トンボ コオロギ セミ カブトムシ クワガタ

ハチ アリ カマキリ スズムシ ダンゴムシ カナブン カミキリムシ

春の七草です。

せり なずな ごぎょう（ハハコグサ） はこべら（ハコベ）

ほとけのざ（タビラコ） すずな（カブラ） すずしろ（だいこん）

秋の七草です。

ききょう おばな（ススキ） はぎ ふじばかま くず おみなえし

なでしこ

陰暦１２ヶ月の異名です。

１月、２月････の別の呼び方、カレンダーなどにありますよね。ほら、師走

といえば･････、何月のこと？

１月 睦月 ２月 如月 ３月 弥生 ４月 卯月

５月 皐月 ６月 水無月 ７月 文月 ８月 葉月

９月 長月 １０月 神無月 １１月 霜月 １２月 師走

リーグJ
のチームを集めてみました。J1

コンサドーレ札幌 ベガルタ仙台 鹿島アントラーズ

浦和レッズ ジェフユナイテッド市原 柏レイソル

ＦＣ東京 東京ヴェルディ１９６９ 横浜Ｆ・マリノス

清水エスパルス ジュビロ磐田 名古屋グランパスエイト

京都パープルサンガ ガンバ大阪 ヴィッセル神戸

サンフレッチェ広島
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プロ野球チーム

プロ野球のチームです。

セントラル・リーグ

読売ジャイアンツ 阪神タイガース 横浜ベイスターズ

ヤクルトスワローズ 中日ドラゴンズ 広島東洋カープ

パシフィック・リーグ

大阪近鉄バファローズ 福岡ダイエーホークス 西武ライオンズ

千葉ロッテマリーンズ 日本ハムファイターズ

オリックスブルーウェーブ

応援しているチームがありましたか？

点字で登山！

視覚障害のある方の登山サークルもあるようです。知っている山はいくつあ

りますか。

富士山 北岳 筑波山 赤城山 朝日岳 谷川岳 鳥海山 岩手山 白根山

穂高岳 大台ケ原山 五竜岳 浅間山 恵那山 常念岳 八ヶ岳

鹿島槍ヶ岳 剣山 御岳 月山 八甲田山 磐梯山 安達太良山 槍ヶ岳

阿蘇山

点字で川下り

全国の有名な川を集めてみました。

石狩川 十勝川 網走川 阿武隈川 上川 高瀬川 北上川 信濃川

千曲川 黒部川 九頭竜川 庄川 相模川 荒川 江戸川 渡良瀬川

鬼怒川 久慈川 多摩川 富士川 大井川 天竜川 長良川 木曽川

木津川 宇治川 大和川 熊野川 紀ノ川 淀川 加古川 天神川

四万十川 吉野川 筑後川
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誕生石

あなたの誕生石はなんですか？

１月 ガーネット ２月 アメシスト ３月 さんご

４月 ダイヤモンド ５月 エメラルド ６月 真珠

７月 ルビー ８月 サードニックス ９月 サファイア

１０月 オパール １１月 トパーズ １２月 トルコ石

長寿の祝いの名称

昔は「人生 年」なんて言われた時代もありましたが、現在では、日本人50

の平均寿命が伸び、世界でも名だたる長寿国となりました。 年前に比べれ30

ば、百歳以上の長寿者はなんと 倍だそうですよ。百歳以上の長寿者を県別40

に見れば、 位・沖縄、 位・高知、 位・島根、 位・熊本、 位・鹿児島で1 2 3 4 5

す。 長寿の秘訣は 「好き嫌いをはっきりし、ストレスをためこまないこと。、

しかし、礼儀正しく節度を保つ。毎日を明るく、感情豊かに楽しむ 」ことだ。

そうです。

さて、長寿の祝いの名称をあげてみました。

６０歳 還暦のお祝い

７０歳 古希のお祝い

７７歳 喜寿のお祝い

８８歳 米寿のお祝い

９９歳 白寿のお祝い
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結婚記念日の名称

あなたは結婚して何年目？えっ？忘れちゃった？

結婚記念日の名称を集めてみました。 年、 年、いやいや 年、 年と10 20 40 50

婚姻関係を維持するには山あり谷あり、忍耐と努力、様々な危機を乗り越えて

人生をともに歩んでいくわけです。結婚記念日はお互いをみつめあう良いチャ

ンス、大事にしたいですね。

１年目 紙婚式 ２年目 藁婚式・綿婚式

３年目 草婚式 ５年目 木婚式

７年目 花婚式 １０年目 錫婚式

１２年目 革婚式 １５年目 水晶婚式・銅婚式

２０年目 陶磁婚式・陶器婚式 ２５年目 銀婚式

３０年目 象牙婚式・真珠婚式 ４０年目 緑玉婚式・ウール婚式

４５年目 絹婚式・ルビー婚式 ５０年目 金婚式

７０年目 ダイヤモンド婚式

山手線めぐりJR
東京山手線の駅名を集めてみました。

大崎から出発して大崎まで戻ってこれるかな？

大崎 五反田 目黒 恵比寿 渋谷 原宿 代々木 新宿 新大久保

高田馬場 目白 池袋 大塚 巣鴨 駒込 田端 西日暮里 日暮里 鶯谷

上野 御徒町 秋葉原 神田 東京 有楽町 新橋 浜松町 田町 品川

大崎

大阪環状線めぐりJR
大阪環状線の駅名を集めてみました。

天王寺を出発してまた天王寺に帰ってきましょう。

天王寺 新今宮 今宮 芦原橋 大正 弁天町 西九条 野田 福島 大阪

天満 桜ノ宮 京橋 大阪城公園 玉造 鶴橋 桃谷 寺田町 天王寺
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東海道新幹線JR
東海道新幹線の駅名です。

