
 

 

 

 

 

 

【質問】 いつもお世話になっております。「I sha’n’t be gone long. ― You come too.」の「―」書

き方について教えてください。 

 この「―」についての処理にいついて２つの意見がでてきました。 

まず、１つ目は 「―」を英語のダッシュ（③⑥③⑥）と考えて「I から too.」まで１つの外国語引用符で囲

む。 

  
２つ目は 「―」を日本語の棒線（②⑤②⑤）と考えて、Iから long. を外国語引用符で囲み、日本語の

棒線（②⑤②⑤）でつないで、You から too.を外国語引用符で囲む。 

 
ちなみに 

原文は以下のようになっています。 

 I sha’n’t be gone long. ― You come too.(川本の役では「そう長くはかからない。― 君もこない

か。」となっています)。 

 

 【回答】  

原文を見せていただくと、一人の人物の一続きの発言になっていますので、この場合は英文を全て

一つの外国語引用符で囲んで書くのがよいと思います。 

 引大Ｉ■ｓｈａ③ｎ③ｔ■～■ｌｏｎｇ．■③⑥③⑥大Ｙｏｕ■～■ｔｏｏ．引 

となります。ダッシュの前は一マスあけ、ダッシュの後ろは続けて大文字符を書きます。 

 
 

 ※ちなみに、sha’n’t 「’」は④の点のアクセント符（てびき４８ページ）ではなく、③の点のアポストロ

フィ（てびき１３６ページ）です。       

『点訳フォーラム』より 



『点訳フォーラム』より 

４．p136 １．英語 

【質問】日本語文中の外国語と引用文献の書き方についてお尋ねします。コロン、スラッシュの使い方で

す。 

ディアコニ（diakoni:swe/fin)は、牧師、墓地や建物の・・・ 

マクロ経済学的な教義である[Ferguson 2009：170] 

 

【回答】 

英語の記号のルールに従って下記のようになります。 

ディアコニ（引 diakoni②⑤の点■swe④⑤⑥ヤ fin引)は～ 

コロンは②⑤の点で後ろを一マスあけます。スラッシュは、「④⑤⑥ヤ」の記号で、前後のマスあけは原

文の通りとします。この場合はスペースがありませんので、続けて書きます。 

[Ferguson 2009：170] この場合、外の角括弧は日本語文中のカッコですので、日本語のカッコ類（第

１カッコ・第２カッコなど）を用い、前に続けて書きます。2009 と 170 の間のコロンは、上に説明しましたと

おり、②⑤の点を書き、後ろを一マスあけます。数字の間のコロンで、10:25（数あろーいら）などのよう

に時刻を表す場合は、続けて書きますが、この場合はそれに該当しません。 

 

ディアコニ（diakoni:swe/fin)は、牧師、墓地や建物の・・ 

 
マクロ経済学的な教義である[Ferguson 2009：170] 

 

 

  英国文芸翻訳センター（BCLT：British Centre for Literary Translation）を設立しています。 



【質問】 本文が終わって、参考資料があります。以下のように書かれていますが、出版年のあとの出版

社をカッコで囲んであるのですが、このカッコはてびき１０６ページ（１）注釈説明として前につなげてい

いのか、てびき１５２ページ２マスあけ（２）別の要素が羅列していると考え、カッコがあることによって、

別の要素との区切りがわかると考えて、一マスあけで処理するのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】  『点訳フォーラム』より 

ご質問の場合も、カッコは前の語の注釈的説明と考えて続けて書いてよいと思います。 

点訳フォーラムＱ＆Ａ第５章その１「6．二マスあけ (2)」の現在の 32.33.で類似の例を示していますが、

このように、書名、著者、発行年、出版社、出版年が、並記されている場合は、前の項目の説明と考えて

続けて書くことをお勧めしています。迷った場合は、点字でのカッコ類は原則として前に続くと考える

とよいと思います。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 書き方の形式 

その１ 本文の書き方 

32．p152 6．二マスあけ (2) 

参考文献は、原本によって書き方が異なり、マスあけに迷います。下記のような例はどう考えればよい

でしょうか。 

1．『広辞苑 第七版』新村出編／岩波書店 

2．『よみがえる大王墓 今城塚古墳（シリーズ「遺跡を学ぶ」077）』（森田克行著 新泉社） 

3．『『死者の書』の謎 ― 折口信夫とその時代』（鈴木貞美著 作品社） 

4．『対話古典シリーズ 万葉集下』（桜井満訳注 旺文社） 

5．川和二十六、富田商太（画）『戦国時代 100のウソ』鉄人社 

6．篠田達明『戦国武将の死生観』新潮社 

 

【Ａ】 

参考文献の場合、書名（文献名）、著者（筆者）、出版社（発行元）、発行年などは、「書き流しで異なった

要素が羅列されている」場合に相当しますので、「てびき」p152 （2）①に従い、各要素の間は二マス

あけになります。 

ただ、書名などがカギ類で囲まれている場合は、記号によって判断が付きますので一マスあけでもよ

いとしています。 

要素の間にスラッシュがある場合は、スラッシュを省略して二マスあけにします。また、書名の後に、著者

名、発行所名などがカッコで囲まれている場合は、前の書名等の注釈的説明と考え、前に続けて書きま

す。 

これらのことを考慮して判断すると以下のようになります。 

１．『広辞苑■第七版』■■新村■出■編■■岩波■書店 

２．『よみがえる■大王墓■■今城塚■古墳（シリーズ■「遺跡を■学ぶ」■077）』（森田■克行■著

■■新泉社） 

３．『『死者の■書』の■謎■―■折口■信夫と■その■時代』（鈴木■貞美■著■■作品社） 

４．『対話■古典■シリーズ■■万葉集■下』（桜井■満■訳注■■旺文社） 

５．川和■二十六、■富田■商太（画）■■『戦国時代■100 の■ウソ』■■鉄人社 

６．篠田■達明■■『戦国■武将の■死生観』■■新潮社 

 

