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（３）結果 

 調査の結果を調査項目順に示す。なお、調査項目別に、概要を表（表 5-2～5-9）に

示し、加えて児童生徒それぞれについての詳細の説明を記す。 

 

① 児童生徒の属性 

 ここでは、本調査の対象となった視覚障害のある児童生徒の属性について述べる。

３名の児童生徒（小学生２名、中学生１名）について、表 5-2、5-3 の通りである。 

学習状況は、児童Ａと生徒Ｃについては良好で、校内では単独歩行で移動もできる比

較的自立した全盲児童生徒であった。児童Ｂについては、学習に少し遅れがみられ、

校内での移動についても、弱視特別支援学級の教室の近辺は単独歩行をしているが、

その他は、同級生等の支援により移動している。なお、児童Ｂの移動については、本

人が、その支援が必要な場合、同級生等に自ら援助依頼をして同級生もそれに応じる

ということも多い。 

 また、通常教室内の座席は、児童Ａについては、教室の後ろにあるロッカーの使用

が便利なため、教室の一番後ろとなっている。児童Ｃについては、一度、後ろの席に

したこともあるが、本人が、教室前で話す教員等の声を聞き取りにくいとの理由で、

前の席にすることを希望したので、前の席に戻したとのことであった。 

 なお、いずれの児童生徒も盲学校の幼稚部を経て地域の小学校・中学校へ進学して

おり、巡回指導を行う盲学校が児童生徒の属性を十分に把握している事例であった。 

図 5-3  訪問した小学校の弱視特別 

     支援学級の様子 

図 5-4 訪問した小学校で盲学校教員に

     よる巡回指導 
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表 5-2 児童生徒の属性 その１ 

 所属 学年 学級 視力 眼疾患

名 

校内移動 通学 将来の

夢 

児童 A 小学校 2 通常学級 

弱視特別

支援学級 

全盲（右） 

光覚（左） 

両視神

経低形

成 

単 独 歩 行可

能 

家族

同伴

点字製

作者 

児童 B 小学校 2 通常学級 

弱視特別

支援学級 

全盲（左右） 不明 教室近辺の

単 独 歩 行可

能 

家族

同伴

不明 

生徒 C 中学校 1 通常学級 

弱視特別

支援学級 

全盲（左右） 眼球摘

出 

単 独 歩 行可

能 

家族

同伴

英語教

諭 

             

表 5-3 児童生徒の属性 その２ 

 学習状況 得意科目 苦手科目 座席（通常教室内） 机 

児童 A 成績良い 算数 体育 一番後ろ 

ロッカー横 

通常サイズ 

児童 B 遅れあり なし 体育 一番前 

廊下側 

通常サイズ 

大型机も併用 

生徒 C 成績良い 英語 美術・体

育 

一番後ろ 

中央 

大きいサイズ 

 

② 支援体制と学習の状況 

 各児童生徒に対する支援体制について、表 5-4 に示す。いずれの児童生徒に対して

も支援員が配置され、弱視特別支援学級担任の指導の下で日々の学習が行われている

体制であった。 

 児童Ａは、国語と算数を弱視特別支援学級で個別に学習し、その他の教科は支援員

と共に通常の学級で学習している。国語・算数のテストは通常の学級の児童と同じ時

間に弱視特別支援学級で行っている状況であった。児童Ｂは、一日２時間程度、弱視

特別支援学級で、点字や珠算の個別学習や算数、国語等の教科の補習等を行っている

他は、通常の学級で授業を受けている。生徒Ｃは、すべての教科を通常の学級にて学

習し、テストの時のみ弱視特別支援学級で 1.5倍の試験時間で行う形式が取られてい

る。 

また、通常の学級での学習に際しては、弱視特別支援学級担任や支援員が、通常の

学級内で各児童生徒に対して、必要な支援を行っている。 

 盲学校による巡回指導については、いずれも隔週で行われているケースであった。

個別に見ると、児童Ａと児童Ｂは隔週で点字指導が、生徒Ｃは隔週で英語の略字/略語

の補習が行われていた。また、いずれの児童生徒に対しても、盲学校以外に、地域の
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視覚障害者への支援に関する社会福祉法人や NPO 法人、盲人協会等の外部機関による