東京 新横浜 小田原 熱海 三島 新富士 静岡 掛川 浜松 豊橋

三河安城 名古屋 岐阜羽島 米原 京都 新大阪

山陽新幹線JR
足をのばして博多まで。

新大阪 新神戸 西明石 姫路 相生 岡山 新倉敷 福山 新尾道 三原

東広島 広島 新岩国 徳山 小郡 厚狭 新下関 小倉 博多

山形新幹線JR
山形新幹線の駅名です。

東京 上野 大宮 宇都宮 郡山 福島 米沢 高畠 赤湯

かみのやま温泉 山形 天童 さくらんぼ東根 村山 大石田 新庄

東北新幹線JR
東北新幹線の駅名です。

東京 上野 大宮 小山 宇都宮 那須塩原 新白河 郡山 福島

白石蔵王 仙台 古川 くりこま高原 一ノ関 水沢江刺 北上 新花巻

盛岡

秋田新幹線JR
秋田新幹線の駅名です。

東京 上野 大宮 宇都宮 郡山 福島 仙台 古川 くりこま高原

一ノ関 水沢江刺 北上 新花巻 盛岡 雫石 田沢湖 角館 大曲 秋田
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上越新幹線JR
上越新幹線の駅名です。

東京 上野 大宮 熊谷 高崎 上毛高原 越後湯沢 ガーラ湯沢 浦佐

長岡 燕三条 新潟

長野新幹線JR
長野新幹線の駅名です。

東京 上野 大宮 熊谷 高崎 安中榛名 軽井沢 佐久平 上田 長野

点字でまわろう西国三十三カ所巡り

観音菩薩は大慈大悲の菩薩として古くから多くの人々の信仰を集め、一般庶

民に観音霊場巡礼の風習が次第に広まり、約１０００年程前に、花山法皇が、

万民救済を唱えて西国三十三観音霊場をほぼ今の形に整えられたそうです。

さあ 「西国三十三ヶ所」を点字で巡ってみましょう。知っているお寺があ、

るかな？

第一番 青岸渡寺（那智山寺） 第二番 護國院（紀三井寺）

第三番 粉河寺 第四番 施福寺（巻尾山）

第五番 葛井寺 第六番 南法華寺（壺阪寺）

第七番 龍蓋寺（岡寺） 第八番 長谷寺

第九番 興福寺（南円堂） 第十番 三室戸寺

第十一番 醍醐寺（上醍醐） 第十二番 正法寺（岩間寺）

第十三番 石山寺 第十四番 園城寺（三井寺）

第十五番 観音寺（今熊野） 第十六番 清水寺

第十七番 六波羅蜜寺 第十八番 頂法寺（六角堂）

第十九番 行願寺（革堂） 第二十番 善峯寺

第二十一番 穴太寺 第二十二番 総持寺

第二十三番 勝尾寺 第二十四番 中山寺

第二十五番 清水寺 第二十六番 一乗寺

第二十七番 圓教寺 第二十八番 成相寺
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第二十九番 松尾寺 第三十 番 宝厳寺（竹生島）

第三十一番 長命寺 第三十二番 観音正寺

第三十三番 華厳寺

点字でまわろう四国八十八ヶ所霊場巡り

四国八十八ヶ所札所は、開祖弘法大師が大自然にわけいって御身一人で厳し

い修行を重ね、万人を救う世界を開いた所です。現代の四国八十八ヶ所巡拝の

旅は、弘法大師の功徳をしのび、大師の修行の道をたどりながら、心の修行を

重ね、これからの人生をじっくりと考える事の出来る旅ともいえるでしょう。

霊山寺 極楽寺 金泉寺 大日寺 地蔵寺1 2 3 4 5

安楽寺 十楽寺 熊谷寺 法輪寺 切幡寺6 7 8 9 10

藤井寺 焼山寺 大日寺 常楽寺 国分寺11 12 13 14 15

観音寺 井戸寺 恩山寺 立江寺 鶴林寺16 17 18 19 20

太龍寺 平等寺 薬王寺 御崎寺 津照寺21 22 23 24 25

金剛頂寺 神峯寺 大日寺 土佐国分寺 善楽寺26 27 28 29 30

竹林寺 禅師峰寺 雪蹊寺 種間寺 清滝寺31 32 33 34 35

青龍寺 岩本寺 金剛福寺 延光寺 観自在寺36 37 38 39 40

龍光寺 仏木寺 明石寺 大宝寺 岩屋寺41 42 43 44 45

浄瑠璃寺 八坂寺 西林寺 浄土寺 繁多寺46 47 48 49 50

石手寺 太山寺 円明寺 延命寺 南光寺51 52 53 54 55

泰山寺 栄福寺 仙遊寺 国分寺 横峰寺56 57 58 59 60

香園寺 宝寿寺 吉祥寺 前神寺 三角寺61 62 63 64 65

雲辺寺 大興寺（小松尾寺） 神恵寺 観音寺66 67 68 69

本山寺 弥谷寺 曼陀羅寺 出釈迦寺 甲山寺70 71 72 73 74

善通寺 金蔵寺 道隆寺 郷照寺 天皇寺75 76 77 78 79

国分寺 白峰寺 根香寺 一宮寺 屋島寺80 81 82 83 84

八栗寺 志度寺 長尾寺 大窪寺85 86 87 88
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点字で巡ろう、日本の温泉

