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■ 100回記念例会とコンピュータ活
用法研修会のお礼
　実行委員長　大杉成喜　osugi@net135.or.jp
　MES代表　成田　滋   naritas@ceser.hyogo-u.ac.jp
　障害者とコンピュータ利用教育研究会が設立されて、
今年は10年目にあたります。去る11月 28日にで例会は
100回を迎えました。これを記念しさらなる活動の輪を
広げるために沢山の方々にお集まりいただきました。
アップル社はじめ多くの企業に協賛いただけたのは幸い
でした。
　この例会では、親子によるMacintosh利用の障害児教
育の実践紹介、今年度も刊行した「自作教材集CD-
ROM98」のデモ、さらに協賛各社による新しい製品の
紹介などをしていただきました。協賛各社には紹介して
いただく製品のオークションも盛況裏に終わりました。
100回の節目にあたり、小さな活動を地道に続けるとい
う会の方針のもとで、さらなら活動の輪を広げてまいる
ことを誓い、研究会を代表してお礼といたします。
　

■MES関東102回例会のお知らせ
   佐原恒一郎 　teketeke@mb.infoweb.ne.jp
　●期日　平成11年 1月 9日(土)14:00～ 17:00
　次回、１月のMES関東例会を以下の日程で行います。
初の試みで「秋葉原裏街道巡り」と題しまして秋葉原電
気街のトイスイッチ用の部品を売っている店とか、Mac
用の非常に「ディープ」で「怪しげ」な店の探索です。
ナビゲーターはおなじみの笹野さんがつとめてください
ます。
　「秋葉原」は「ラ○ックス」とか「T-○ one」という

「普通の店」しか知らないという方、「トイスイッチ」の
部品とかを集めたいんだけどどこで売っているんだか、
知らないという方、「怪しい雰囲気を体験したい」(^^)方、
ぜひご参加ください。
　衝動買いに耐えられるだけの現金(そういう店では
カードはたいてい使えない)を持って来ることをおすす
めします(^^)。家庭内でもめない程度の額にしてくださ
いね。
　●集合場所　JR秋葉原駅の「電気街口」改札を出て
右折した宝くじ売場やスケボー少年の遊ぶ公園の見える
あたり14:30までには集合場所から移動してしまいます
ので参加する方はメールをください。私及び確実に参加

するメンバーの携帯の番号をお知らせします。
　●目標　冬なのでアロハというわけにはいきませんの
でブレザーに「The Ventures」の黒帽子をかぶっている
人(私)を目指してください。私がその日病気だったら ...
どうしましょうかねぇ ...。
　●交通　土曜日の秋葉原は10時台でないと駐車場に
入庫するのが30～ 60分はかかります。電車がベストで
すが、どうしても車でという人は12時台には秋葉原に
到着し、駐車場に入庫してください。なお、土曜日でも
秋葉原のメインである万世橋通りは正午から「歩行者天
国」になる場合があります。個人的な感想では、駐車場
料金が高い分「ラ○ックス」の駐車場(コンピュータ館
の少し先にある)は 30分待ちくらいで入庫できる場合が
多いようです。
　●内容　「ディープな(^^)店」巡り
　　　　　　　　　　