教材提供、情報提供等の支援がなされていた。 

 

表 5-4 支援体制 

 弱視学級担任 支援員 通常学級 巡回指導 

（盲学校） 

外部機関 

児童 A

（小 2） 

1 名（視覚障害

児 指導歴 1 年

半） 

2 名 

（初心者）

指導初年

度 

隔週 1 時間 

点字指導 

（国語授業中抜き

取り） 

盲学校 

社会福祉法人 

NPO 法人 

盲人協会 

児童 B

（小 2） 

1 名（視覚障害

児 指導歴 1 年

半） 

1 名 

（点字技

能者） 

指導初年

度 

隔週 1 時間 

点字指導 

（国語授業中抜き

取り） 

盲学校 

社会福祉法人 

 

生徒 C

（中 1） 

1 名（視覚障害

児 指導歴 6 年

半） 

1 名 

（同左） 

指導初年

度 

隔週 1 時間 

英語略語/略字 補

習 

（放課後） 

盲学校 

社会福祉法人 

NPO 法人 

盲人協会 

地域の大学 

 

③ 点字の読み書き状況 

 ３名の児童生徒の点字の読み書きの状況について、表 5-5 に示す。児童Ａと生徒Ｃ

については点字の読み書きはよくできる児童生徒であった。児童Ｂについては、読み、

書きともに、まだ間違いがみられる状況であった。 

 なお、児童Ａは、これから左手の点字触読力向上のための学習をする段階であり、

点字板による筆記の学習にも慣れ始めた状況であった。児童Ｂは、両手読みの指導を

受けているが、まだ右手のみで読むことが主であり、左手で読むことはできない。 

  

表 5-5 点字の読み書き状況 

 読み 

 

読速度 

左右 

読速度 

左 

読速度 

右 

書き 

児童 A（小 2） できる 220字/分 90字/分 200字/分 できる 

児童 B（小 2） できる（誤読あり） 計測値なし  － － できる（書き

間違いあり） 

生徒 C（中 1） できる 500字/分 500 字 /

分 

400字/分 できる 

 

④ 触図の触察・作図状況 

触図の触察と作図に関して、３名の児童生徒の状況を表 5-6 に示す。 
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児童Ａと生徒Ｃについては点字同様に学習上支障がない範囲で触図を触察できる児

童生徒であった。児童Ｂについては、点字とは異なり、触図などを触ることにはやや

難があり、現在、指導を受け、改善されてきているところである。 

なお、児童Ａは、浮き出し文字を用いた漢字学習を行っており、漢字を触察で即座

に識別できる様子も確認することができた。生徒Ｃは、社会の地図についても、複雑

なものを除けば、支援員の口頭による説明無しでも理解できるレベルであった。 

児童Ａについては、その小学校に立体コピー機があり、これによって作成された触

図を学習で用いていた。漢字の浮き出し文字についても、この立体コピー機によって

作成されたものであった。 

作図に関しては、児童Ａと生徒Ｃについては、レーズライターにより、学習上、問

題ないかたちで作図が可能であった。児童Ｂについては、クレパスで大きく○を書く

ことならできるという状況で、レーズライターでの作図については、筆圧の弱さ等か

ら、まだ上手には描けず、指導を受けている状況であった。 

  

表 5-6 触図の触察作図状況 

 触察 

 

作図（レーズライタ

ーによる） 

その他 

児童 A（小 2） できる できる 浮出文字の触読がで

きる 

児童 B（小 2） 触ることにやや難があっ

たが改善中 

できない － 

生徒 C（中 1） できる できる 浮出文字の触読がで

きる 

 