各地の代表的な温泉をあげてみました。温泉にはいろいろな効能があります

が、やはり何と言っても心身ともにリフレッシュできることがいいですよね。

お気に入りの温泉はありますか。

北海道

定山渓温泉 ニセコ温泉郷 洞爺湖温泉 登別温泉 コタン温泉

東北

蔵王温泉 上山温泉 大沢温泉 湯ノ倉温泉 温湯温泉（ぬるゆ）

猪苗代温泉 乳頭温泉郷

北関東

谷川温泉 猿ヶ京温泉 老神温泉 四万温泉 草津温泉 万座温泉

伊香保温泉 赤城温泉 福渡温泉 弁天温泉 那須湯本温泉 鬼怒川温泉

川俣温泉 日光湯元温泉 五浦温泉（いづら）

東京周辺

奥秩父温泉郷 千倉温泉 白浜温泉 大島温泉 西丹沢中川温泉

箱根湯本温泉 箱根堂ヶ島温泉 姥子温泉（うばこ） 小涌谷温泉

仙石原温泉 芦ノ湖温泉

伊豆・東海

熱海温泉 伊東温泉 熱川温泉 稲取温泉 下田温泉 下賀茂温泉

河津七滝温泉（かわづななだる） 大滝温泉（おおだる） 湯ケ島温泉

修善寺温泉 伊豆長岡温泉 堂ヶ島温泉 土肥温泉（とい） 寸又峡温泉

吉良温泉 三谷温泉（みや）
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甲信越・飛騨

真木温泉（まぎ） 川浦温泉 石和温泉郷 西山温泉 蓼科温泉

昼神温泉 美ヶ原温泉 乗鞍高原温泉 白骨温泉

馬羅尾天狗岩温泉（ばらお） 白馬八方温泉 大町温泉 浅間温泉

鹿教湯温泉（かけゆ） 田沢温泉 戸倉上山田温泉 石楠花温泉

あずまや温泉 七味温泉 地獄谷温泉 湯田中温泉 湯滝温泉

野沢温泉 湯の沢温泉 大湯温泉 越後湯沢温泉 月岡温泉 下呂温泉

新穂高温泉 濁河温泉（にごりご） 新平湯温泉 平湯温泉

北陸

山代温泉 粟津温泉 山中温泉 能登輪島温泉 和倉温泉 芦原温泉

九頭竜温泉 宇奈月温泉 黒薙温泉（くろなぎ） 名剣温泉 小川温泉

南紀・近畿

白浜温泉 勝浦温泉 渡瀬温泉 龍神温泉 湯の峰温泉 川湯温泉

霧生温泉 赤目温泉 榊原温泉 湯の山温泉 十津川温泉 鞍馬温泉

有馬温泉 洲本温泉 城崎温泉 湯村温泉 神鍋温泉

中国・四国

湯原温泉 浜村温泉 三朝温泉 東郷温泉 玉造温泉 湯田温泉

祖谷温泉（いや） 鳴門温泉 道後温泉

九州

島原温泉 小浜温泉 嬉野温泉 別府温泉 鉄輪温泉（かんなわ）

湯布院温泉 天ヶ瀬温泉 黒川温泉 えびの高原温泉 霧島温泉

指宿温泉 古里温泉（ふるさと）
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歴代横綱一覧

相撲の歴史は、はるか遠く神話の時代までさかのぼることができます。日本
の国技、相撲。歴代の横綱をあげてみました。どの時代から知っている横綱の
名前が出てきますか。

初代 明石志賀之助 あかし しがのすけ

代 綾川五郎次 あやがわ ごろうじ2

代 丸山権太衛門 まるやま ごんだざえもん3

代 谷風梶之助 たにかぜ かじのすけ4

代 小野川喜三郎 おのがわ きさぶろう5

代 阿武松緑之助 おうのまつ みどりのすけ6

代 稲妻雷五郎 いなづま らいごろう7

代 不知火諾右衛門 しらぬい だくえもん8

代 秀之山雷五郎 ひでのやま らいごろう9

代 雲龍久吉 うんりゅう ひさきち10

代 不知火光右衛門 しらぬい こうえもん11

代 陣幕久五郎 じんまく きゅうごろう12

代 鬼面山谷五郎 きめんざん たにごろう13

代 境川浪右衛門 さかいがわ なみえもん14

代 梅ケ谷藤太郎 うめがたに とうたろう15

代 西ノ海嘉次郎 にしのうみ かじろう16

代 小錦八十吉 こにしき やそきち17

代 大砲万右衛門 おおづつ まんえもん18

代 常陸山谷右衛門 ひたちやま たにえもん19

代 梅ケ谷藤太郎 うめがたに とうたろう20

代 若島権四郎 わかしま ごんしろう21

代 太刀山峰右衛門 たちやま みねえもん22

代 大木戸森右衛門 おおきど もりえもん23

代 鳳谷五郎 おおとり たにごろう24

代 西ノ海嘉治郎 にしのうみ かじろう25

代 大錦卯一郎 おおにしき ういちろう26

代 栃木山守也 とちぎやま もりや27

代 大錦大五朗 おおにしき だいごろう28

代 宮城山福松 みやぎやま ふくまつ29

代 西ノ海嘉治郎 にしのうみ かじろう30

代 常ノ花寛一 つねのはな かんいち31
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代 玉錦三右衛門 たまにしき さんえもん32

