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◆はじめに

視覚に障害のある子どもと一口に言っても、全く見えない、明暗はわ

かる、はっきりした色ならわかる、見えるけれどもぼんやりとしかわから

ない、目の前に何かがあるのはわかるけれど、それが何かはわからな

い、見える範囲が狭いなど、その状態は一人一人さまざまです。

視覚に障害があるお子さんは、視覚から入ってくる多くの情報が入ら

ない、入りづらい中で、聴覚や触覚などから情報を得ることになります。

このため、できるだけ実感を伴って物事が理解できるよう、いろいろな

体験をすることや実物や模型などに触れることに心がけることが大切

です。

見えないから、見えづらいから、できない、わからないではなく、どう

いった工夫や配慮をすることで学校生活がスムーズに送れるのか、物

事の理解がすすんでいくのかを考えて、このサポーターブックを作成し

ました。

視覚に障害があるお子さんをお持ちの保護者の方々や、そのお子さ

んが在籍している学校の先生方に、ご活用いただければ幸いです。

また、このサポーターブックは、今後も更新しながら内容の充実を図

って参りたいと考えております。ご一読の上、ご意見・ご感想等をお持ち

の方々は、ご遠慮なくお寄せ下さいますよう、併せてお願い申し上げま

す。

筑波大学附属盲学校幼小学部

平成１８年１２月
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１．視覚障害について
（１）視覚障害とは・・・

視覚障害とは、視力・視野・光覚・色覚などの視機能が低下し、その

「回復が見込めない」状態をいいます。

視覚障害教育の分野においては、視力がない児童生徒や点字によ

る学習を行う児童生徒を全盲、残存視力を活用して通常の文字（墨字

ともいう）での学習が可能な児童生徒を弱視（またはLow Vision）と呼

んでいます。なお、視覚障害の生じた時期により、先天盲とか中途失明

などの用語を用いることもあります。

平成18年度障害者白書によれば、視覚障害者の総数は約30万6千

人（平成13年度調査）であり、このうち18歳以上が約30万1千人、18歳

以下が約5千人となっています。大半が18歳以上であることは、高齢に

なってからの中途失明者が増加している傾向を示しています。また、視

覚障害と聞くとほとんどが全盲だとも思われている傾向にありますが、

実際には70％が弱視であるといわれています。

視覚障害のうち、教育的な観点から も問題になるのが視力障害で

す。しかし、視覚障害児・者の中には、視力以外の各種視機能の障害

を併せ有している場合が多いので、視覚障害を理解するためには、以

下のような視機能全般に関する理解が必要となります。

①視力障害

視力とはものの形を見分ける力のことです。正確には２点の間隔や２

線の切れ目を弁別する能力です。視力の測定には、通常ランドルト環

（Ｃ）などの視標を用います。視力には、視標までを５ｍの距離で測定

する遠方視力と、３０㎝の距離で測定する近見視力があります。５ｍ先

にある直径７．５ｍｍ、線の太さ１．５ｍｍの視標の中の１．５ｍｍの切

れ目を弁別できる視力は１．０です。近見視力は、書写などの学習に必
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要な視力が把握できるものです。なお、近視や乱視などの場合には、

矯正しない裸眼視力と眼鏡やコンタクトレンズなどを使用した矯正視力

がありますが、矯正してもなお視力が低く特別の配慮を要する状態が

視力障害です。

ロービジョンの児童・生徒のうち、教育的に深刻な程度となるのは視

力が０．１程度を下回っている状態です。０．１以下の視力は、ランドルト

環の０．１の視標（直径75㎜、線の太さ15㎜、切れ目の幅15㎜）をどのく

らいの視距離で見えるかで判断します。表１が、その視距離と視力で

す。

視距離（M） 視力

５ 0.1

4 0.08

3 0.06

2 0.04

1 0.02
表１

②視野障害

視野とは眼前の1点を注視した状態（眼球を固定した状態）で見える

範囲のことです。通常片眼の視野は、上側と鼻側が約60度、下側約70

度、耳側が約100度です。視野障害には、中心部の狭い範囲しか見え

ない求心性の視野狭窄や、真ん中が見えない中心暗点などの症状が

あります。

③光覚障害

光覚障害は眼球に入る光量を調節する機能の低下や網膜が持つ細

胞などの異常によって生じるものです。明るいところで過度にまぶしさ
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を感じたり、俗に言う鳥目のように暗いところで見えにくくなる、明暗順

