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障害者とコンピュータ利用教育研究会（MES）
1998年8月の会報　NO.97　
673-1421兵庫県加東郡社町山国2007
兵庫教育大学学校教育研究センター　naritas@ceser.hyogo-u.ac.jp
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■第97回MES例会のお知らせ
「特殊教育における教育工学の新しい展開」
　以下の日程で、教育工学研究会が開かれます。MES例会はこ
れと一緒に行います。参加は無料です。どうかご参加ください。
●日時：1998年７月29日（水）　9:00-17:00
●会場：国立特殊教育総合研究所　特殊教育情報センター　

１F会議室
　　　　〒239-0841　神奈川県横須賀市野比５ -１ -１
●担当：棟方哲弥（研究会委員）（国立特殊教育総合研究所・

教育工学研究部）
　　　　Tel. 0468-48-4121（内線372）　

 Fax. 0468-49-5563
　　　　munekatt@nise.go.jp
●アクセス
　JR横須賀線「久里浜駅」又は、京浜急行電鉄「京急久里浜駅」
下車（バス　約15分）「国立久里浜病院行」→「特殊教育研究所
前」下車スグ「野比海岸行」→終点下車　徒歩５分（タクシー）
ＪＲ久里浜駅から10分  京急久里浜駅から８分
より詳細な交通手段は、下でご覧いただけます。
　http://www.nise.go.jp/gaiyo/koutu.html

●プログラム
　9:00　開会：理事挨拶、ほか
　9:05～ 12:00　　午前の部
1）障害児教育工学とユニバーサルデザイン
　○松本廣（国立特殊教育総合研究所教育工学研究部）
2）障害児教育におけるインターネット利用研究：障害児学校・
　　学級ネットワーク「チャレンジキッズ」の活用
　○大杉成喜・太田容次・石部和人（滋賀大学教育学部附属養
　　護学校）
3）仮想空間における養護学校間のコミュニケーション支援の実
　践
　○村田育也(神戸大学大学院自然科学研究科)，
　　田実潔・岩崎正彦(神戸大学発達科学部附属養護学校)，
　　榊原淳(株式会社メディアフュージョン)
4）筋ジストロフィー症児に対するコンピュータを用いた自己効
　力感の形成
　○渡部親司（島根県立出雲養護学校）、成田滋（兵庫教育大学
　　学校教育センター）
5）情報弱者の情報教育に関する調査研究
　○柴若光昭（東京大学大学院教育学研究科）

6）CGによる手話画像生成とその教育応用
　○棚橋真・青木由直（北海道大学工学研究科）
7）親密度を統制した単語リストによる単語了解度試験とその教
育場面への応用
　○鈴木陽一（東北大学電気通信研究所／大学院情報科学研究
科）、近藤公久・天野成昭（NTT基礎研）、小澤賢司(山梨大学工
学部）、坂本修一・曽根敏夫（東北大学電気通信研究所／大学院
情報科学研究科）
8）特殊教育における効果的な放送教材作成技法
　○廣瀬正彦（こ・めでぃあセンター）
9）知的障害と新しい情報リテラシー
　○武富志郎（宮崎県立清武養護学校）
10）知的障害児教育へのVOCAの導入
　○坂井聡（香川大学教育学部附属養護学校）
11）障害児教育における電子教材教具、補償機器等の開発：養
護学校および盲学校を例とした現状と課題
○佐々木忠之（茨城大学教育学部）
12）知的障害児教育における教材ソフトウェア開発の実際
○中村修（弘前大学教育学部附属養護学校）、西沢勝則（青森県
立弘前第二養護学校）
13）歌遊びを題材にしたマルチメディア教材とその指導
　○大野裕子（名古屋市立小碓小学校）
14）認知特性に基づく情報提示様式を用いた作業学習CAI
　○太田実（静岡県立静岡北養護学校）
1 5 ）特殊教育におけるコンピュータを用いた評価技法
（technology based assessment）の研究
○東原文子（聖徳大学）
16）障害児者における人工現実感「オルタナティブ・リアリティ」
の教育応用
　○棟方哲弥・沖田善光・小孫康平・中村均（国立特殊教育総
合研究所）、詫間晋平（東京学芸大学）

http://www.ceser.hyogo-u.ac.jp/narita/mes/mes.html
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http://www.ceser.hyogo-u.ac.jp/narita/home.html


2

　　　　　　
　　　　　
　　

■第100回記念例会の予告
　障害者とコンピュータ利用教育研究会(MES)の例会も回を重ね
て11月で100回を迎えます。ついては以下の要領で例会を開く
計画です。現在、実行委員会を作って準備しています。どうか、
ご家族でおこしください。
●日時　1998年 11月 28日(土) 午後 1時 -5時
●会場　アップルコンピュータ株式会社セミナールーム
　〒163-1480　東京都新宿区西新宿 3-20-2
　東京オペラシティタワー
●記念例会プログラム
1:00-3:00pm　実践紹介
　・Mac利用の障害児教育の実践紹介
　・子どもと親による熱中ソフトの紹介
　・協賛各社の新製品などの紹介
　・MES 自作教材集CD-ROM98の紹介
　・市販教材の紹介
3:00-4:30pm　懇親パーティとオークション
　・参加者やユーザーグループの紹介
　・新製品などの提供とオークション
●協賛企業
　アップルコンピュータ株式会社
　島津理化機械株式会社
　日立デジタル平凡社株式会社
　アクセスインタナショナル株式会社（交渉中）
　両毛システムズ株式会社（交渉中）
　ヤノ電器株式会社（交渉中）
　株式会社アスキー（交渉中）
　株式会社ビー・エヌ・エヌ（交渉中）