なお、１．５．６．の『～』の前後は一マスあけでもよい例になります。 

１．２．４．の第七版、０７７、下などの版次やシリーズ番号などは、標題紙などでは二マスあけの場合もあり

ますが、このように書き流しで羅列してある場合は、誤解の心配がなければ一マスあけでよいと思い

ます。 

『～』の中の『～』は、この場合は第２カギになります。 

 

『点訳フォーラム』より 

 

 

 

 



33．p152 ６．二マスあけ 

前のＱ＆Ａに追加の質問です。 

１.『今城塚と三島古墳群―摂津・淀川北岸の真の継体陵（日本の遺跡７)』 

２．『別冊太陽 楽しい古墳案内（太陽の地図帖２３)』 

３．「高槻市立今城塚古代歴史館 常設展示図録（改訂版)」 

４．『てくてく歩きⅡ 南紀 熊野 伊勢』 

 

上記の１．～３．のカッコの前は続けていいでしょうか。以前の回答は、 

『よみがえる大王墓 今城塚古墳（シリーズ「遺跡を学ぶ」077） 

『よみがえる■大王墓■■今城塚■古墳(シリーズ■「遺跡を■学ぶ」■077』でした。 

４．は、地名の間は一マスでもいいでしょうか。 

 

【Ａ】 

参考文献として本文の中にカギ類で囲まれて出てくるときや、大きな見出しの終わりや巻末などに多

くの文献が列挙されているときの書き方についてのご質問と思います。 

そのような場合、書名の後に、著者名、発行所名などがカッコで囲まれて書かれているときは、前の書

名等の注釈的説明と考え、前に続けて書くのがよいと思います。 

ただ、（改訂版）（新版）（上）（下）などの版次は、版次という異なる要素が書名に含まれると考えて、３．

の（改訂版）の前は一マスあけたほうがよいと思います。 

１．２．のカッコは前に続けて書きます。 

１.『今城塚と■三島■古墳群■－－■摂津・■淀川■北岸の■真の■継体陵（日本の■遺跡■■７)』 

２．『別冊■太陽■■楽しい■古墳■案内（太陽の■地図帖■■２３)』 

３．「高槻■市立■今城塚■古代■歴史館■■常設■展示■図録■（改訂版)」 

なお、標題紙や奥付に書く場合は、そのルールに従って書きます。 

 

４．は、『てくてく■歩き■Ⅱ■■南紀■熊野■伊勢』と書いてよいと思います。 

『てくてく歩きⅡ 南紀白浜 熊野古道 伊勢街道』などとマスあけを含む語の羅列の場合は二マス

あけになります。 

『てくてく■歩き■Ⅱ■■南紀■白浜■■熊野■古道■■伊勢■街道』 

 

 

『点訳フォーラム』より 

 



【質問】 

 本文中に長い、出典表示？があるのですが、行末近くにということで１１マス目から書かれている

のですが、ページをまたいで、１２行になるので、てびき１６０ページのコラム３１の、「ただし、出典表示に

はいろんな形が・・・」とありますのでこれに当てはめて、行頭３マス目からかいてもいいでしょうか？ 

 

原文は、以下の通りです。（行の真ん中ぐらいより下の方に、地の文より文字を小さくして書いてありま

す 

Withnews 「子育てシェアハウス」に思わぬ反論、これが日本の「しんど

さ 」 か ・ ・ ・ （ ２ ０ １ ７ 年 ７ 月 ２ ６ 日 ） ｈ ｔ ｔ ｐ ｓ ： //with-

news.jp/article/f0170726005qq00000000000000 

0W01110101qq00015605Aより、一部抜粋して引用 

 

【回答】ご質問の場合は、URL も書いてあり、これだけで行頭から書き始

めても３行になりますから、行頭３マス目から書き、次行は一マス目から

書く書き方でよいと思います。その場合、全体を第１カッコで囲むか、原本

にはなくても、最初に（シュッテン）と断るかすればよいと思います。 

①全体を第一カッコで囲む例 

 

②最初に（シュッテン）と断る例 

 



③カッコをつかわず、出典 

 

 

29．p140 ２．ホームページやＥメールアドレス 

【質問】アドレス中に数字が多数連続していて、数字の途中で行を変えざるを得ない場合、どのような処

理をすればよいでしょうか。行末つなぎ符は数式符号であるため使用ができないのでしょうか。行継

続符の次に数符は用いず数字を書いても構いませんか。アルファベットとの混同はされないでしょうか。 

 

【回答】 

規則上は、「行継続符は状態に影響を及ぼさないので、行が移っても前の行の状態は変わらない」の

で、数字の途中で次行に移り、次行行頭に行継続符を書いたあとは、数符を書かずに数字の途中から

書くことになります。しかし、次行に移ったときに、本当に数字の続きとして読めるのかと心配になるの

も分かります。 

そこで、日点委の専門委員の方に照会したところ、「規則上は数符を書かなくてよいのだが、そこに数

符を書いても弊害はないので、数字があまりにも続いて誤読されないか心配な場合は、次行の行継続

符の次に数符を再び書くという配慮をしてもよい」という複数の方のご意見をいただきました。 

あくまでも読みやすさへの配慮として、数字があまりにも長くて、どうしても数字の途中で行移しをし

なければならないような場合は、次行の行継続符の後ろに数符を書いてもよいでしょう。 

 

『点訳フォーラム』より 



初出どう書く？ 

 

 
『明日死んだ男』怪異名所巡り 10 赤川次郎著より 



 

『指導者ハンドブック第５章』より 
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