応に時間がかかるなどの症状があります。

④色覚障害

色覚とは色を識別する能力です。色盲や色弱などと称される色覚障

害に関しては、その出現率が日本人男性の約5％（推定300万人）であ

るにもかかわらず、生活上の支障が少ないとの判断から、この障害だ

けをもつ場合には視覚障害者として認定されません。

（２）視覚障害児の特性と配慮

各種感覚受容器からの情報入手は、視覚が80％以上を占めると言

われています。その入り口である視覚に障害がある場合には、生活や

学習に様々な困難が生じます。視覚障害児教育に携わる場合には、視

覚に障害がある子どもたち一人一人の特性を理解し、必要な配慮を行

うことが大切です。

以下に、全盲児と弱視児それぞれの代表的な特性と配慮事項をあ

げます。

①全盲児の場合

・離れたものに興味を示しにくい面があります。

・周囲の状況や環境の把握に難しさがあります。

・模倣が出来ませんので、「見て体得する」ことは不可能です。

・全般的に、経験や情報が不足しがちになり、当然知っているであろう

知識が抜け落ちてしまうことがあります。

・聴覚や触覚等の情報だけでは、全体把握が不十分な面があります。

・抽象的な事象や触れられないものの理解（概念形成）に難しさをもっ

ています。

・歩行や運動に制限を受けます。

全盲児の場合には、聴覚や触覚などの残存諸感覚を活用すること
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と、周囲からの適切な指導があれば、食事や排泄・身だしなみなどの身

辺処理能力を身に付けさせることが可能です。また、学習の場面にお

いても、実体験の機会を増やす、実物や模型などの触察教材を整備す

る、言語による丁寧な説明に心がける、常に事物や事象と言語理解の

正確な相関を確認するなどの配慮が必要となります。

②弱視児の場合

・絶対的に視経験が不足します。

・境界や立体感を含めた事物の細部の把握が難しいです。

・目と手の協応動作が苦手で、手指の動きにぎこちなさがみられます。

・似通った文字や漢字の読み書きが不正確になりがちです。

・道具を使用した作業が遅くなりがちです。

・見やすい環境の整備が必要です。

・視力等の低下（障害の進行）に注意を払い、定期的検診が必要です。

・心理的に不安定になる面がみられます。

弱視児に対しては、まずはその見えにくさを改善するための配慮とし

て教室における座席位置や照明の光量調整などの教室環境全般の整

備が大切です。教材作成時に、文字の大きさ・字体・用紙と文字のコン

トラスト・文字間隔や行間隔などを視力の程度に合わせて加工する、ル

ーペや単眼鏡・拡大読書器などの視覚補助具の活用方法を身に付け

させる、弱視児用のノートを導入するなどの配慮も必要です。

また、弱視児の中には進行性の疾患のある者がいるため、視力低下

に対する心理的不安を軽減させたり、障害の受容を促すような関わり

方が大切となります。

こうした視覚障害および視機能全般の知識を深めながら、視覚に障

害のある子どもたちのサポートを考えていくことが大切だと私たちは考

えています。
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２．校内環境の整備について

①校舎周辺で確認することについて

・校門から校舎までの安全で歩きやすい経路の確認をしましょう。側溝

蓋などルートに手がかりになる物があるとわかりやすいです。遠回りで

も安全なルートはどこか、移動に有効な手がかりは何かを 優先に考

えましょう。

・ひとりで広い空間と長い距離を移動させることは避けましょう。グラン

ドを横切るような場合は、できるだけグランド周辺を歩くようにします。

これは、手がかりを見つけやすいということとグランドで遊んでいる友達

との接触を避けるためでもあります。

②校内を歩行する際の配慮点について

・玄関から教室、教室から体育館、音楽室など移動する教室への経路

の確認をしましょう。

・廊下に出来るだけ突起物などの障害物を置かないようにしましょう。

また、常置しているものは、むやみに移動しないようにしてください。

・よく使用するトイレの位置の確認をしましょう。男女別の入口、ボック

スの数、個室内の座る向き・トイレットペーパー・レバーなどの位置や操

作方法の確認などをしておきましょう。
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・水道の蛇口の数や形状、操作方法、せっけんの位置などの確認も必