■MES 自作教材集CD-ROM98の教材募集
　MES自作教材集CD-
ROM98は来年の3月よ
り配布する予定で、現
在これに収録する自作
教材を募集しておりま
す。提供の締め切りは
11月末です。どうかお
寄せください。
　今度のCD_ROMもハ
イ ブ リ ッ ド 版 で 、
MacintoshとWindowsの
両方で使えます。97年
版と同様に教育目的のために非売品となりますが、送料などの
実費はユーザーからいただき、これを基金とし増版や次作の教
材制作に使いたいと考えております。どうか周りの方々に声を
かけてくださり、このCD-ROMを活用されるようお勧めくださ
い。なお、97年版も増刷りしてあります。枚数や送付先の住所
を明記してお申し込みください。
●申し込み先: 〒 673-1421　 兵庫県加東郡社町山国 2007
　兵庫教育大学学校教育研究センター
　成田研究室内MES事務局 　osugi@net135.or.jp　または　

　naritas@ceser.hyogo-u.ac.jp 　
　NiftySERVE: HGA01651　または　MGH00175 　　　　　　　
　障害者とコンピュータ利用教育研究会のホームページ: 　
　http://www.ceser.hyogo-u.ac.jp/narita/mes/mes.html

■POEM 98 in ASOのご案内
～思い出して
みませんか伝
える楽しさを
～
　 マ ル チ メ
ディアのパー
テ ィ ー
「POEM '98 in
ASO」をご案
内 い た し ま
す。本年8月6
日（木）及び7
日（金）の２日間で以下の通りPOEM '98 in ASOを開催します。
詳細内容は，以下のURLで随時更新中です。また，申し込みも
受け付けております。http://www.ace.or.jp
http://www.ace.or.jp/shibu/kyushu/poem98/
開催日時：平成10年 8月 6日（木）12:30～ 17:00

　（受付開始　12:00）
NET Day in POEM

　　　　　8月7日（金）10:00～ 16:35（受付開始9:30）
　　　POEM '98 in ASO
会場：グリーンピア南阿蘇（〒869-1412熊本県阿蘇郡久木野村
久石4411-9）
　　　　　http://www.coda.or.jp/̃greenpia
　　　　　tel:09676-7-2131(代)　fax:09676-7-2130
主催：教育とコンピュータ利用研究会（AC E）　h t t p : / /
www.ace.or.jp
共催：（社）日本教育工学振興会（JAPET）　　http://japet.or.jp
　　　　　KARRN(九州地域研究ネットワーク)協会　

　　http://www.karrn.ad.jp/
申込方法：http://www.ace.or.jpからの直接申込
　　　　　下記ＦＡＸ参加申込書による申込の他，
　　　　　電子メール，郵便でも受け付けています。
申込先　：教育とコンピュータ利用研究会九州支部事務局
　　　　　〒860　熊本県熊本市上熊本２丁目2-24-206 有限会社
キャン内
　　　　　FAX:096-311-1114　E-mail:ACE@can.co.jp
【１日目】平成10年 8月 6日（木）　NET Day in POEM
12：00　受付開始（ロビー前）
12：30　作業ミーティング
12：40　ネットワーク敷設，機材セッティング，リハーサル
16：00　幹事会
17：00　作業終了
18：00　情報交換会
20：00　終了（１日目）

MES 自作教材集CD-ROM98の教材

POEM 98 in ASO
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【２日目】平成10年 8月 7日（金）　POEM 98 in ASO
09：30　受付開始（ロビー前）
　　　　　企業展示
　　　　　こどものじんち
10：00　開催挨拶　教育とコンピュータ利用研究会
10：20　基調講演　もう始まっています，未来の教室
 　　　　「マルチメディアで学校革命」　鈴木敏恵氏
　未来の学校デザインを提言し，10年を迎える。「授業はプレゼ
ン」をキーワードに，テレビ出演や，コンピュータネットワー
ク関係の講演会で全国を飛び回る，新進気鋭の建築家。未来型
学び舎「相洋インテリジェントセンター21」をはじめ，これか
らのマルチメディア対応の学校を，数多く設計する。詳しい紹
介は，氏のホームページを参照されたし。
　　　　　http://ux01.so-net.or.jp/̃s-toshie/index.html
 　　　　　(株)横浜建築研究所　教育システム部長