代 武蔵山武 むさしやま たけし33

代 男女ノ川登三 みなのがわ とうぞう34

代 双葉山定次 ふたばやま さだじ35

代 羽黒山政司 はぐろやま まさじ36

代 安藝ノ海節男 あきのうみ せつお37

代 照國万蔵 てるくに まんぞう38

代 前田山英五郎 まえだやま えいごろう39

代 東富士欽壱 あずまふじ きんいち40

代 千代の山雅信 ちよのやま まさのぶ41

代 鏡里喜代治 かがみさと きよじ42

代 吉葉山潤之輔 よしばやま じゅんのすけ43

代 栃錦清隆 とちにしき きよたか44

代 若乃花幹士(初代) わかのはな かんじ45

代 朝潮太郎 あさしお たろう46

代 柏戸剛 かしわど つよし47

代 大鵬幸喜 たいほう こうき48

代 栃ノ海晃嘉 とちのうみ てるよし49

代 佐田の山普松 さだのやま しんまつ50

代 玉の海正洋 たまのうみ まさひろ51

代 北の富士勝昭 きたのふじ かつあき52

代 琴櫻傑将 ことざくら まさかつ53

代 輪島大士 わじま ひろし54

代 北の湖敏満 きたのうみ としみつ55

代 若乃花幹士( 代) わかのはな かんじ56 2

代 三重ノ海剛司 みえのうみ つよし57

代 千代の富士貢 ちよのふじ みつぐ58

代 隆の里俊英 たかのさと としひで59

代 双羽黒光司 ふたはぐろ こうじ60

代 北勝海信芳 ほくとうみ のぶよし61

代 大乃国康 おおのくに やすし62

代 旭富士正也 あさひふじ せいや63

代 曙太郎 あけぼの たろう64

代 貴乃花光司 たかのはな こうじ65

代 若乃花勝 わかのはな まさる66

代 武蔵丸光洋 むさしまる こうよう67
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なぞなぞ

http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ohgai「なぞなぞの館」より

さあ 「なぞなぞ」です。真剣に考えると、かえって分からなくなってしま、

うかも！！リラックスして考えてね。

問題文を読みます。自分の考えてた答えと合っていたか確かめてください。

壁に体をくっつけている落ち込んで元気がない物なーに？1.

がく

ちょっと緊張して恋の告白する植物なーに？2.

すすき（すっ好き）

ホテルの従業員食堂でご飯を４杯食べている人の仕事なーに？3.

しはいにん

人に出会うと通り道をあけてくれるヘビなーに？4.

どくへび

甘くて美味しいけれど歯がちょっと痛くなる食べ物なーに？5.

いたチョコ

部屋の中にいるのが好きで外に出ない虫なーに？6.

でんでんむし

新聞紙に包まれて届けられたお寿司なーに？7.

チラシ

口の中で働く小さい子どもなーに？8.

ようじ

たくさん毛が生えていたのにホクロを 個つけたら抜けちゃうのなーに？9. 2

はけ（はげ）

国連が地球の日を制定しました。ズバリいつ？10.

明日（アース：地球）

桑田選手が国会議員になりました。所属はコンペイ党。さて、桑田先生の11.