■研修報告
●学習障害(LD)学会報告
　西谷　淳　兵庫教育大学大学院障害児教育講座
　a-nishi@jungle.or.jp
　11月 1日から3日まで、筑波大学で第7回LD学会が
開催されました。印象に残ったことを報告します。一日
目の午前は山口薫先生の講演で、「特殊教育は場による
ものではなく、援助でありサービスである」「通常学級
に在籍しながら、特別の指導を受ける場合10人に1人
の教員を配置することができることになった」ことを話
されました。
　午後からはマンチェスター大学のエインスコー教授の
講演がありました。エインスコー教授の、「LD児は学校
において、LDを体験しているのだ」「学習困難ではなく
教授困難なのではないか」という言葉は印象的でした。
たしかに学習障害という用語では、本人の問題であっ
て、関わる側の問題ではないような印象がありますが、
実は逆なのではないかという発想は、障害児教育につい
て考えるとき重要な点だと思います。
　二日目の「学習障害にどのような援助ができるか」の
シンポジウムでは、気になる子についての校内検討委員
会の必要性がかなり出ていました。多くの学校で、気に
なる子（支援を必要とする子）についての話し合いは
時々もたれていることと思いますが、組織として、シス
テムとしてきちんと取り組むことで、かなりの成果があ
がるということでした。校内検討委員会で対応した上
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で、必要なケースについては専門家のスーパーバイズを
受けるという取り組み（LD巡回指導)を東京の南浦小学
校の先生が報告されました。LD児にだけ対応するので
はなく、星和台小のように「どの子も援助を必要として
いるかもしれないという視点」が大切だと思います。た
だ、通級指導教室の担当者と担任とのミーティングの時
間がなかなかとれなかったり、様々な機関との連携や調
整が、重要な割には、実際にはなかなかできていない点
も浮かんできたようです。
　また、このLD学会で、LDの中核的な症状としては、
読み障害、書字障害、算数障害の３つであることが何度
も指摘されたことも重要な点だと思います。もちろん、
社会性や行動上の問題についての議論もありました。
　三日目は、LD教育研修会でした。上野先生の講演の
後は、WISC-3のコマーシャルを聞いているような気も
しました。それでも、WISC-RとKABCとWISC-3のそ
れぞれの特徴や違いが、わかりやすく説明されましたの
で、僕としては興味深いものでした。　

● IEPの研修会に参加して
　猶原秀明　 豊中養護学校　shumay@ce.mbn.or.jp
　IEPの講習会に行ってきました。大阪養護教育振興会
主催の講演です。藍野学院介護福祉学科学科長で大阪教
育大学非常勤講師の栗谷玲子先生の講演です。先生は、
以前、茨木養護学校の校長でした。次の点をお話されま
した。

「障害児教育における IEPの活用」
　　１ .　IEP（個別教育計画）とは

　　２ .　IEPの作成、実践、評価
　　３ .　IEPの作成（working）
　１では、ノーマリゼーション志向の重視や、
親の参加という話がありました。しかし、こ
れはアメリカの契約社会でのやり方で、日本
ではあわないところがあるということも言っ
ておられました。では、どうするのかという
話はありませんでした。親の、教育への平等
な参加については言っておられました。専門
家の参加については、なし。（このあたりのこ
とがもっと聞きたかったが）
　２では、具体的な作成方法と作成するにあ
たっての細かい注意などがありました。一人
一人の子供にファイルを用意し、情報を載せ
る。その子にかかわる教師と家族全員が定期
的に必ずこれを見、検討することが必要。課
題設定の原則や、それを達成していく方法に
ついて説明していました。
　３では、実際に今自分がかかわっている子
供を思い出して、いろいろなチェックリスト
や表に実態、指導計画、課題設定などを記入
していきました。専門家や親の参加に付いて
質問しましたが、学校の閉鎖性を何とかしな
ければならないという話はありましたが、で
は実際にどうしていったらよいのかと言うと
ころはありませんでした。課題設定のしかた