■第96回関西例会の報告
　７月４日の阪神養護学校で開催した例会は、参加者は30名を
越えていて盛況でした。参加者の自己紹介のあとに次のような
プログラムが続きました。
1.　自作教材の紹介（兵教大生　霜出氏）
○「トーキングねこちゃん」岩国養護学校の先生が制作された
ソフトで、いろいろな動物や物の名前を発声してくれます。市
販ソフト以上に画像が美しく、特にモーフィング技術を使った、
猫の口の変化は優れ物です。
○「動物園へ行こう」筑後養護学校の小宮先生の自作です。ヒ
ントをもとに何の動物かを当てるソフトです。楽しい工夫が
いっぱいしてありました。
2.　市販教材の紹介（兵教大院生　村川氏）
○「シムパーク」これは公園づくりです。木を植えたり、動物
を住まわせたり・・・
○「ランドセル５年生」各教科の学習が楽しくできます。
3.　ホームページ紹介（奈良工業高校　筱氏 & 府立盲学校　中
島氏）
　http://www.nara-edu.ac.jp/̃nths/
　http://www.osf.sumiyoshi.osaka.jp

4.　遊んでいるうちに力がついちゃった（ことば共育センター　
鈴木氏）

　なんといってもこの日のメインは、鈴木先生の講演会でした。
これまでの共育実践を、教え子や保護者の方と一緒になって、話
されました。マッキントッシュのあっと驚く賢い使い方は鈴木
先生ならではのものでした。
5.　KABCの紹介（兵教大　院生　西谷）
　認知処理過程を生かした学習というテーマで、KABCの簡単
な紹介と、同時処理、継時処理の特徴を生かした学習例の話で
した。
6.　パソコンバンクの案内（パソコンバンク幹事　山平氏）
　http://www.ceser.hyogo-u.ac.jp/narita/pcbank97/pcbank.html
7.　ソフト紹介（滋賀大附属養護　太田氏）
　遊べる百科事典「ポムダビワールド」これは、3,980円と買い
やすい値段のわりに、子どもが楽しめる優れた教育用ソフトで
す。５カ国語対応でwin & macのハイブリッド版です。この教
材はこの会報のあとで紹介してあります。
　参加していただいた皆様、ありがとうございました。　
（レポータ：西谷　淳　兵庫教育大学大学院　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a-nishi@jungle.or.jp）

■第96回関東例会の報告
　今回は、国立横浜大学附属養護学校を会場に例会を行いまし
た。会場準備の同校、根立先生ありがとうございました。当日
は、根立・林・熊谷・永田・安永・宮田・宮下・舞園・佐原と
いった常連の他に小村(足利中央養護)・丸田(横浜市立洋光台第二
小学校)さんと常連保護者&生徒１組の参加と相成りました。
　まずは、熊谷さんより「ジャストキッズももんがクラブ」で
す。月１回の通信教材のようなものです。いろいろなイベント
がありますが、「恐竜合わせ」はUFOキャッチャー風でむずか
しいものでした。「すいか割り」の形式で「外国語」「うんち（イ
ライラ棒風の数数え）」「へんてこてこてこ（犀の角が筍だった
ら七夕になる」というものがあり、親が機能設定をできるので
すが、ForParentsには「お便り」「補足」「宣伝」「まなびっち」「設
定」という設定があります。
　続いて、宮下さんから「ジオメターズ・スケッチパッド(The
Geometer's Sketchpad)Ver.3.0J」の紹介です。三角形の面積の公式
など。図形がスライドさせられる。簡単なものから、難しい定

第96回関西例会で講演される鈴木先生

第96回関西例会の様子
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理までできる。マルチメディア版指導。反転したのが反応する。
　久々参加の安永さんからは｢ひとりでかえるもん」0.6.2から
0.6.3へのVersion UPの方法です。
「自動販売機」
・価格改定--その一　カード情報のスクリプトを110から120に
変える｡
　　　　　　その二　アイコンの表示を改変する。
　　　　　　その三　バージョン情報のフィールドを変える。
「自動券売機」
・価格改定--Optionを押しながら､取り消しを押すと価格が出る。
それをクリックすると10円単位で上がっていく。根立さんから
は、いま横国附属養護では、「ペパークラフトプラレール」（JR
編と私鉄編がある。いずれもTOMYより）「Ｎゲージワールド」
(TOMY)が流行っているということでした。
　佐原は発表する予定はなかったのですが、TEC用に買い込ん
だソフトウェアを持っていたのが運の尽きで、そのなかの「あ
そんでかんじ」(学研/3,700円)を、その場で紹介することになり
ました。いくつかイベントがありますが、実際に参加者のGく
んにやってもらうと「ゴーゴーかんじレース」というのが盛り
上がりました。このソフト、面白いのが漢字選考の基準で、学
習指導要領に沿っていなくて、小１(はさすがに全部)～４の中か
ら120文字を選んでいます。
　林さんからは、フリーウェアの「Husya HusyaSpecial」を紹介
してもらいました。風車が、Macのマイクに息を吹きかけると
その強さによって良く回るというものです。（安原さん
KeietuYasuhara /kyasu@sda.att.ne.jp ）という方が作ったものです。
難聴の子の発声などで使えるという感想がありました。続いて
「SndPicker」はアプリケーション中の音ファイルをシステムサウ
ンドに変換することができるフリーウェアです。また、おなじ
み中野さんの「mimitabLite1.31」を紹介して下さいました。ラン
チャーモードとメモ帳モード、があり、みみたぶ形とかいくつ
かの付箋を画面の左右におけるというものです。1,000円のシェ
アウェアで、登録前は、３つまでし
か作成することができません。次
回の８月は夏休みです。（報告者　
佐原恒一郎　千葉県立市川養護学
校　GEC02532)