⑤ 児童生徒による感覚代行ツールの活用の実態 

児童生徒が活用している感覚代行ツールについて表 5-7に示す。今回の事例の３名

は、通常の学級における一斉授業において、点字（文字）については点字ディスプレ

イや音声読み上げ機能を備えた PCを用いた学習は行っておらず、いずれの児童生徒も

点字タイプライタ（パーキンスブレイラー）ないしは点字板により、紙に点字を打ち

出して読むやり方をとっていた。児童Ａと生徒Ｃは点字タイプライタを常用し、点字

板も使用することがあるという状況であり、児童Ｂについては点字タイプライタのみ

を使用していた。 

また、作図については、３名共に、レーズライターを用いていた。 

なお、個別の指導においては、中学生の生徒Ｃは、PCによる漢字入力学習について、

スクリーンリーダーを用いて、文字の音声出力の補助により、漢字変換・入力行って

いた。児童Ｂは、PC上の音声出力付きの点字エディタにより、点字を打って、その文

字の音を出すことを行ったことがあった。また、学校以外で使用する感覚代行ツール

は、児童Ａと児童Ｂについては、自宅では学校で使用しているものと同じ点字タイプ

ライタのみであった。生徒Ｃは、自宅では DAISY 再生機を活用した読書を行い、点字
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ディスプレイとスクリーンリーダーを備えた PCでインターネットによる情報収集を

行っていた。 

 

表 5-7 児童生徒による感覚代行ツールの活用の実態 

 点字 触図 その他（音声） その他（自宅） 

児童 A（小

2） 

点 字 タ イプラ

イタ 

点字板 

レーズライター 

 

－ 点字タイプライタ

児童 B（小

2） 

点 字 タ イプラ

イタ 

レーズライター 音声出力付き点

字エディタ(PC) 

点字タイプライタ

生徒 C（中

1） 

点 字 タ イプラ

イタ 

点字板、点字 

レーズライター 

 

スクリーンリー

ダー(PC) 

点字タイプライタ

DAISY 再生機 

点字ディスプレイ

スクリーンリーダ

ー(PC) 

 

⑥ 教員等による感覚代行ツールの活用及び教材作成・提供の実態 

学校の授業で使用している教科書については、児童Ａと児童Ｂの場合は、学校で使

用している教科書が盲学校で採択されている教科書と同じなので、その文部科学省著

作点字教科書を使用していた。生徒Ｃの場合は、文部科学省著作点字教科書と同じ点

字教科書の他、盲学校で採択されていない教科書会社の教科書も用いているため、そ

れについては、視覚障害関連社会福祉法人等の点訳者に点訳を依頼して作成されたも

のを使用していた。 

学校での、その他の教材について、教員が授業や宿題、テストのプリントや補助教

材等の点字・触図印刷物を作成するために使用している感覚代行ツールの活用及び教

材作成の実態について表 5-8に示す。 

このような教材作成を担当する教員は、３名共に弱視特別支援学級の担任であった

が、児童Ｂについては、同担任が直接作成するのではなく、社会福祉法人の点字図書

室担当等、外部に作成を依頼して、提供を受けていた。より具体的には、同担任が、

近隣の福祉協議会点字図書担当者に原本を郵送し、点訳を依頼しており、点訳された

ものは、児童Ｂが使用する点字教材と共に、通常のプリントによる点字の行の下に通

常の文字の行がついたものも添えて郵送で送られてくる。その点訳に使用しているの

は、PC上の点字エディタ（Win-BES 使用）であり、点字は、その点字図書室の点字プ

リンタで打ち出している。また、その中に含まれる図についても、同様に、福祉協議

会点字図書担当者が、点図として作成（点図作成ソフトウェア EDEL 使用）し、点字プ

リンタで打ち出したものを郵送してもらっている。 

児童Ａと生徒Ｃについては、点字教材の作成については、主として同担任が点字タ

イプライタで作成する方式で行われていた。児童Ａと生徒Ｃの学校には点字プリンタ

があるが、主として使われているのは点字タイプライタであるとのことであった。触
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図については、生徒Ｃに関しては、同担任が点図作成ソフトを用いて作成し、点字プ