肩書きは？

党首（投手）

肺・心臓・膵臓・肝臓 ガソリンを分解する能力のあるものはいくつある？12. 、

一つもない 内臓（ナイゾー）
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回文

上から読んでも下から読んでも同じ言葉になるのが「回文」です。読んでみ

ましょう！

トマト

たけやぶやけた

しんぶんし

私負けましたわ

色白い

泣くな泣くな

食いに行く

慣用句を集めました！！

慣用句というのは、二語以上が結合したり、呼応して、その一続きが全体と

して、ある固定した意味を表すものです。言いならわされた言葉です。

からだに関するもの

＜目＞

目が肥える 目が高い

目がない 目から鼻へ抜ける

目と鼻の先 目に余る

目に入れても痛くない 目に角を立てる

目もくれない 目を疑う

目を奪われる 目を皿にする

目をつぶる 目を光らす

長い目で見る

＜耳＞

耳が痛い 耳打ち

耳が早い 耳にたこができる

耳を貸す 耳をすます

耳をそろえる 小耳にはさむ
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＜口＞

口が重い 口がかるい

口が堅い 口がすっぱくなる

口がすべる 口から先に生まれる

口車に乗る 口を切る

口を割る

＜足＞

足がつく 足がでる

足が棒になる 足を洗う

足を奪われる 足を伸ばす

足を引っ張る あげ足をとる

＜鼻＞

鼻が高い 鼻つまみ

鼻であしらう 鼻で笑う

鼻にかける 鼻につく

鼻持ちならない 鼻をあかす

鼻をつきあわせる

＜手＞

手があく 手ぐすねをひく

手に汗をにぎる 手に余る

手に乗る 手も足もでない

手をあげる 手を打つ

手を貸す 手を切る

手をこまねく 手を通す

手をやく

＜その他＞

あごで使う 腕が鳴る

顔が立つ 顔が広い

顔に泥をぬる 肩を持つ

肝をつぶす 腰が低い

舌をまく 歯がたたない

腹を割る 一肌脱ぐ

腑に落ちない へそを曲げる
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からだ以外の慣用句

味をしめる 油を売る

泡を食う 板につく

うり二つ 襟を正す

折り紙をつける おひれをつける

かぶとを脱ぐ 烏の行水

狐につままれる 軍配が上がる

さじを投げる すずめの涙

図に乗る たかをくくる

棚に上げる 虎の子

猫の額 荷が重い

水に流す メスを入れる

渡りに船

ことわざクイズ！！

さあ、なんということわざでしょう。

ことわざの意味を聞いて、そのことわざを考えながら点字を読みます。これ

も推測読みができます。

ことわざをカードにしておいて、カルタのようにしても面白いと思います。

１．少しの餌で大きな獲物を得ること。わずかのもとでで大きな利益を得るこ

と。

えびで鯛を釣る

２．たいへん用心深いこと。

石橋をたたいて渡る

３．つまらないものでもないよりはましであること。

枯れ木も山のにぎわい

４．指図する人が多すぎて、仕事がはかどらないこと。

船頭多くして船山へ登る

５．人の好みはいろいろで一概には言えないこと。

蓼食う虫も好きずき

６．他人のものを利用して、自分の目的を果たすこと。
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人の褌で相撲をとる

７．思うように届かず、もどかしいこと。直接効果のないこと。

二階から目薬

８．労力のみで効果のないこと。

焼け石に水

９．人を連れ戻しに行った者が目的を果たせず、逆にそのまま戻って来ないこ

と。

ミイラ取りがミイラになる

１０．幸運は焦らずに待つのがよい。

果報は寝て待て

１１．無慈悲な人でも時には優しくなること。

鬼の目にも涙

１２．知り尽くしている人に不必要なことを説くこと。

釈迦に説法

１３．まだ確かでないことに期待をかけて計画すること。

捕らぬ狸の皮算用

１４．どんな価値のあるものでも、分らない人にはなんの値打ちもないこと。

猫に小判

１５．実力のある者はむやみにそれをあらわさないこと。

能ある鷹は爪をかくす

１６．あまり踏みつけにすると、おとなしい人でも怒ること。

仏の顔も三度

１７．当事者よりも局外者の方が物の是非・得失がよくわかること。

傍目八目

１８．思いがけない幸運に巡り合うこと。

棚からぼた餅

１９．頭で学ぶより、まず体験が大切。

習うより慣れろ

２０．中途半端で役に立たないこと。

帯に短したすきに長し

２１．初め心配したことも、実行してみると案外たやすくできること。

案ずるより生むが易し

２２．言ってしまえばそれまでで、言わぬ方が花も実もあること。

言わぬが花

２３．相手の出方しだいで、こちらにも応じ方があること。

魚心あれば水心
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． 、 、 。２４ いとしい子のためには 甘やかすより旅に出し 苦労をさせた方がよい

かわいい子には旅させよ

２５．好きだと熱心になり、また、熱心なのでより上達すること。

好きこそ物の上手なれ

点字で早口ことば

アナウンサーや演劇をする人たちは、早口ことばで滑舌の練習をするそうで

す。

まず 点字で読んでみましょう その後 息継ぎなしで３回繰り返せるかな？、 。 、

挑戦してみてください。

バス、ガス爆発

生麦生米生卵

東京特許許可局

竹垣に竹立てかけた

隣の客はよく柿食う客だ

青巻紙赤巻紙黄巻紙

お綾や、母親におあやまりなさい

坊主が屏風に上手に坊主の絵を書いた

高速増殖炉もんじゅ

赤液キャベ、青液キャベ、黄液キャベ

あやしい いやしい 羨ましい 優しい 悔しい いやらしい

アラブゲリラに都市ゲリラ 魔法の呪文はアラブカタブラ

新設 診察室 視察

除雪車除雪作業中

放射線照射装置照射責任者

親ゴルバチョフ子ゴルバチョフ孫ゴルバチョフ

新進シャンソン歌手総出演新春シャンソンショー
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駄洒落で笑っちゃおう