■第95回関東例会の報告
　6月の例会は小雨が降る６月１３
日に筑波大学付属大塚養護学校で
行われました。今回の参加メン
バーは大塚養護学校から永田先生、
宮本先生、ハードのプロ笹野さんとハイパーカードの達人東原
先生、映像関係で有名な野中さん、大塚養護の授業を見て興味
が参加された小倉さん、そしていつものメンバーから林先生、熊
谷先生、栃木県から私、宮田と新顔の小村先生が参加されまし
た。
　自己紹介の中から今後の研修会の案内がいろいろありました
ので紹介します。興味があったら参加してみてください。
・障害児コンピューターフェスタ
　　静岡医療福祉センター・７月25日（土）10時～15時
　　障害児用ソフト・入力装置の紹介など

　（主催者からインテリキーに詳しい人がいたら講師を頼みたい
とのことです）
・THE MAGICAL TOYBOX
　　東京都立光明養護学校・8月1日（土）～2日（日）
・マルチメディアのパーティー「POEM 98 IN ASO」
　　グリーンピア南阿蘇（熊本県阿蘇群）・8月6日（木）～7日
（金）
　そのほかに熊谷先生から5/30の日本教育新聞にMESの記事が
載っていたとのことで、持っていらしていたので読ませてもら
いました。永田先生からは、大塚養護学校の正木先生と協力し
てつくった修学旅行のしおりを見せていただきました。佐渡へ
行くとのことで写真がたくさん使ってあり、とてもきれいに仕
上がっていました。カラープリンターで印刷したので時間がか
かったそうです。
　林先生からいくつか本の紹介がありました。こちらはみなさ
んお馴染みの肢体不自由教育（日本肢体不自由児協会出版）と
いう雑誌で、今回は135号（AAC特集）を紹介していただきま
した。次の136号では安永先生の記事が載るとのことでした。も
う一冊はFEDHANで話題になった「アメリカ障害児教育の魅
力」です。学苑社から出版されていて1400円です。とてもよい
本だという評判です。読んでみてください。
　自己紹介のあと、まず宮本先生から発表していただきました。
「ミッキーはがきスタジオ」というソフトを使って、子ども達と
実習先の先輩に手紙を書いているとのことでした。このソフト
はディズニーのキャラクターを使って手紙を書けるのはもちろ
ん、デジカメで撮った写真なども使えるとのことで自由度の高
いソフトになっています。
　熊谷先生はいろいろなマイクを紹介していただきました。ま
ずヘッドセットです。これはヘッドホンのように頭にかけて使
用するマイクです。通常なら4,000円ぐらいなのですが、T-ZONE
でなんと500円で売っていたそうです。もう一つは骨動マイク
です。これはイヤホンのように耳に入れて使うもので、マイク

が気になって発表会の劇などで上手に
しゃべれない子どもに使えるとのことで
した。しかし骨動マイクは骨の動きで声
を拾うので音がこもるのだそうです。紹
介してもらったものはあまり感度がよく
ないとのことで4,000円ぐらいだそうで
す。いいものは30,000円ぐらいするそう
です。
　続いて笹野さんから新しいスイッチを
紹介していただきました。「ラッチ・ア
ンド・タイマー」です。スイッチを一定
時間押し続けないと「ON」にならないも

のです。時間は0.1秒～12秒まで設定できて、スイッチの中を
いじるとさらに設定が変えられるそうです。タイマー機能も付
いていて、こっちは0.1秒から25.6秒まで設定できるそうです。
実際に子犬のおもちゃで実験したところ見事に成功しました。
緊張が強くて連続してスイッチを押してしまう子の訓練にかな
り有効に思いました。詳しくは笹野さんのホームページまで
（www.geocities.co.jp/siliconvalley/1954/)。
　最後に宮田が紹介しました。ジャストシステムの「ももんが
クラブ」（ハイブリット版）です。3.4.5歳コースと6.7.8歳コー

笹野さんのホームページ
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スの２種類があり、学研の科学と学習のように１ヶ月に１回教
材が家に届きます。なかはCD－ROMが入っていて、遊びなが
ら学べるソフトが５本入っています。価格は 2,800 円です。
ちょっと高めですが、通常の教材のように壊れてしまったり、本
のようにぼろぼろにならず何度も使えるのがいいのだそうです
（ジャストシステムの見解）。
　例会後、一同サテライトホテルに移動して、バイキングでお
いしい食事と雑談に花を咲かせました（レポーター：宮田宜浩
今市養護学校　RXN02604)