リンタ（点字と共に点図出力可能で、機種は ESA721）により出力される状況であった。

児童 Bについては、前述のように、立体コピー機を用いて、立体コピー形式の触図が

作成されていた。なお、児童Ｂの学校の点字プリンタは、点図の出力には対応してい

ない機種であった。 

その他、児童Ａは、国語について DAISY教科書を補足的に使用して授業を行ってい

た。生徒Ｃの漢字学習のためには、生徒が PC上でスクリーンリーダーを用いて音声で

文字を選択できるように、Microsoft Wordの電子データファイルとして、課題を用意

する対応をしていた。 

 

表 5-8 在籍学校での教員による感覚代行ツールの活用及び教材作成の実態 

＊下線は、教材作成において主として使用されているもの。 

 活用できる感覚代行ツール 作成する教材 

点字 触図 その他 

児童 A（小

2） 

点字タイプライタ 

点字板 

点字プリンタ（点字出

力のみ） 

点字エディタソフト 

 

レーズライタ

ー 

立体コピー機 

 

 

DAISY 再生機 

（国語教科書） 

授業プリント 

宿題 

テスト 

児童 B（小

2） 

点字タイプライタ 

点字板 

点字エディタソフト 

レーズライタ

ー 

 

音声出力付き点

字エディタ(PC) 

 

授業プリント 

宿題 

テスト 

＊ただし外部機関

による作成 

生徒 C（中

1） 

点字タイプライタ 

点字板 

点字プリンタ（点字・

点図出力可能） 

点字エディタソフト 

 

レーズライタ

ー 

点字プリンタ

（点字・点図

出力可能） 

点図作成ソフ

ト 

立体コピー機 

音声ワープロ 

スクリーンリー

ダー 

 

授業プリント 

宿題 

テスト 

 

⑦小・中学校の現場で困っていること 

 小・中学校の現場で困っていることを表 5-9に示す。児童Ａが在籍する小学校では、

触図（点図）作成ソフトに対応した点字プリンタが無いこと、次年度から開始される

理科、社会の教材準備と教材を用いた指導への不安があることがわかった。児童Ｂが

在籍する小学校では、点字プリンタが無いこと、教材以外の学校からのお知らせのプ
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リントの点訳、社会科の地図の作成形式・方法等が課題となっていた。生徒Ｃでは、

現在使用している点字タイプライタや点字プリンタの予備がないこと、教科学習にお

いて、数学・理科の指導におけるノウハウが不足していること、高校入試の際の配慮

内容が把握できていない等の問題が明らかになった。 

 なお、児童Ｂの場合、教材以外の点訳については、弱視特別支援学級担任が元デー

タをもらって、点字技能をもつ支援員に渡し、支援員が自動点訳をして作成している

とのことである。自動点訳は完璧なものではなく、レイアウトの崩れや点字の訳し間

違いもあることになるが、それでもこれまで点字で渡せなかったものを児童Ｂに提供

できることや時間的な都合等から、そうしているとのことであった。 

 

表 5-9 小・中学校の現場で困っていること 

 機器 教材 その他 

児童 A（小

2） 

触図（点図）作成

ソフトに対応した

点字プリンタが必

要 

次年度からの理科・社会

科の教材準備 

触図を作成できるプリン

タがない 

次年度からの社会・理科の指

導 

機器を購入する予算がない 

児童 B（小

2） 

点字プリンタが必

要 

社会科の地図 機器を購入する予算がない 

教材以外のプリント類の点訳

生徒 C（中

1） 

予備の点字タイプ

ライタ、予備の点

字プリンタが必要 

－ 高校入試の配慮内容に関する

情報 

数学・理科の指導に必要なノ

ウハウ 

 