や、項目の書き方についての話が大部分でした。

■論壇
●教育で機器（パソコン）が疎んじられるのはなぜか。
　加藤浩之　hirokato@apionet.or.jp
・教師自信、教育機器を使って学習したことがない。
　今までひたすらノートとペンで自己開発を行ってきた
という自己欺瞞にあふれている。
・便利さを忌み嫌い、手作業を重んじる意識に浸ってい
る。
　便利さ＝自動化に教育意味を見いだせない。社会文化
も子ども文化も自動化になっているのに学校教育におい
ては自動化を否定する。
・学校職務にゆとりがない。と言い訳する。
　機器の有効性を肯定しているが研修するゆとりがない
と言う。学校にゆとりがないのは事実。しかし、それに
よって研修できないと言うのは怠慢からくる言い訳とし
か聞こえない。もっと自分の職務に自己投資すべき。
・HACKER＝おたくを人間的、精神的堕落と決めつけて
いる。
　とじこもりは人間形成として負なのか。一人でじっく
りと学ぶ。そういう態度も教育では形成したい。そうい
う個人学びから成功した例は枚挙に暇がない。
・機器＝思考の収束＝ロボット化＝人間的冷たさと決め
つけている。
　かなり傲慢な思考である。一定の仕事を確実にこなす
機械が学習者のそばにあるとどんなメリットがあるの
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か。回り道な行為を必要としない、最も単純明快に援助
をしてくれる学習の道具となる。
・個別学習を否定する。
　もちろん、人間社会は集団社会である。集団での人間
形成や学びも必要だが、自己を見つめ、自己による、自
己開発の学習機会が見落とされてはならない。個別学習
を否定し、常に集団教育のみを行えば、個、独特の発想
やよさを失う結果になる。
・具体的操作として物やカード（タイル）による認める
のに、パソコン内でのオブジェクト操作による思考は否
定する。
　テレネットワークを理解しようとしない教師の怠慢か
らくる言い訳である。パソコンモニター内の操作は不便
なのか。そういう教師は、ただ慣れていない＝自己開発
していないだけである。黒板とチョークが最も学習に適
しているのか。例えば、ネットワーク
システムでは、個々の思考を教室前方
の大型スクリーンに映し出し、また
は、モニター内ウィンドウに映し出
し、それに対し個人や集団で学ぶこと
もできるのある。
・新たな技術開発に関心が低く、昔か
ら慣れ、親しみ、オーソドックスなス
タイルから抜け出せない。
　飛行機や携帯電話やインターネット
があふれている時代に、なぜ、学校の
教室だけが100年も変わらないのか。
ノートとペンによる学び＝教科書に頼
る学びから抜け出せられないからであ
る。そういう教師は、仮に教科書をペンをなくしたとし
たらはたして教育が創造できるのか。現代の多価値化、
高度情報化の時代に、そういうオーソドックスな＝教師
一人よがりの教育に子どもたちを縛りつけようとするか
ら、学級崩壊現象も起こるのである。今、私たち教師は
英知を結集して、子どもから見た「学び」を想像すると
きなのである。

●教育の現実と仮想とは何か
　加藤浩之　hirokato@apionet.or.jp
　パソコンにお金を使ったシュミレーションが出てく
る。「これはダメ！」と否定する教師がいる。障害児教
育では、A) 偽物より本物で、B) より現実の場に近いも
のを学習材や学習環境にすべしと言う。そして、仮想空
間を否定し、現実での学びを礼賛する。例えば、「お金
は本物を使って教育せよ。」と言い、画用紙やパソコン
内で作ったお金での学習を否定する。その理由は”子ど
もの発達に即しているから”と言う。では、問う。
　教室で、本物のお金を使って金額を数える学習が現実
なのか。お金を店舗で実際に支払うことを想定して（目
標として）教室内でお金の計算をすること、それ自体、
仮想空間での学びではないか。そういう仮想空間という
前提であれば、本物のお金を使っても、それは、すで
に、疑似的な学習なのではないのか。こういう疑似的な
学習を重ね、現実場面でも使えるようにすることが教育

ではないのか。
　では、また問う。
　常に障害児教育はそういう現実社会の場だけを学習空
間とするのか。能力の低い子どもは、仮想空間での生活
や学習は必要ないと否定するのか。
　我々人間は、誰でも現実の中にあって仮想と密接に関
わりながら生きている。例えば、自分の考えを相手に伝
える、言葉を話すというコミュニケーション。まず、初
めに、相手に何を伝えたいのか、思考をめぐらし、言葉
として発声している。その思考という行為は現実なので
あろうか。いや、思考＝仮想なのである。頭の中に仮想
して思い浮かべることにより、思いを文字に表すことが
できる。頭の中に仮想して思い浮かべることにより、思
いを絵に表すことができる。頭の中に仮想して思い浮か
べることにより、数量として思考できる。頭の中に仮想

して思い浮かべることにより、未来
に起こる一定時間の計画を立てるこ
とができる。頭の中に仮想して思い
浮かべることにより、インターネッ
トの先の人を人としてとらえること
ができるのである。
　以上、教育における現実と仮想は、
その関係は非常に密であり、絡み
合っており、
どこからが現実で、どこからが仮想
なのかはっきりとしていないのでは
ないかと考える。だから、実物なの
か、偽物なのかは、教室での学びに
おいては問題ではない。実物は本物