■自閉症児を連れてアメリカ　
     佐藤恵利子・佐藤裕　札幌市　ysato@execpc.com
乗　馬
●ケンタッキー州へ
　米国暮らしもあと１か月余りを残すばかりという時期に、私
はケンタッキー州のレキシントンという街で開催される学会で
口頭発表するよう教授に命じられた。家族も同伴するよう勧め
られたので、我が家のオンボロ車で往復2400kmのドライブに出
発することにした。　
　ケンタッキーといえばフライドチキンだが、世界でも有数の
競争馬の産地でもある。州内に入ると、ケンタッキーブルーグ
ラスが風になびく牧場が広がり、そこで草をはむ馬の姿を頻繁
に見ることができる。北海道の日高にもこういう風景があった
ことを思い出した。
　仕事が目的の旅ではあったが、私達には大きな目標があった。
それは乗馬である。最近日本
でも乗馬療法という心身障
害者向けの新しいセラピー
が北海道浦河町で本格的に
始まったが、米国はその先進国である。ケンタッキーほどの馬
の産地ならば、自閉症児の乗馬をサポートしてくれるホース
パークがあるに違いないとふんだわけである。
●ホースパーク
　しかし私達は事前に十分な情報を入手することができなかっ
た。それでとにかく一番大きくて有名なケンタッキーホース
パークにとりあえず行くことにした。 　思った通り、初心者向け
の乗馬ツアーがあったが、障害者をサポートしているかどうか
は入り口でもらったパンフレットだけでは分からない。そこで
乗馬ツアー発券窓口の係員に聞いてみた。
「私達は乗馬初心者のうえに、この子は自閉症で知的発達障害児
で馬に乗れるかどうかも分かりません。こんな私達でも乗馬ツ
アーに参加できるでしょうか？」「初心者であることは全く問題
ありません。自閉症のお子さんについては、トライしてみるし
かないでしょう。もし馬にも乗れない状態だったら、キャンセ
ルすれば良いのです。その場合は料金（一人10ドル）をお返し
しますよ。トライしてみますか？」「はい。挑戦してみます。」
●乗馬経験
　こうしてテピも乗馬ツアーに参加することになった。実はテ
ピの乗馬体験はこれが初めてではない。彼が小学校2年生のと
きに札幌市のおもちゃ図書館主催の乗馬キャンプ（北海道浦河
町）に参加したことがあるのだ。このときは馬を怖がって一人
で乗ることはきなかった（当時５歳のヨピは一人で乗った）の
だが、恵利子と一緒だと喜んで馬にまたがり3日間にわたる乗

馬体験を楽しんだとのこと。
　しかし今回の乗馬ツアーは一人で馬に乗らなければならない
し、所用時間も50分と長い。しかも20人程度のグループによる
ツアーだから、単独行動は取れないし融通も
ききそうにない。ヘルメットの着用も拒否するだろう。そう考
えると乗馬ツアーに参加することはとても無謀なことのように
思えてきた。でも、だめだったらキャンセルすればよいのだ。気
楽に行こう、と私は自分に言い聞かせた。
●事前調査票
　切符とともに渡された事前調査票には、障害の有無とそれに
よって起こりうる事態を書く欄があった。そこに私はテピが自
閉症児であり、馬に乗ることを怖がるかもしれないこと、乗れ
たとしても50分間乗り続けるのは難しいこと、ときどき大きな
声を出して馬をびっくりさせるかもしれないこと、ヘルメット
の着用を拒絶するかもしれないことなどを書き込んだ。
　ツアーが始まるまでの時間、私と恵利子はテピにパンフレッ
トや売店などにある乗馬の写真や絵を見せながら「馬に乗ろう
ね。」と何度も言い聞かせた。しかし、それを聞くテピは無表情
だった。
　ツアー開始時刻になると、カウボーイ姿の係員が参加者達か
ら事前調査票を回収し始めた。ただ回収しているだけのように
見えたので、私は調査票を手渡す際に係員に言った。
「この子は自閉症で知的発達障害児です。馬に乗れるかどうかは
分かりません。サポートが必要です。だめだったらキャンセル
します。」「ＯＫ！」

　何がOKなんだか、
この係員は本当に事
態が飲み込めていん
だろうかと私は不安

にな
った。しかし伝えるべきことは伝えた、後はテピ次第だと覚悟
を決めた。
●ヘルメット
　次はヘルメットの装着だが、義務というわけではないらしく、
希望者だけにヘルメットを配っている。テピに無理にヘルメッ
トを装着させてかんしゃくでも起こされたら元も子もないから、
これはパスしようと一瞬思った。しかし、落馬の危険性も十分
あると考えてやはり被らせることにする。案の定テピは被るの
を嫌がったが、抵抗は思ったほど大きくなく、彼はしぶしぶヘ
ルメットを受け入れた。「これ被ると頭がかゆくてもかけないか
らねえ」とヨピがつぶやく。
●馬上のテピ
　馬が次々と馬屋から出てきて、係員は参加者の体型を見なが
ら馬を指定していく。ヨピが乗り、恵利子が乗り、参加者の大
半が馬にまたがったとき、係員は背の高い馬を連れてきて私に
乗れという。馬に不満はないが、テピを残して私が先に乗り込
むわけにはいかないので、私は訴えた。「この子にはサポートが
必要です。彼が無事乗ることができるまで、私は乗りません。」
　係員は奥に引き返し、大人しそうな馬を連れて来て、テピを
指さした。「テピ、馬に乗るんだよ。ほらお母さんもヨピもああ
して乗っているだろう。」私がそう言いながらテピの肩を軽く押
して馬に近づけようとしたとき、テピは「いやー！」と言って
一瞬後ずさりして抵抗した。しかし、私がもう一度声をかける
と大人しく馬に近づいてくれた。
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　近くで見ると、馬は本当に大きい。テピの左足をなんとかあ
ぶみに入れて、おしりを持ち上げるようにして鞍の上に押し上
げると、テピはすとんと馬にまたがることができた。驚いたこ
とにこの時彼は全く怖がらなかったし、抵抗もしなかった。緊
張した面もちながらも馬上できちんとした姿勢を保つテピの姿
は、私の知っているテピではないように思えた。