 以上のような結果を踏まえ、次節では「感覚代行ツールの活用に関連した課題」、「今

後求められる感覚代行ツール」、「支援体制－小・中学校と盲学校の連携と小・中学校

の体制－」について考察する。 

 

（４）考察 

① 感覚代行ツールの活用に関連した課題 

ア．教科書について 

 小・中学校在籍の全盲児童生徒が学校で使用する教科書については、盲学校で採択

されている教科書と同じ教科書については、その点字教科書を用い、それ以外につい

ては、外部の視覚障害関連機関や点訳ボランティアグループに点訳・作成を依頼して

使用することが一般的だが、今回の事例でも同様であった。 

 ただし、盲学校で使用している文部科学省著作点字教科書は、盲児童生徒の特性に

配慮して、元にしている通常教科書の内容を一部変えて作成されている。また、その

中の図版についても、全てが触図（点図）とされているのではなく、盲児童生徒が学

習上必要あるいは有用と考えられるものが触図にされている。 

 従って、通常の学級で、盲児童生徒が他の児童生徒と共に、この点字教科書を用い
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て学習する場合は、通常の教科書と内容が違ったり、図版がなかったりするものにつ

いて配慮が必要な場合もあると考えられるが、今回の事例での児童Ｂの場合も、通常

の学級で児童Ｂのそばについている弱視特別支援学級担任は、それに配慮して指導し

ているとのことであった。 

 

イ．点字・触図教材の提供方法 

 授業で用いる教科書以外の点字・触図教材について、どのように用意しているかに

ついては、３名の児童生徒において違いがあった。 

 児童Ａと生徒Ｃの場合は、弱視特別支援学級担任が教材作成を行っていたが、児童

Ｂの場合は、外部に原本を郵送して作成を依頼していた。児童Ｂの場合、その作成形

式は、点字教材、触図教材共に、点字・点図出力可能な点字プリンタにより打ちださ

れたものであり、それが学校に送られてくるというかたちであった。児童Ａと生徒Ｃ

の場合、点字教材については共に弱視特別支援学級担任が点字タイプライタで作成し

ていたが、触図教材については、児童Ａの場合は主として立体コピー機によって、生

徒 Cの場合は主として点字・点図出力可能な点字プリンタによって作成されていた。 

  

ウ．点字・触図教材作成機器類の活用方法 

 児童Ｂの在籍学校には点字プリンタも立体コピー機もないので、外部に依頼する場

合は別としても、作成されたものを受け取るには、紙のかたちの点字・点図教材を郵

送してもらうしかないということのようであったが、もしも学校に点字・点図出力可

能な点字プリンタがあれば、外部機関から教材をデータとして送ってもらい、学校に

おいて点字プリンタで打ち出して点字や点図を作成するということも可能である。こ

のように、データを用いることの利点としては、データとしてやりとりすることによ

り郵送の手間を省くなどの作成・提供の効率化ということと共に、データのかたちで

点訳・触図化されたものを、弱視特別支援学級担任等が、さらに学習上有効と考えら

れるものに修正してから、紙のかたちの点字・触図にしたり、保存されたデータを再

利用するといったことも可能であるという点もある。 

 また、児童Ａと生徒Ｃの場合、点字教材については、学校に点字プリンタがありな

がら、主として点字タイプライタで作成するかたちをとっていた。これについては、

その弱視特別支援学級担任が、共に点字タイプライタで点字教材を作成することに習

熟しており、教材作成・提供に不都合がないということのようであったが、点字プリ

ンタが使用可能であれば、点字教材をデータとして作成して、適宜修正したり、保存

したデータを再利用したりすることも可能である。 

 在籍学校に点字プリンタがあるかどうかということに制約されるが、外部に教材作

成を依頼する場合も、在籍学校で教材を作成する場合も、データとして点字教材を作

成すれば、上記のような利点がある。 

 触図教材については、児童Ａの場合、学校にある点字プリンタは点図出力に対応し

ておらず、立体コピー機によって作成しており、学校としては点図出力に対応した点

字プリンタが欲しいとのことであった。点字プリンタでの点図出力の場合、専用の点

図作成ソフトによって点図をデータとして作成することになるが、その利点として、
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２．通常の学級に在籍する全盲児童の縦断的な学校生活の振り返り 