に近いという意味で現実社会生活に直接響く学びとなる
であろうし、偽物（抽象物）も抽象思考を助ける有効な
学習材となると言えるのである。障害児教育において、
手順カードや写真やビデオを使うと認知が高くなるとい
うのも、それらによって思考が抽象化（仮想化）される
からである。

●「MES CD-ROM」、「仮想と現実」、「疎んじられるパ
ソコン」
　山平喜一郎　明石市　k-yamahr@psn.ne.jp
　「MES CD-ROM」、「仮想と現実」、「疎んじられるパソ
コン」の力作3点、拝見しました。キーボードから入力
できなくなるというパソコンの故障と、シンポジウムの
発表で東京に行っておりまして、返信が遅くなりました
が、私の感想を述べさせていただきます。
　第一印象は、肩に力が入り過ぎていると思いました。
加藤さんが教育熱心であることはよく解っております
し、パソコンを活用されていることも知っております。
物事をある一面から見れば、おっしゃることは全てご
もっともでしょう。しかしながらその全体像を正しく理
解するには色々な角度から見ていく必要があります。4
本の煙突があっても、見る角度によっては1本にも2本
にも3本にも見えます。イソップ物語に、象を触って認
識しようとする目の見えない人の話がありましたね。そ
れも同じような寓話です。
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　加藤さんの目指す教育の目的とは何でしょうか？子供
たちを幸せにする、少なくとも子供たちの成長を支援す
ることではないでしょうか。パソコンはそのためのひと
つの道具に過ぎないのであって、それで全てが解決でき
るわけではないと思います。
　パソコンを拒絶する教師がいるのであれば、その理由
を聞いてみてはいかがですか？その方がパソコンの知識
がないために拒絶しているのであれば、一度使い方と子
供が喜びそうな使いやすいソフトを説明してあげればど
うでしょう。もしその先生が子供に対する愛情があるの
であれば、必ずや心理的な壁を乗り越えて、パソコンと
いう道具も使ってみようとするはずです。
　このMLの参加しているお母さん方はもともとパソコ
ンが使えていたわけではなく、子供たちへの愛情でパソ
コンを使いこなしているのです。それが教師にできない
訳はありません。このMLに最も多くのメールを送信し
ているあの島田美鈴さんですら、ついこの前まで「メー
ル恐怖症」で、メールの送信ができなかったのです。そ
れを乗り越えさせたのは、子供たちに対する愛情であろ
うと推察します。
　もしその教師に子供たちに対する愛情がないのであれ
ば、愛情を持てるような気持ちにさせることが、非常に
難しいと思いますが、まず第一であると思います。また
ひょっとしたら自宅でパソコンを使っていて、MESの
CDーROMも持っているかも知れません。それで使いづ
らいという評価をしているかもしれません。わが家の智
美さんはジャケットは気に入っていますが、中味は使お
うとしません。キッドピクス等に比べると手続きが多く
て理解しにくいのです。それも一面の真理なのです。
　人は得意なものはやりますが、苦手なのもはできれば
避けようとします。ところが共通の道具としてある一定
の率を超えると、全員がやらざるを得なくなります。企
業ではパソコンもE-mailも電話やFAXやコピーと同じ
ように使えないとやっていけない道具の一つになってい
ます。会議の連絡から慶弔連絡、電話帳も全てパソコン
の中にしかありません。書類のやりとりも大部分はパソ
コンです。女子社員から社長まで、どんなにいやがって
いた人も今では全員が使っています。使えない人は社員
として存在できなくなっているのです。
　「100匹目の猿」の話はご存じでしょう。学校でも間も
なくそうなります。あせる必要はありません。本物のお
金を使おうが、仮想的なものであろうが、その子供に
とって幸せになる方向であれば、何でもよいのではない
ですか。重度で動くことすらできない子供には、まずは