(この原稿は、佐藤氏より掲載の許諾をいただいております。「ア
メリカの障害児教育の魅力」が学苑社より発行されています。事
務局)

■パソコンバンクコーナー
●嬉しい便り　　
            (以下は、バンクに寄せられた便りです。紹介します。)
　私たちの神戸市立小学校の障害児学級の１学期もこの１週間
で無事終了いたします。この学期は寄贈いただいたパソコンで
それぞれの児童の学習がずいぶんと向上したことをご報告して
おきます。３年生のE子さんは「お買いもの」の画面でおつり
の計算ができるようになりました。同じく３年生のY子さんは
「くらべっこ」の画面で数字を覚えたり図形の学習に興味を持っ
てくれるようになりました。１年生のRさんはポンキッキの「か
ぞえてポン」に入っている「一本でもにんじん」に興味を示し、
タッチパネルを使用して楽しんでくれています。最近は「あい
うえお」の画面にも興味を持ちはじめ、クリック操作が少しの
補助でできるようになってきました。どの子も学習にはあまり
興味を持ってくれなかったのですがパソコンの画面に興味を持
ち、授業が成立するようになって本当に喜んでおります。
　中でも３年生のY君について少し詳しくご報告します。自閉
傾向のあるY君は当初クリック操作がうまくできなかったので
パソコンには全く興味がありませんでした。ところがタッチパ
ネルをさわることでパソコンに大変興味を持ってくれるように
なりました。もともと数字に強いY君、「数並べ」というソフト
が大変気に入り、ある日突然クリック操作のこつを会得してま
すます「数並べ」が好きになりました。それ以来、毎日１時間
程度は一人で「数並べ」「ひらがな絵本」「かんじ絵本」などを
次々と楽しみ集中できることが一つ増えました。この姿を参観
された保護者も、Y君の集中ぶりに目を丸くして驚き、喜ばれ
ておりました。
　そこでまたまた恐縮ですが、パソコンバンクに寄贈依頼の登
録をさせていただきたいのです。前述のY君が好きなことに集
中している姿に感激された保護者が家庭にも是非ともパソコン
が欲しいとの話題を持ち出されましたが、Y君をかしらに３人
兄弟の家庭では購入する余裕もあまりないけれど・・というこ
とでパソコンバンクを紹介したのです。Y君のためにはどんな
ことでも最優先させている、大変教育熱心なご両親の強い願い
ですので私もご無理を申し上げようと考えました。どうぞよろ
しくお願いします。(前田俊幸　龍野市　PXE00631@nifty.ne.jp)

●自閉症の対応ソフト
　前田俊幸　龍野市　PXE00631@nifty.ne.jp
　加藤さん、はじめまして　パソコンバンクの前田と申します。
以下の質問にお答えします。
>自閉傾向の遅れがあると言われた６歳になる男児を対象とした

教材を紹介ください。
>１）win95用のソフトの内容
>２）価格
>３）入手方法等
>宜しくお願い申しあげます。
　私は現在16歳の自閉児の親です。パソコンソフトで遊ぶこと
から発語に至った経験がありますが、ご存じのように自閉とい
う障害は個有の症状とか、問題行動でひとくくりにできないの
が特徴かと思います。パソコンは能力の低い子供にとっても集
中しやすく、教材として特徴的なものがあります。自閉児に適
したソフト、といっても例えばものの名を覚える訓練をしたい
のか、自分のしたことに対する機械の反応があるのがいいのか、
また本人がマウスの操作ができるのかなどと要求と本人の能力
にフィットしたものを選ぶ必要があります。場合によってはパ
ソコンによらない方がよい場合さえあるかも知れません。
　今までにバンクのかかわった親から寄せられた報告をとりあ
えずご報告します。本人が喜んだもの、又は役に立ったもので
す。
・「らすたぁちゃんとあそぼ」；開発・販売　ホンダキャラックス
・「ことばとあそぼ！モグドンのぼうけん」；開発　東京書籍
・「ポンキッキーズ」１～４
・「ちびっこくらぶ」；販売　がくげい，tel 06-365-5315、fax 06-
365-5316
・「カルロとたんけん”どうぶつ”」；製作　日本 IBM
・「カルロとたんけん”うみのなかま”」；製作　日本 IBM
４．y君（８才、精神発達遅滞、愛の手帳３度（軽度））
　・「よーいどん」；販売　テイチク
　　はじめは自分の出来る範囲の部屋から遊んでいましたが、
徐々に興味を広げて、苦手だった部屋にも自ら喜々として挑戦
を繰り返し、気がついたら全てマスターしておりました。
　・「マックスとまりーかいものにいく」；ジャストシステム、tel
03-5412-3939、06-886-9300、0886-55-8300
　・「オルゴット」”赤ちゃんの部屋”
５．T君（６才、自閉症、中程度）
　　（非常に気に入った）
　・「 みんなであそぼ」  （有）インフィニシス
　・「 スヌーピー」    ピーナッツ
　・「 おばちゃんとぼくと」  （株）ＢＮＮ
　・「 ポンキッキーズシリーズもじもじワープロ・かぞえてポ
ン・ならべてマウス
   ・どっきんリズム 」   （株）ジャストシステム
　・「 ザークジャングル探検」のパズル   （有）インフィニシ
ス
　・「さんすうゲーム」  （株）インタープログ
　・「キッドピックス」   （株）インタープログ
　　（気に入った）
　・ゲーム「シムシティ」   イマジニア（株）
　・MESの 95年版と96年版
　・リトルモンスターがっこへいく  （株）インタープログ
　・きかんしゃトーマス   （株）バンダイ・デジタル・エンター
テイメント
６．I君（５才、自閉的傾向、
　・「ちびっこくらぶ」；販売　がくげい，tel 06-365-5315、fax 06-
365-5316  お金の種類と使い方、交通ルール、トイレの男女マー
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クの違いなどいろいろ
と楽しみながら覚えていきました。　　　　　　　　　　　　
　ご参考になれば幸いです。ただし、中にはWinで動かないも
のがある可能性もありますのでご注意下さい。またこのほかに、
教師や親の作ったソフト（フリーウェア）もあります。