要です。

③教室内の移動について

・教室内の全体の位置関係（ドア、机、ロッカーなど）、机やロッカーの

全体配置と自分の机やロッカーの位置の確認などがスムーズな移動

のためには必要です。

・教室のドアから自分の机まで、机からロッカーまでなどの経路の確認

をしましょう。

３．学習・生活環境の整備について

①座席の位置について

・介助員がついている場合、前か後ろの端の方にし、介助員が近くに座

れるようにするとよいと思います。

・弱視児の場合は、黒板などが見やすい位置にしましょう。特に、板書

は、どのくらいの文字の大きさで、何色が見やすいのか、見える範囲は

どこからどこまでなのかなどを把握することが必要です。

・照明については、光量不足の場合には、スタンドを導入することも必

要となります。反対に、眼疾によってはまぶしがることもありますので、

その際は、窓際は避けるようにしましょう。
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②机について配慮すること

・点字タイプライター（Ｐ．１３参照）を使用して学習をすすめる児童の場

合は、サイド机を用意し、タイプを置いて、すぐに自分で使えるようにし

ましょう。二つの机を使って、教科書や点字用紙等を整理し、机の中

は、取り出しやすいように小箱などを使って分類整理しておきましょう。

・弱視の児童は、拡大読書器や書見台（Ｐ．１６参照）の使用も考えられ

ますので、大きめの机やサイド机を用意しましょう。

③靴箱やロッカーの位置および使用法について

・靴箱やロッカーの位置は、靴箱やロッカーの端など見つけやすい場所

がよいです。「上から○番目、右（左）から○番目」というように覚えてお

きましょう。

・点字使用の児童は、靴箱やロッカーには点字の名前や触ってわかる

印（Ｐ．１２「タックペーパー」参照）などをつけておきましょう。
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きるだけ単純化し、コントラストをはっきりさせ、わかりやすいものにしま

しょう。

サーモフォーム地図

⑤レーズライターについて

・レーズライター用紙にボールペンなどで書くと、書いたところが盛り上

がって触ってわかるようになりますので、点字使用児童の図形等の学

習場面で便利です。

・ビニールに薄い紙が貼ってある用紙とビニールの薄手の用紙の２種

類があります。ビニールに薄い紙が貼ってある用紙は、ざらざらしてい

る方を表にして、シリコンマットなどを下敷きにして書きます。

・ボールペンは、普通のボールペンを使用するとよいでしょう。

・筆圧の弱い児童の場合、丸や線をたくさん描いて慣れるようにしまし

ょう。



- 12 -

⑥タッグペーパーについて

・点字を書いたペーパーの裏の用紙をはがすとシールのようにいろいろ

な所に貼ることができます。

・点字使用の児童の机やロッカー等の記名においては、通常の文字の

上にタッグペーパーに書いた点字を貼ることで、本人も周囲も判別がで

きます。

・いつでも必要なときにすぐに使用できるように机の中に常に入れてお

くようにしましょう。切って使うことも多いので、はさみも一緒に用意して

おくと便利です。

⑦立体コピーについて

・サインペンなどで書いた黒い部分が浮き出て触って分かるようになっ

ています。地図や図形、表などに利用することが多いです。

・用紙に特殊な加工がしてあるカプセルペーパーにコピーし、立体コピ

ー機で熱すると浮き上がる仕組みになっています。コピー機は高価な

ものなので、盲学校などにあるものを活用して教材作成を行うと良いで

しょう。
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立体コピーにより作成した地図

⑧タイプライターの使用法および配慮点

・必要な時すぐに使えるように、サイド机に置いておきます。

・ノートを準備することと同じように、点字用紙を挟み、用意する習慣を

つけましょう。

・タイプの音の大きさが気になるような場合、タイプの下に少し厚めの

布を敷くと、防音効果があります。

点字タイプライター
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⑨シール等の活用について

・シールは色々な場面で活用できるので、机の中に常に置いておくと便

利です。

・シールには、紙のシール、フェルトシール、ぷくぷくシールなど色々な

種類がありまするが、用途によって使い分けると良いでしょう。

たとえば、記名の代わりの印は色々な形のぷくぷくシール（ちょっと

触ってすぐに区別できます。）、テストの丸付けなどは、紙の丸シール

（教科書に貼ったり、ファイルに綴じるのでかさばらないように）、折れ線

グラフの点の部分はフェルトシールの小さい丸（適度な厚さがあり、小

さな点の代わりとして利用）などというように使い分けると良いと思いま

す。

⑩運動用具について

・バレーボールやサッカーボールなどの鈴

入りボールを用意しておくと体育の授業や

休み時間などに使用することができます。

鈴入りボール

・ボールを転がした時に、ボールの中に入っている鈴の音が手がかりに

なり、ボールの位置を知ることができます。
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・キャッチボール、転がしドッジボール・グランドベースボール（ボール