 

視覚活用の困難な児童生徒が通常の学校で学ぶ取組は、他の障害に先駆けて始まっ

ている。1970年代始めにから社会的な話題に上るようになった。 

その背景の一つの要因として、昭和 36 年の学校教育法の一部改正の影響が考えられ

る。つまり、改正前の学校教育法第 71条は、「盲学校、聾学校又は養護学校、それぞ

れ盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者に対して、幼稚園、小学

校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要

な知識、技能を授けることを目的とする」となっていた。それが昭和 36 年の改訂では

「盲者」の前に「強度の弱視者を含む」という文言が加えられた。これにより、盲者

の範囲が従前より広く捉えられることになった。さらに学校教育法第 71条の２が新た

に起こされ、「前条の盲者、聾者又は精神薄弱者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身

の故障の程度は、政令でこれを定める」ことになった。つまり、それまで文部次官通

達によっていた障害の程度を政令「学校教育法施行令」に格上げし、拘束力が強めら

れることになったのである 8)。この 36 年の改訂までは、比較的大らかだった障害があ

る児童生徒の通常学校への就学が、より厳格に行われるようになったといえる。その

ため、就学先の決定に関して、保護者や当事者の希望と教育委員会等との調整が困難

なケースが出てきて、通常の学校へ就学したケースについては、報道等で取り上げら

れたり、実践の記録が出版されるようになったりしてきたのである。 

現在、社会を取り巻く状況も変化し、インクルーシブ教育体制の構築が進められる

ようになった。視覚特別支援学校では、センター的機能の一環として、通常の学校で

学ぶ視覚に障害のある幼児児童生徒への支援にも積極的に取り組むようになってきて

いる。その中には全盲の幼児児童も対象となっている場合が少なくない。例えば、全

国盲学校普通教育連絡協議会による 2006 年の調査では、盲学校が支援している小学部

に在籍する視覚障害児は 595 名で、そのうちの 110名が全盲に分類される児童であっ
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た。そうした指導や支援に対応するために、各学校においては、ガイドブックやマニ

ュアルなどの作成なども進められてきている 9)。それらには、視覚特別支援学校にお

ける特別な指導内容や方法、あるいは、視覚に障害があるこどもへの一般的な配慮事

項が記載されている。しかし、子どもの成長に伴って変化する支援の在り方にまで言

及しているものは少ない。一方、1970～80年代に通常の学校で学んだ全盲児童の実践

記録等には、対象児童の成長過程や通常の学級の中での指導の工夫点等が、事例とし

て詳細にまとめられているものが少なくない 2) 10) 11) 12) 13) 15)。 

本稿では、社会情勢や学校の受け入れ体制も整いつつある近年における実態を把握

するために、小学校に在籍した経験のある保護者及び当事者に対して聞き取り調査を

行い、6 年間の小学校生活を振り返った。 

 

（１）方法  

通常の小学校に６年間在籍した経験のある当事者、及び保護者に対するインタビュ

ーによる情報収集を行うとともに、小学校６年間の学校生活期間中の学習の記録や作

品などの資料の提供を受けた。それらを基に、通常の学校での学習活動における配慮

点や望ましい支援等を整理した。 

 

（２）結果 

① 対象児童の概要 

 １歳１ヶ月で右眼摘出、２歳６ヶ月で左眼摘出により、全盲となる。就学まで地元

の保育園に４年間在籍。保育園では介助員はなかった。定期的に県立Ｃ盲学校幼稚部

で教育相談を受け、Ｄ福祉機関の幼児部門にも通った。平成 15 年度Ａ市立Ｂ小学校に

入学、平成 20年３月卒業。中学校は盲学校を選択した。 

 