■市販ツールの紹介
　岩井宏氏　兵庫教育大学大学院障害児教育講座　
　m97305k@students.hyogo-u.ac.jp
●ボードメーカー3.0
　ボードメーカーは、Mayer-Johnson CompanyのPicture Commu-
nication Symbol(PCS)を含んだビットマップ・クリップアートラ
イブラリーです。作図ウインドウ（Draw Window)と、シンボル
検索ウインドウ（Symbol Finder Window)で構成されており、以
下の特徴を有しています。
・カラーと白黒のシンボルを選択することができる。
・シンボル検索ウインドウ上では、シンボルに言葉を二つまで
書き込むことができ
る。
・シンボル検索ウインドウ上では、シンボル検索機能がある。
・作図ウインドウ上では、シンボルの上に自由に書き込むため
のツールがある。
・シンボルのサイズ変更ができる。

・新しいシンボルを追加
保存することができる。

   PCS インデックスに含
まれるシンボルには、以
下の項目と、その下位カ
テゴリーに分類されて納
められています。それぞ
れの下位カテゴリーの後

ろのカッコ内の数は、その下位カテゴリーに収納されているシ
ンボル数です。
・会話［一般的な（101）,コミュニケーション(25),比較(6),ゲー
ム(19), テレビ(9),買い物(13)］
・人物［一般的な(121), 顔(40), 家族(14), 宗教(14), キャラクター
(38),体(8)］
・動詞［一般的な(453), 掃除(25), 料理(26), 身だしなみ(40)］
・表現［一般的な(152), 比較(15), 気持ち(39), 味(7), 天気(6)］
食べ物［一般的な(107), 飲み物(46), 果物(17), 肉(24), サンドイッ
チ(12), お菓子
・(47), 野菜(25)］
・レジャー［一般的な(109), 美術(10), 賞(6), トランプ(8), 楽器(13)
, 歌(20), 遊具(6),
水泳(9), おもちゃ(55)］
・名詞［動物(70), 体(35), 掃除(37), トランプ衣類 /アクセサリー
(80), コンピュータ(34), 入れ物(66), 園芸(36), 身だしなみ(48), 健
康(119), パーティー(52), 家(32), 台所(76), その他(173), 事務用品
(26), 場所(141), 宗教(32), 学校(18), セックス(30), 乗り物(29), 仕
事(46)］
・その他［一般的な(85), アルファベット(27), 色(15), 曜日(8), 記
念日 /パーティー

(35), 月(13), 数字(18), 形(9)］
・日本［日本(67), お金(9), ひらがな(80)］

ボードメーカーの使用方法の一例
　Speaking Dynamicaly Pro（以下SDPと略）と同時使用すること
で、VOCA(Voice Output Communication Aid)のコミュニケーショ
ン・エイドの作成が容易になります。障害の種別、程度に応じ
てシンボル、走査方法、入力装置を選択することで、アクセシ
ビリティーを高めることができます。
ハードウェア環境
　Macintoshh用のBoardmakerでは、ハードディスク17MB以上、
RAM6MB以上、OS7以上が必要です。また、他のアプリケーショ
ンと同時使用するのであれば、もっと必要になります。
　Windows用のBoardmakerでは、ハードディスク17MB以上、
英語版でRAM4MB以上、Windows3.1あるいはWindows95が必
要です。また、他のアプリケーションと同時使用するのであれ
ば、もっと必要になります。

■自作教材の紹介
●「反対ことば」
　ハイパーカードで作られた絵と音で反対語を学ぶ教材です。
素朴な味がでてい
ます。誰でも簡単
に使えるのがみそ
です。
　作成者　富山県
高岡市立こまどり
養護学校(肢体不
自由)　0766-21-
5071
　教諭　盤若一樹
　協力者　教諭　
朝野康子