を転がす形式での視覚に障害のある児童・生徒のための野球）などに

使用することができます。

⑪図書の本（さわる絵本・点字本・拡大写本）について

・点字図書や拡大図書、触る絵本などは市販されているものは少ない

ので、貸し出しもしている盲学校や点字図書館を利用しましょう。そし

て、読書の時間などには、読めるように用意しておくと良いでしょう。

⑫レンズ（ルーペ・単眼鏡）の使用について

・ロービジョン用のレンズの種類はたくさんあり、眼疾や発達段階によっ

て使用するレンズが違うので、どの様なレンズが 適なのか眼科の視

能訓練士などの専門家や盲学校に相談しましょう。

・ルーペや単眼鏡が用途によって使い分けられるよう、練習が必要で

す。 初の段階では、盲学校などの専門機関で指導してもらうことが必
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要ですが、慣れるためには常に机の上に置いておき、必要に応じてす

ぐに取り出して使えるようにしておくことが大切でしょう。机に置いておく

と、落としてしまうこともあるので、ひもを付けて首にぶら下げておくこと

も一つの方法です。

・「レンズを使用することによって見えやすくなる」ということを周囲の児

童にも理解してもらい、本人が抵抗なくレンズを使用できるような雰囲

気をつくることも大切でしょう。

⑬書見台について

・弱視児が文字を読むときは、かなり目を近づけて読むため、姿勢が悪

くなってしまうことが多いです。そこで、書見台の活用をおすすめしま

す。書見台の種類もいろいろありますが、しっかりした単純なものが壊

れにくくて良いと思います。

・本人用の机以外に書見台を置くサイド机を用意して必要なときに移動

させて使えると便利でしょう。

書見台
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５．学習内容・方法について

①点字学習のポイント

・点字学習の初歩は、専門機関で指導を受ける機会を持つことが大切

で、日常的な活用が習熟を促していきます。点字を触って、形としてと

らえて弁別するので、どれだけ触って読むことに慣れるかで読みのスピ

ードも違ってきます。

・点字の読みのスピードは、普通文字使用の児童に比べて遅いように

思われがちですが、上達してくるととかなりのスピードで読むことができ

るようになります。

しかし、テストの時などは、全体を見渡して読むことが出来ないので、

読みにも書きにも時間がかかります。大学入試では、１．５倍の時間を

かけることになっていますので、一つの目安になりますが、低学年の場

合はもっと時間の保障が必要でしょう。

・点字のマスあけや、助詞など点字の表記には普通文字とは異なるき

まりがあるので、表記法を確認すると良いでしょう。たとえば、「私は→

私わ」、「こちらへ→こちらえ」などの表記になります。

・基本的には、教科書でどう書いているか、確認をすると良いでしょう。

・担任および介助の先生には、出来るだけ早く点字を読めるようになっ

てほしいと思います。



- 18 -

②弱視児の文字指導のポイント

・文字指導の初歩は、見えやすい文字での提示と時間をかけての丁寧

な指導が必要です。しかし、視野の狭い児童もいるので、あまり大きす

ぎると見えにくい児童もいます。また、白黒反転の文字の方が読みや

すい児童もいます。

あさひ ２５６
（ゴシック体２８ポイント）

あさひ ２５６
（ゴシック体２２ポイント）

・文字を習得してからも、見えやすい文字のポイントで提示することで

間違いもなく、読みも書きもスムーズにいきます。対象児童が、何ポイ

ントの文字が一番見えやすく、読みのスピードも出るのか、確認してお

くと、教材作成の時に役立ちます。しかし、画数の多い漢字などになる

と、通常よりも少し大きめのポイントの活字で提示する方が、間違えて

覚えることも少ないようです。

・初歩の文字指導で薄い文字をなぞるなどのワークブックがあります

が、弱視児にとっては薄い文字をなぞるのは苦手です。濃い点線にす

るなどの工夫が必要でしょう。

・鉛筆は、濃いめの物を使用し、自分で書いた文字が確認できるように

しましょう。また、ノートについては、書きやすいサイズのマス目や線の

幅のノートを用意しましょう。
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・板書の文字を書き写す時には、見えにくさを音声からの情報で補うよ