http://www.milki.to/^brian/index.html駄洒落辞典より
駄洒落です。言葉の面白さを味わって下さい。その意味が分かると 「なん、

や、しょうもな！！」と思うのですが、なぜかはまってしまい、そこから抜け
出せない、そんな世界です。

赤はあかん白にしろ
商売は飽きない

アサリを買いあさり

アヒルが言った「あ、昼だ」

アルミ缶のうえにあるみかん

飯田さんは言い出さん

委員会に行かなくていいんかい？

胃炎だなんて人には言えん

宇多田の歌はいいうただ

梅はうめー

演歌うたってもらえんか

江戸はええど

押さないで下さい、幼い子がいます。

女いっぱいおんなあー

カッター買ったら儲かったー

かねがね金がねえ

カレーは辛え

缶を捨てたらあかん

天気予報はずれた、ち気象ー

きりたんぽは、もう飽きた

教会行くの今日かい？

空気を食う気？

下駄が脱げた

こんにゃく、今夜食う？

サボテンの世話、さぼってんねん

鮫の泳ぎはジョーズだ

猿が去る

シカを叱る

四天王、なにしてんのう

砂遊びすな！

洗脳してはいけませんのう
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象だぞう

そごうへ急ごう

出すとゴミ

チアガールが立ちあがーる

この椅子、中国製だよ！すわっチャイナ

この杖ステッキー！

テラスを照らす

電話にでんわ

ドイツが同一って言ったのどいつだ

内科はないか

内蔵がないぞー

内容は無いよー

中洲で泣かす

名古屋のおなごや

七日なのか

忍者は全部で何人じゃ？

根室で眠ろ

ばあちゃんが池に落ちた「ばっちゃーん」

冷やし中華は冷やし中か？

仏陀がぶった

房総で暴走

ぼちぼち墓参りに行くか

麻雀もまーまーじゃん

マスカラしてますから・・・

みたらし団子を見たらしい

サイダーいくつ買ったの？みっつや

虫を無視

面会はやめんかい

メジャーで測るのはだめじゃー

今日は雪でスノウ

火傷をしたんやけど

妖怪が言った「何か用かい？」

養子が気合いをいれたよ。ようし！

予算化はよさんか

予想はよそう

ワイヤー使ったのわいや
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サラ川で笑っちゃおう

「平成サラリーマン川柳傑作選二匹目」より
一般から川柳を募集して傑作集を本にしたのが 「平成サラリーマン川柳 。、 」

その時代を反映した川柳が多く、思わず、納得してしまうものばかりです。シ
リーズで何冊か出ていますので、是非、読んでみてください。

無理させて無理をしないでと課長言い

合理化の標語作りで又会議

酔うと出る俺が出世をしない理由（わけ）

晩酌に毎日通う販売機

まだ寝てる帰ってみればもう寝てる

熱い鉄強く打ったらすぐにやめ

社宅では犬も肩書き外せない

自分より駄目なのもいて良い職場

からだより態度で示せ太っ腹

かわいい子旅をさせたが帰らない

一人だけ笑わぬ部下がいる不安

帰っても窓の近くにすわるクセ

恋女房何時か知らずに肥え女房

会議中うなずく者ほど理解せず

常識も世代違えば非常識

マイホーム建てて薄らぐ対話の灯

父帰宅一人一人と居間を去り

辿り着く家にもいます管理職

給料は銀行からかと子供聞き

子犬飼い育児の失敗やりなおす

子をぶつないまにその子になぐられる

芸出せど本音は出すな酒の席

社宅でも夫の地位が妻の地位

肩書きがとれてもローンが肩にのり

塾通い父より遅い晩ごはん

片腕と自慢の部下が今上司

やれ抜くな白髪も毛のうち数のうち

単身で生きてる証拠ベル二回

単身が解けて我が家の居候

トイレでのあの一言で左遷され

年ごとに病気話題の同窓会
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妻が来て寝たふりをする熱帯夜

人格と昇格は別の見本あり

カップめんすする彼女の服シャネル

我が子より目と目で話せる犬のポチ

夫よりペットの健康気にかかる

単身の亭主の席に今息子

「早く寝ろ」週末だけの子のしつけ

墓地抽選あの世も無理か一戸建

忘年会もうだまされんぞ無礼講

妻はもう老後は一人と計画し

墓だけは別にしてネと妻がいい

ここだけの話が社内を駆け巡る

ああこわい女同士の目の会話

運動会ビリでもビデオじゃ一等賞

結論をみんな知ってる会議前

会議後の一杯飲屋が本会議

川の字が夕べと違うと子がすねる

「お勘定」とたんにつぶれるセコい奴

えらべない上司も部下もお互いに

親族を何人死なす遊び人

転職誌読めば我が社も悪くない

愚痴小言上司が言えばアドバイス

我が不満十七文字におさまらず

叱られるうちが花だと叱られる

転勤と社内恋愛紙一重

ごみ袋持ってカバンを置き忘れ

立ち食いの汁をこぼして高くつき

社内恋愛離れて座る宴会席

昇進をあきらめた時から物が言え

決裁は上司の機嫌のスキをつき

上役の気分でおきる火砕流

ストレスがうようよしてる縄のれん

追い抜いて振り向き損の脚美人

宝くじ買えてもしぶる義援金

九連休暑苦しいと掃き出され

上司より大きなハンコそっと押し
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ハンコさえあればいなくてすむ上司

あら不思議風邪で休んで小麦色

転勤で写真張り替えアデランス

来て嬉し帰ってほっと孫の顔

指輪待つ左手いつかしわだらけ

そっくりと言われて娘しょげかえる

逆らわず可も不可もなく役もなし

過労死を企業戦士ともちあげる

早帰り今日は泊まりと子に聞かれ

新人に会うとこちらが頭下げ

やりもせぬ仕事持ち帰る安心感

安息の場所は休日出勤なり

おじさんも言ってみたいよ辞めてやる

趣味欄にバイトと書いたニュー社員

子に踏まれ妻に跨れゴロ寝族

甘かった円満退社と玉の輿

純愛も家・土地・金には歯が立たず

おじいちゃん長生きしてネ墓地がない

マイホーム二番電車はもう遅刻

栄転のバンザイ浴びて一人旅

妊娠を気づいてもらえぬ肥満体

出産日聞かれるけれどこれ自腹

名刺見て腰が反ったり曲がったり

当たりたい宝くじより男運

仕事よりゴルフに便利なマイホーム

無気力をまるくなったと人はいい

キーボード上手い奴ほど字を知らず

一生の不作を夫婦認め合い

DK秋深し子供が気になる２

一戸建て隣家の声に返事をし

社宅ほど家具が入らぬマイホーム

簡素化を言われる程に書類増え

二枚舌ないからいつも固い椅子

窓際も慶弔費だけは部長なみ

入社から掛けすてだけの慶弔費

謙遜がマジにとられて左遷され
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とんびの子鷹になれよと塾通い