笑顔が生まれるようなことをしてやりたいですね。お金
とは無縁の、手のぬくもりやハートが大切でしょう。
　子供たちを幸せにするには、教師全員が上手にパソコ
ンを使えばよいわけですから、機会をとらえては、まだ
パソコンを使いこなせない教師に使い方の指導をすれば
良いのではないでしょうか。

●疎んじられるパソコン　
　前田俊幸　龍野市　PXE00631@nifty.ne.jp
　加藤さんのエッセイ的論文を拝見して、この手の論議
に、学ぶ立場がちょっと忘れられているのではないかと
思います。哲也を相手にするとき、「これが君にとって
一番理解しやすい教え方かい？」ということを常に自問
している毎日です。自閉の子供は視覚に強い、空間に強
く時間に弱い、といわれます。どんな子供にもパソコン
は有効か？質問には、私も素直に肯定はできません。

「やってみなきゃわからない」と答えるでしょう。
　その子が理解しやすい形での教え方があると思うので
す。ノートと黒板で、書いてあることをイメージして理
解していける子供は伝統的な手法でいけるでしょう。そ
うでない子供にどう教えるか？伝統的な方法では非常に
困難だったことがコンピュータで可能になったと言うだ
けのことなのではないでしょうか。それを適用できる
か、あるいは適用しようと言う気になるかどうが、パソ
コンに対する行動にでてくるだけ（教師の力量？）のこ
とではないかと思うのです。同じ文字をコンピュータは
苦もなく何度でも書いてくれます。哲也はこれでひらが
なをマスターしました。人間の先生にはできません。哲
也は、崩した字は別のものとして認識します。いつでも
同じフォントを見せることで、安定します。このあた
り、障害児と正面から取り組んだ経験のあるなしは、大
きなギャップだと思います。
　お金についてもありましたが、店でものを買うにはお
金がいること、たくさん出せばお釣りがもらえること、
これだけ知ってれば買い物はできますよ。全部でいくら
かわからなくても。彼らは自動車やテレビをほしがった
りしませんもの。現実に即しているのは子供に１万円札
を与えること、という変な結果になりますが、これを実
行した人もいます。これが現実的か非現実的か、皆さん
はどう思われますか？

●仮想と現実　
　島田美鈴　東京都　BXS03332@nifty.ne.jp
　学童クラブ懇親会の忘年会に行ってきました。11月始
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めのバーベキューが大成功だったので、今度はこの忘年
会になったわけです。 学童クラブのお部屋を使いまし
た。お寿司と焼き鳥をメインに、ビール飲みながらビン
ゴゲームもやって楽しい会でした。子育てと仕事の両立
の苦労話や学童クラブの運営に関する行政問題や学校で
の個人面談で担任の先生の言葉に傷ついて悩んでいる話
や、いろいろ。お父さん方もいらして和気あいあいと実
に盛り上がりました。後片づけも大人同士が手早く分担
してやったので、とてもスムースにいきました。皆、こ
んなおしゃべりのできる場を求めていたことがわかりま
した。今度はお別れ遠足の準備係になりそうです。
　さて、加藤さんのメールを読んで、先生の世界も大変
だなあと思いました。お金の計算は知的障害のある子は
皆むずかしいですね。うちの子もだめです。MES100回
例会で私もお金の計算ができるよう工夫されたソフトを
見て、いいなあと思いました。市販ソフトで、お金の計
算が身につくようなものがないかと探しています。親の
私としては、普段の買い物で経験を重ね場数を増やして
やりながら、パソコンも併用させるのが理想です。最近
まで一緒に買い物に行くと品物を選ぶのがうれしいだけ
で、金額的な認識はありませんでした。
　学校の算数では百の位の数字の足し算をひっ算でスラ
スラできる子ですが、
生活の場での応用が
ききません。担任の
先生からも指摘され
ており、それからは
意識的に買い物をし
ています。(結構めん
どうくさいのですよ、
これが）たとえば、
今夜は豚汁を作ろう
か、何がいる？と私
が聞き、本人が「大
根！」とか言い、売
り場で選ばせ、私が
いくら？と必ず聞い
て値段の札を読ませ
る、といった繰り返
しです。品物には値
段がある、とやっと
認識してくれました。レジで財布からお金を選ばせる、
となると並んでいる人の迷惑になりますのでまだあまり
実践していませんが、今はせっせとメニューの食材クイ
ズと値段読みを楽しんでいます。
　学校では、毎日10円玉とか100円玉とか10円玉二個
とか、財布に入れて持たせたお金をこづかい帳につける
時間があります。お金を束にして数え（うちの息子はこ
れもむずかしい）10円 10個で100円、とかを理解させ
たり、学級の遠足前には近くの店におやつを買いに行く
時間をつくったり、郵便局に預金にも行っています。先
生方がお金の管理を含めた実践を重視しているのがわか
ります。それでもお金関係の応用力が弱いので、パソコ
ン学習ソフトを助っ人に使いたいのです。