■市販教材の紹介
●カルロとわくわくインターネット
　対象年令5才以上の子どもへの、わかりやすいインターネッ
トの紹介教材です。はじめてのインターネット、のぞいてイン
ターネット、カルロのじけんぼ、インターネット体験の5つの
モジュールから成ります。不思議キャットのカルロが案内役で
す。インターネット用語
の解説、ブラウザーの使
い方、インターネットの
体験、6種類のゲームが
ついています。ハイブ
リッド版で2,600円です。
　発売元　日本 IBM 社
　03-3586-1111

●スヌーピーの英語大好
き
　PEANUTSでおなじみスヌーピーやチャーリーブラウンたちが
繰り広げるストーリーをとおして、楽しみながら英語力をつけ

ボードメーカー
反対ことば

カルロとたんけん
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るゲームやアニメー
ションがたくさんあり
ます。子どもから大人
まで年令を問わず英語
に興味のある人におす
すめです。クリックし
てみられるギミックが
150以上、1000単語の図
解入り英英、英和辞典、
ネイティブな発音で読
み上げるセンテンス付き、各3段階のレベルに分かれた7つの創
作学習ゲーム、など大人も十分楽しめますが、、、耳慣れない人
には難しい問題もあります。ハイブリッド版で4,600円です。
　発売元　NECインターチャネル社　03-5440-0762

●ポムダピワールド --へんしんするものあつまれ
　これはフランスで一番人気のあるといわれる子ども雑誌「ポ
ムダピ」から生まれた遊べる百科事典です。さなぎがチョウに、
ミルクがチーズに、短い影が長い影になどなど、身の回りに変
身するものをあつめてアニメーションでつぎつぎに紹介してい

きます。作って探し
て集めるゲーム、話
の理解クイズなども
あります。3才位か
らの子どもに読ませ
たい絵本です。ハイ
ブリッド版で3,980
円です。
　発売元　メディア
ファクトリー　03-
5472-8441　

■皆さんからのお便り

●何という勤務条件の違い
　成沢真介　岡山養護学校　DZD14726@nifty.ne.jp
８月に福岡で心理リハビリテイションのキャンプ（７泊８日）に
参加します。養護学校の現場に来て、動作法や各技法、パソコ
ンの重要性を痛感しています。特殊学級では来なかった各研修
の案内がたくさん学校にきます。様々な研修があることすら知
らずに多くの特殊学級担任は日々に追われています。何という
勤務条件の違いだろうかと思っています。在学中にパソコンを
少しでもやって本当に良かったです。

●キネックスのOS8.1対応について
　小黒直明　神戸市立友生養護学校高等部　SmallBlack@aol.com
　神戸友生の小黒です。キネックスを使われているみなさんは、
御存じであると思ってここにはかかなかったのですが、垂水の
大前先生に知らない同じようになる人も
いるかも知れないよ。と叱られましたのでメールを書いていま
す。
　実は、キネックス（3.5.2-J？）の最新バージョンをMacOS8.1

でスキャンモードで操作させると音声スキャンのビープ音がき
れてうまく鳴らなくなります。それを知らずにOS8.1 にバー
ジョンアップしたためにOS8.0にもどしました。その時に、そ
の機種独自の機能拡張、コンパネ（モデムやソフトの）を回復
していなくて、いろいろ不都合が出て苦労しました。
　このビープ音がきれてうまく鳴らなくなる事については、
アップルディスアビリティ、Don Jhonston社も認めて下さったよ
うです。また、私だけかも知れませんが、オンスクリーンモー
ドでもやっぱり、音声が切れてしまいます。キネックスを使わ
れている方は、しばらくはOS8.1にバージョンアップするのは
控えたほうがよさそうです。また、キネックスを学校で実践さ
れている方、作成されたボードや使用するにあたって工夫され
ている事等情報交換してくださればありがたいです。よろしく
お願いします。

●障害児者地域療育等支援事業
　山平 喜一郎　明石市　k-yamahr@psn.or.jp
　家族の交通事故のために、５週間にわたった娘の施設での
ショートステイも終わりました。異なった環境の中でよくがん
ばったと思います。日中は学校に通えたことと週末は家庭で過
ごしたことで、ストレスを溜め込まずに済んだのではないかと
思っております。ショートステイ先から通学できることを今回
初めて知りました。お世話になった施設の方や担任の先生方の
尽力によって実現し、非常に幸運であったと感謝しております。
　このようなことが可能であるということは最初の2週間にお
世話になった加西市の「希望の郷」のコーディネータ大西さん
という方から教えていただきました。平成８年４月より「障害
者プラン」に基づき全国で整備が始まった「障害児者地域療育
等支援事業」を利用したということのようです。
　兵庫県下では「希望の郷」の他に姫路市の「白鳥園（ルネス
花北）」、西宮市の「砂子療育園」、上郡町の「愛心園」が実施施
設として指定を受けています。福祉の後退という声も聞かれま
すが、前進している面もあることを知り、勉強になりました。

　　　                           以上です。来月号をお楽しみに。

ポムダピワールド

第96回関西例会での山平さん親子

スヌーピー
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