金かかる中途半端な子の頭

君に向く役職だよと子会社へ

名は出向片道切符で見限られ

不登校親もまねたい朝がある

休めよと言って上司が書類おき

無理するな言ったその目が無理をさせ

捨て石になってそのまま過去の人

今の世は闇取引も真っ昼間

虫ついて職場の花が枯れ始め

職場の花十年たてばドライフラワー

栄転を疑いたくなる遠隔地

呼び戻す筈の上司も支社勤め

定職をもたぬ息子が３ナンバー

孫までが親のかじった脛しゃぶり

不得意な相手がいるのに得意先

退職し人の心が見えはじめ

現役の序列が残る 会OB

田舎から土地送れぬか宅急便

終電車座ったばかりに乗り過ごし

定年の亭主達者でお留守番

退職金もらったその夜妻が消え

共稼ぎ釣ったさかなにえさもらい

スーパーで部下の姿に逃げ隠れ

へそくりを不正融資と妻がいい

口車人に乗せられ火の車

あなただけ配ったチョコが二十枚

義理チョコも「無いの？」と妻にバカにされ

衣替えするたびごとにサイズ変え

恥じらいの減った分だけ肉がつき

天高く馬も目をむく古女房

もう吸わない強い決意と弱い意志

いつかえる北方領土と我が亭主

朝帰り女房実家へ朝帰り

お互いに悪いところはあなたの子

エステ行きスリムになるのはサイフだけ
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「混浴」と読んだとたんにメガネかけ