② Ｂ小学校での６年間の生活 

 Ｂ小学校には、弱視学級在籍として入学した。弱視学級として、担任が１名配置さ

れた。実質的には一日の大半を弱視学級担任と共に「交流学級（通常級）」で生活し、

教科学習や特別活動に学級の一員として取り組んだ。弱視学級担任は、交流学級では

教材のサポートや学習活動の補助などの役割を担った。書写の時間などを使って、個

別の指導を行った。 

小学校在籍期間は、Ｅ盲学校及びＦ盲学校の教育相談（通級指導）を定期的に受け、

歩行指導や算盤指導、教材・教具の活用や貸し出しなどに関して支援を受けた。 

在籍していた小学校では、特別学級に籍を置くことになったために、特別学級独自

の活動や行事等もあるため、そのたびに親学級の授業が受けられなくなるといった事

態が生じた。その後、親学級主体の活動を行うことが理解され、６年生まで弱視学級

在籍の形態をとりながら、実質的には親学級の一員として学校生活を送った 

 

③学習活動の様子と変化 

 弱視学級在籍であったが、基本的には親学級で学級の児童と共に学年相応の教科等

の学習に取り組んで、６年間を過ごしてきた。とくに配慮が望まれると思われる事項
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・高学年の「地理」や「歴史」は、おもしろかった」。 

 

ウ．算数 

ア）計算への対応 

〈保護者からの聞き取り〉 

 低学年の計算学習は、教科書に即して暗算と筆算ではじめた。筆算はレーズライタ

ーを活用した。計算では実際に手指を使って操作できる教材や教具も利用した。学年

が上がるにつれて、多桁の加減算や乗法・除法では算盤も使うようになった。算盤は

低学年の個別の指導及び、盲学校での通級指導で学んだ。学年が上がるにつれて、算

盤の使用頻度が高くなり、計算の手段として基本的に算盤を用いるようになった。 

 

イ）図形への対応 

〈保護者からの聞き取り〉 

 就学前から、レーズライターを使って絵を描く練習を積み重ねてきており、小学校

入学後も、レーズライターを使ってたくさんの絵を描いた。レーズライターには、４

歳の頃から取り組んできており、描くことに抵抗はなかった。むしろ好きだった。 

立体的事物を触ってわかったことをレーズライターで平面的に表現することもした。

６年間、絵や図を描いたり、文字を書いたりする用具として活用した。 

算数の「角」の大きさを分度器と定規を使って表す活動などでは、角の書き方は容

易に理解できたが、点と点を正確に線で結ぶことができるようになるまで苦労した。  

〈本人からの聞き取り〉 

・レーズライターの不便なところは、間違ったところを消すことができないこと、用

紙の大きさが限定されている（Ａ４サイズ）こと、書いた線で用紙が切れてしまう

ことなどがあげられる。 

・レーズライターは、もっと大きい用紙や小さい用紙があると良かった。 

 

エ．理科への対応 

〈保護者からの聞き取り〉 

 理科の観察や実験も、低学年の頃からクラスで同じ内容の授業を受けてきた。 

家庭では、学習計画を事前に聞いておいて、学習に必要な基本動作や基本情報をあら

かじめ準備して、授業の時に戸惑わないように配慮した。学校の授業だけで習得でき

る内容は限られていたので、放課後等を利用して、近隣の社会教育施設や自然教育施

設などをよく利用し、学校での学習を補うように努めてきた。頻繁にそうした施設を

利用していたので施設の職員とも顔なじみになった。 

実験では、音声温度計や感光器などの器具を活用することにより、グループ活動の

中で主体的に取り組むことができた。 

高学年では、盲学校から植物や動物の点字本なども借りて読むことにより、知識を

広げることができた。 

〈本人からの聞き取り〉 

・高学年では、感光器などを使うことで実験に参加することができた。 
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