うに、声に出しながら板書してもらうようにするとよいです。

・弱視児は、どうしても読みに時間がかかります。全盲児と同様、大学

入試では、１．３倍の時間をかけるので、それが目安になりますが、学

年等を考えての配慮が必要でしょう。

③全盲児のひらがな・カタカナ・漢字指導について

・１年生に入学し、友達が文字を学習するとき、自分も知りたいという気

持ちは強いと思います。ひらがなは、どんな形なのかは知っておくこと

も必要ですし、立体コピーやレーズライターなどで形を確かめる学習も

良いでしょう。書くことにあまりエネルギーを使う必要はないと思います

が、児童が書きたいという意欲がある場合は、レーズライターを使用す

ると良いでしょう。

・カタカナは、形を知る程度で、どんな言葉がカタカナで表現されるの

か使い方の学習に変換すると良いでしょう。
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・漢字に関しては、ある程度の知識は必要であり、パソコンを使用する

ときに漢字を知っておくと便利です。

漢字の書き取り指導の時には、ある程度の形の確認、へん、つくり、

漢字の成り立ち、漢字の意味、熟語などの学習をして、その漢字に関し

ての知識を習得する時間にすると良いでしょう。

④計算方法について

・簡単な計算は暗算でできますが、筆算が必要な計算になると、筆算

の代わりにそろばんを使用します。通常は、３年生で珠算を学習します

が、盲学校では、１・２年生から珠算を学習し、筆算の代わりとしていま

す。

・そろばんは、盲児用の特殊なそろばんを使い、計算の順番も通常とは

異なりますので、基礎的なことは、盲学校などの専門機関で指導を受

けると良いでしょう。
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・珠算の習得には、個人差もありますが、段階を経て、積み重ねていく

ことが大切です。習熟していくためには練習が必要ですから、学校での

計算はできるだけそろばんを使用して慣れていきましょう。慣れて来る

と、筆算のスピードに劣らず計算できるようになります。

⑤図形の指導について

・平面図形は、線図やレーズライター等で形を確認しましょう。また、描

く時には、使いやすい作図用具を使って描くようにしましょう。

図形を描いたレーズライター ロービジョン・スケール
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・立体図形は、立体模型を使って理解が進むようにします。一つだけで

なく、身の回りの具体物を含め、いろいろな物を見て、触って、立体の

概念を確かにしていきましょう。

見取り図が通常の教科書には掲載されていますが、そのまま図にす

ると全盲児にはわかりにくいので、展開図、あるいは、正面やま上から

の投影図にして全体像をつかめるようにしてください。

⑥理科の実験や観察について

・実験や観察は主体的に参加できるように配慮しましょう。聞いただけ

では理解できないことが多いので、実験装置や器具を触らせながら説

明する機会を設けましょう。

・観察については、なるべく実物教材を用意しましょう。さわれないもの

については、模型や標本などを組み合わせてイメージを持てるようにし

ましょう。盲学校には、剥製や模型などがそろっているので、借用する

のも一考です。

・盲学校の実験や観察では、感光器を使用する機会が多くあります。感

光器は、明暗や色の濃淡などを音に変換し、音の違いによって判別す

ることができる機器です。盲学校で経験したり、盲学校から借りて使用

すると良いでしょう。

⑦教科書の挿絵の扱い

・挿絵の多い低学年では、どうすればよいか悩みは多いと思います。学
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習の内容でどうしても必要な絵に関しては、点図やレーズライターなど

での補足、また、言葉で補うことも必要でしょう。

触る絵本のように布等を使って作成する時は、絵の通りに作ること

で、かえってわかりにくいこともあるので、単純化することも大切です。

⑧体育の授業について

・できるだけ一緒の活動をするように心がけ、どう工夫すると参加でき

るか考えることも大切です。

・球技など空中を飛ぶボールをキャッチしたり、よけたりすることは難し

く、また危険でもあるので、できないことがあることを本人にも自覚させ

て、鈴入りボールなどを使用してのパスなど別メニューも考えた方がよ

い場面もあるでしょう。別メニューでも本人の達成感を大切にしてあげ

たいですね。

試合などでは、得点係などで参加する形も考えられるでしょう。

・視覚障害者用ルールの球技（基本的には「ボールをころがす」形）など

の導入も機会があれば行うとよいと思います。

⑨図工の絵画の扱いについて

・点字使用の児童については、レーズライターを使って自分の描いた物

がわかるようにしましょう。

・クレヨンの場合には、下に網などを敷いて描くと触ってわかることもあ
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ります。