気になる娘我が娘より年が下

ぼけ封じ掃除洗濯親頼み

好きなだけ休める今は職がない

終案ねった結果が当初案

午前様三日つづいて犬と寝る

キレる男キレてる男とは大違い

出張日女房手を振る眼が笑う

裁量でやれと言いつつ耳を立て

流行語子供に確認明日使い

新人に遊びと歌を教えられ

ベジタブル食べても象は象になり

食べながらやせる話に花が咲く

単身赴任やっと自分の部屋が持て

定年になって女房の価値を知り

定年でやっと家族の仲間入り

起きぬ妻自分勝手に低血圧

角かくしお腹かくして我が娘嫁く

見てないと言いはる人の判があり

なぜ怒るたかがパンツの裏返し

行き先と土産が合わぬ旅帰り

妻子いて単身赴任と変わりなし

さからう子嫌な姑に顔が似て

「早いね」と声かけられる朝帰り

親を見てこんなもんだと言う子供

大画面こっそり見れぬ裏ビデオ

ひげ堂々アタッシュケースのマンガ本

時にはと早く帰ればいやな顔

いるとじゃまいないとおそいと妻がいう

複数のダンナが欲しい給料日

厚化粧顔と首とが別の人

七五三妻の化粧に子はおびえ

妻出張夫実家へ里帰り

理屈ならいろいろ知ってるダイエット

共稼ぎ女房が先に昇進し

家の味ファーストフードと同じ味
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みんなの歌

幼い時に歌ったなつかしい歌。誰もが 度は聞いた事のある馴染みのある1

歌です。口ずさんでみましょう。

春の小川

文部省唱歌

春の小川は 春の小川は

サラサラいくよ サラサラいくよ

岸のすみれや えびや めだかや

れんげの花に こぶなのむれに

すがたやさしく きょうもいちにち

いろうつくしく ひなたでおよぎ

さけよ さけよと あそべ あそべと

ささやきながら ささやきながら

おぼろ月夜

文部省唱歌

菜の花ばたけに 入日うすれ

見わたす山のは かすみふかし

春風そよ吹く 空を見れば

夕月かかりて においあわし

さとわのほかげも 森の色も

田中の小道を たどる人も

かわずのなく音（ね）も 鐘の音（おと）も

さながらかすめる おぼろ月夜
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こいのぼり

文部省唱歌

いらかの波と くもの波

かさなる波の なかぞらを

たちばなかおる 朝かぜに

高くおよぐや こいのぼり

ももせのたきを のぼりなば

たちまちりゅうに なりぬべし

わがみに によや おの子ごと

空におどるや こいのぼり

夏はきぬ

佐々木信綱 作詞

うの花の におうかきねに さつきやみ ほたるとびかい

ほととぎす はやもきなきて くいななき うの花さきて

しのびねもらす 夏はきぬ さなえうえわたす 夏はきぬ

われは海の子

文部省唱歌

われは海の子 白波の

さわぐ いそべの 松原に

けむり たなびく とまやこそ

わが なつかしき すみかなれ

生まれてしおに ゆあみして

波を子守の 歌ときき

千里 寄せくる 海の気を

すいて わらべと なりにけり
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ふるさと

文部省唱歌

うさぎ おいし かの山

小ぶな つりし かの川

夢は 今も めぐりて

わすれがたき ふるさと

いかにいます 父 母

つつがなしや 友がき

雨に 風に つけても

思い いずる ふるさと

こころざしを はたして

いつの 日にか 帰らん

山は 青き ふるさと

水は 清き ふるさと

ゆき

文部省唱歌

ゆきや こんこ ゆきや こんこ

あられや こんこ あられや こんこ

ふっては ふっては ふっても ふっても

ずんずん つもる まだふり やまぬ

やまも のはらも いぬは よろこび

わたぼうし かぶり にわかけまわり

かれき のこらず ねこは こたつで

はなが さく まるくなる
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汽車

文部省唱歌

いまは山中 いまは浜

いまは鉄橋 わたるぞと

おもうまもなく トンネルの

やみをとおって ひろ野原

遠くに見える 村のやね

近くに見える 町ののき

森や林や 田やはたけ

あとへあとへと とんでいく

まわりどうろうの えのように

かわるけしきの おもしろさ

見とれてそれと 知らぬまに

はやくもすぎる いく十里

村のかじや

文部省唱歌

しばしも 休まず

つちうつ ひびき

とびちる 火花よ はしる湯玉

ふいごの風さえ

いきをも つかず

しごとに せい出す

村の かじや

あるじは 名高い

働きものよ

早起き早寝の やまいしらず

ながねん きたえた

じまんの うでで

打ち出す すきくわ

こころ こもる
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もみじ

文部省唱歌

秋の夕日に 照る山もみじ 谷の流れに ちりうくもみじ

こいもうすいも 数ある中に 波にゆられて はなれて 寄って

松をいろどる かえでやつたは 赤やきいろの いろさまざまに

山のふもとの すそもよう 水の上にも おるにしき

ゆりかごの歌

北原白秋 作詞

ゆりかごの うたを

かなりやが うたうよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

ゆりかごの うえに

びわのみが ゆれるよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

ゆりかごの つなを

木ねずみが ゆするよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

ゆりかごの ゆめに

きいろい月が かかるよ

ねんねこ ねんねこ ねんねこよ

赤とんぼ

三木露風 作詞 山田耕筰 作曲

ゆうやけ こやけの 赤とんぼ

おわれて 見たのは いつの日か

山の畑の 桑の実を

こかごに つんだは まぼろしか

ゆうやけ こやけの 赤とんぼ

とまって いるよ さおの先
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食事メニューで点字を覚えよう！

◇レベル１（清音のみ）

（和食編）みそしる たくわん さわらのしおやき おくらのからしあえ

（洋食編）カレーライス ハヤシライス オムライス チキンライス

（中華編）かにたま にらたま れたすのかににくあんかけ

◇レベル２（濁音）

（和食編）ごはん ぞうに ちくぜんに そばずし あじのたたき

かぶとあぶらあげのにもの だいこんのさらだ いんげんのごまあえ

さざえのつぼやき ごまどうふ うなぎどんぶり

（洋食編）ハンバーグ マカロニグラタン エンダイブのサラダ

（中華編）マーボードーフ バンバンジー

◇レベル３（半濁音）

（和食編）てんぷら きりたんぽ れんこんのきんぴら

（洋食編）コーンスープ プリン パン ポトフ ピーマンのソテー

（中華編）はっぽうさい ひきにくとたけのこのポロポロいため

ホタテとたけのこのピリからいため

◇レベル４（促音）

（和食編）てっかまき ミックスきんぴら はくさいのあったかに

（洋食編）ミックスフライ ピクニックランチ

（中華編）とりにくのナッツいため はっぽうさい

◇レベル５（拗音）

（和食編）きゅうりのすのもの いとこんにゃくのからみいため

ちゃわんむし

（洋食編） カレーシチュー マッシュルームソテー ロールキャベツ

クラムチャウダー ポタージュスープ

（中華編）チャーハン チャーシューめん しゅうまい
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◇レベル６（拗濁音・拗半濁音）

（和食編）かんぴょうまき あさりのからしじょうゆあえ にくじゃが

ぎゅうにくのたたき どじょうのからあげ

（洋食編）ブラマンジェ ジンジャークッキー

（中華編）ぎょうざ ジャージャーめん チンジャオロースー

◇レベル７（応用編）

（和食編）てんぷらていしょく しょうかどうべんとう

（洋食編）ビーフシチュー スパゲッティカルボナーラ

マッシュルームのフィットチーネ アスパラガスのレモンバターソース

ウィンナーソーセージとキャベツの煮込み ポタージュスープ

オイルサーディンのカナッペ

アスパラとモッツァレラのとりロールますたーどやき

さかさしりとり

（清音編）

しまうま→こけし→たこ→きた→きつつき→はねつき→

（濁音編）

ごりら→いちご→かけどけい→こだまずいか→びわこ→ぞんび

（半濁音編）

パリ→スーパー→スパイス→プロミス→スープ→スペース→ピアス

（促音編）

コップ→ラッコ→ばってら→

（拗音編）

きょじん→しょうきょ→さんこうしょ→
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点字でスポーツ！

（清音編）

テニス 水泳 アメフト マラソン

（濁音・半濁音編）

ピンポン バレーボール ラグビー

（促音編）

サッカー バスケット

（拗音編）

野球

野球に関係する言葉！！

（清音編）

イチロー 松井 高橋 アウト

（濁音編）

バット 長島 グローブ ボール

（促音編）

ノック ヒット ミット

（拗音編）

新庄 プロ野球 球審

点字で尻取り！

（清音編）

しりとり→しか→かさ→さら→ライト→トイレ→レタス→

（植物清音編）

アオキ→キク→クルミ→ミツマタ→タケノコ→コケ→ケヤキ→キンモクセイ

→イチリンソウ→ウノハナ→ナス→スイカ→カラマツ→ツタ→タイム→

ムラサキツユクサ

（植物濁音編）

アジサイ→イチジク→クマザサ→サクラ→ラベンダー→ダリア→アセビ→

ビワ→ワスレナグサ→サルスベリ→リンゴ→ゴヨウマツ→ツバキ
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迷路に挑戦！

迷路を５パターン作成してみました。

これは 「Ⅰ．中途失明者の点字触読、

指導マニュアル」のステップ１～ステッ

プ５に対応しています。各ステップで学

習した文字が迷路の途中に出てきます。

各ステップごとに迷路の点線を大・小

２種類の大きさで作成してありますので、

個々に合わせて使用してください。

さあ、うまく出口までたどり着くことができるかな？
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