・絵の具の場合は、色砂、小麦粉、小さなプラスチックチップなど素材

の違う物を混ぜることで、触覚的な違いを感じるように工夫することも

できます。

・いろいろな方法が考えられると思いますが、自分で描いた物がフィー

ドバック出来ると良いと思います。

⑩はさみの使用について

・安全に使用する方法を覚えると、危ない・こわいと思われがちなはさ

みでも触覚を活用して上手に紙を切ることができます。

・まず、切る活動に入る前に、はさみの仕組みや役割についての理解
をすることが大切です。

・これらを身につけながら、実際の切る活動に入っていきます。学習の

初期の段階では持ちやすく扱いやすい素材の切り落とし活動に取り組

み、はさみで「切る」という感覚を体で覚えることが重要です。こうした力

をベースに、やがて、折り目を手がかりとした直線の連続切りや、ライン

テープのような触覚的に認知しやすいしるしを貼付し、切り進む方向を

触って確認しながらはさみの活用を発展させることも可能となります。



- 25 -

⑪音楽の指導について

・低学年では、音感や記憶力を活用して、歌や曲を聞いて覚え、歌った

り、楽器を吹く・弾く方法が良いでしょう。

・リコーダーや鍵盤ハーモニカ等の楽器については、音と指遣いをマッ

チさせながら覚えていきましょう。

・高学年では、盲学校等の専門機関で点字楽譜の指導を受けることも

考えましょう。

⑫裁縫道具・運針について

・縫い針は、 初は、ふとん針やししゅう針などのように、穴が大きめ

で、先があまり鋭利でない針と目の粗い生地を使い、糸通しや運針の

練習をするとよいでしょう。まち針は、鈴のついたものを選びましょう。

・糸通しは、セルフ針や糸通し器などを使用し、自分で出来るように練

習しましょう。

・縫う時は、縫う箇所に沿って細いテープなどを貼ってガイドすることで

曲がらずに縫うことが出来ます。
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⑬調理について

・日頃から食事の支度を一緒にするといった経験を積んでいくとよいと

思います。

・まな板と包丁の置き方について、包丁の使い方、切り方などについて

は、順序立てて学習していきましょう。包丁については、 初は刃の部

分をアルミホイルで包むなど安全に配慮して学んでいくことで、使い慣

れていくことができます。

・まな板については、片面が白や黒のものがあります。弱視のお子さん

は、大根を切るときは黒の面を使うと材料が見やすいというように、材

料によって使い分けができますので、活用するとよいでしょう。

包丁と黒いまな板（中央はチーズ）

⑭歩行指導について

・学校内は、一人で歩けるようにしましょう。介助員や友達と一緒に歩く

ことは、いけないことではありませんが、頼りすぎないように、手引きの



- 27 -

方法をきちんと学ぶことが大切です。手引きは、引っ張ることではなく、

階段や曲がり角などの周囲の変化について声かけをし、児童が不安な

く歩けるようにガイドすることです。

・手引きの方法にもルールがあるので、担任や介助の先生がはじめに

習得してクラスの児童にも同じように伝えると、誰でもが手引きできる

ようになり、友達関係も広がると思います。

・校外では、手引き歩行が基本になるでしょう。一緒に歩きながら、通

学路の様子を確認する事が大切です。

白杖を使用しての一人歩行は、盲学校等の専門機関での指導を受

けながら、自分で歩くという意識を育むことも大切です。

⑮ペーパーテストの取り扱い

・できるだけ事前に、点字、あるいは、拡大文字を用意し、一緒に参加

できるよう心がけましょう。

・点字使用児童の図形や絵などは、点図やレーズライター等、また、言

葉での補足をして、わかりやすいものを提示しましょう。

・テストの結果については、シールなどを付けて間違っているところを自

分で確認できるようにしてください。

・テストの時間は、点字使用は１．５倍、拡大文字使用は１．３倍を目安

にしますが、個人差もあり、時間内で難しい時は、別の時間での補充や

宿題での対応もやむを得ないこともあるでしょう。
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６．生活面について

①当番活動について

・基本的には、できることは一緒にしていければ良いと思います。

できないことや難しいことについては、クラスの一員として、どういう

役割をしたらよいか、クラスみんなで考える場を設定し、本人も友達も

納得できる分担を考えることも大切です。

②学習用具の管理法について

・学習用具の管理は視覚に障害がある児童にとってはとても大切なこと

です。整理整頓をして、すぐに取り出せるようにしておきましょう。

・点字用紙をきちんとファイルに綴じるなど整理する時間の確保と技能

の習得も必要になってきます。

・介助員はあくまで補助ですので、本人がわからなくて困った時は援助

する事は必要ですが、前もって用意してあげることは避けたいです。

③連絡帳の取り扱い

・連絡事項を黒板に書く場合、声に出しながら書き、書かせるようにす

ると良いでしょう。

介助員がいる場合は、読みあげるなどのサポートが必要になる場合

もあるでしょう。
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できるだけみんなと同じ時間に書く様にしましょう。

・点字盤を使用して点字の書きができるようになったら、タイプではな

く、点字盤で書くことも取り入れていきましょう。

④眼の管理について

・義眼や点眼薬などは、できるだけ自分で管理できるように、家庭で手

順や管理の仕方等を教えておくことが大切です。家庭と学校で対処法

や管理法について共通理解をしておくことも必要です。

・目やになどが出ている場合は、保健室に行って拭くなど、清潔に心が

けましょう。

・保護ゴーグルについては、必要に応じて使用を検討しましょう。

⑤友達関係における配慮点

・友達との関係は、できるだけ自然な形で入れるように、当初は配慮が

必要です。担任や介助員が一緒に参加することで対象児童も周囲も打

ち解けやすい雰囲気がつくれると思います。。

慣れてくると、周囲の子どもたちの方が自然に声をかけ、援助が必

要なこと、自分でできることを見極めることが出来るようになるでしょ

う。

・本人も自分でできることとできないこと、手助けが必要なこと、弱視児
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童の場合は、何がどのくらい見えているのか、見えずらいのかを周囲に

伝えるようにしましょう。

⑥周囲の視覚障害に対する理解について

・ 初に、「見えないこと」はどういう事なのか、「見えにくいということ」は

どういう事なのか、話しておくと良いと思いますが、一緒に生活する中

で経験的に学んでいくことが多く、積み重ねの中で自然なつきあいがで

きてくるようです。

しかし、高学年になり、余裕がなくなると、疎んじたり、いじめにつな

がったりすることもあるので、周囲の大人の側は、しっかりとサポートす

ることが必要です。

・機会をみて、クラスの児童などを対象に擬似体験などを行うことで、

理解をすすめるのも一つの方法でしょう。

７．行事への参加

①運動会について

・友達と一緒にできることは何か、どう工夫すればできるかを考えると

共に、できない箇所については、どういう方法がよいか考えましょう。

・直線走（真っ直ぐ走ること）では、タンバリンなどの音源に向かって一

人で走ることも可能でしょう。手つなぎやロープ・タオルなどを持っての

伴走の方法もあります。
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・リズムなど動きを伴う競技は、ことばのみの説明だけではなく、必要に

応じ、一緒に手をとるなどして、動きを教えるようにしましょう。

移動を伴うところは、ゴムラインなどガイドになるものを敷いたり、友

達や介助員と移動したりして参加できるようにすると良いでしょう。

・リレーなどのチームプレーについては、クラスで話し合い、友達や介

助員の伴走、直線の箇所のみ音源に向かって走るなどの方法、または

応援など実態によって考えていくと良いと思います。

②学芸会について

・基本的には、せりふを覚えたりすることでのハンディーはないため、参

加しやすい行事といえるでしょう。

・舞台上での移動では、ゴムラインなどガイドとなる物を敷き、それを手

がかりにして移動したり、友だちと一緒に移動するなどの配慮が必要で

す。
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（参考: 視覚障害児・者用具の購入・展示箇所）

○日本点字図書館 用具事業部

新宿区高田馬場1-23-4

℡ 03-3209-0751 FAX 03-3200-4133

○株式会社大活字

千代田区三崎町1-1-9

℡ 03-5282-4361 FAX 03-5282-4362

ＵＲＬ http://www.daikatsuji.co.jp/

○筑波大学附属盲学校・便利グッズサロン

文京区目白台3-27-6

筑波大学附属盲学校 ４６４教室

℡・FAX 03-3943-5439

ＵＲＬ http://benri-goods.net/
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