　ですから、私としてはオーソドックスなやり方もいい
と思っています。両方のいいところを学校で、とはいき
ませんでしょうか？障害児教育でのパソコン利用の有用
性はもう当然ですし、加藤さんの近くのパソコン否定の
先生には、何か初心者が喜びそうな楽しいソフトを用意
して、「ま、先生、これやってくださいよ、楽しいです
よお」とまずは親しんでもらう。意外とそんなタイプの
人の方が、ハマりやすいかもしれませんよ。
　

■CD-ROM98を使って
●CD-ROM98の感想
　加藤浩之　鳥取県中山小学校　hirokato@apionet.or.jp
　昨日「MES自作教材集CD-ROM'98」が届きました。
毎年思うのですが、編集・配送等たいへんな仕事量だと
思います。ご苦労様です。さっそく、子どもたちと使っ
てみました。
　本学級の子どもたちは、シュミレーションものが好
きなので、「ミスタードーナッツを買いに行こう」「かい
てんずし」「きゅうしょくなあに」をしました。CDの裏
表紙をみて、「これがしたーい」と言ったものです。子
どもたちは「ドーナッツ」では「トライ」の意味にとま
どい、「かいてんずし」では大きな口にまゆをしかめ

「きゅうしょく」では同じおかずばか
りをえらび・・・、ととまどいもあり
ましたがとにかく大喜びでした。もち
ろんこういうソフトはその学校のその
子どもたちの学習に合わせて作ってあ
るので指導の意図があらわれて当然だ
と思います。
　ただ、そのソフトから日常の学習へ
のヒントや発想が生まれることができ
たらと思っています。もちろん、その
まま普段の学習に使えるものがあった
らとってもラッキーですが。職員室で
紹介したら「こんなの、使えるものっ
てないでしょ！！」という声もありま
すから「だから！これをヒントに発想
を膨らませるんです！！」と少し、声
高になりました。あ、こういうところ
にパソコンを拒絶する教師の原因があ
るのだなと思いました。そういう教員

に限ってパソコン自体もさわられません。全然、パソコ
ン使ってないのに、うわべで判断するのには困ります。

■エッセイ
●智美の卒業後の進路
　山平喜一郎　明石市　k-yamahr@psn.ne.jp
　次女智美は現在高等部三年生。来春は卒業となります
ので、その進路を決めなければなりません。今月末には
進路の第一希望、第二希望を提出し、それに基づいて学
校、施設、保護者、本人の調整会議があるようです。最
後の機会ですので、昨日家内といっしょに施設見学に行

MES自作教材CD-ROM’98
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きました。急なお願いだったのですが、学校から施設ま
で進路担当の先生が案内して下さり、各施設では施設長
がていねいに説明して下さいました。
　見学しましたのは、明石市保健福祉部が運営している
木の根学園・授産施設、同・更生施設、親の会が運営す
る双葉作業所（設置主体は明石市社会福祉協議会）の三
箇所です。当初は木の根学園だけの予定だったのです
が、先生からの提案で急遽双葉作業所も見せていただき
ました。
　木の根学園は立派な建物に広い運動場もあり、授産50
名、更生50名の定員に対して、職員14名、14名の体制
で、作業内容もそれぞれ5～６種類あり、通所者に適し
た作業を考えているようです。現在定員はいっぱいです
が、来年の四月に隣接地に入所施設ができて移る人が出
ますので、入所できそうです。授産施設の方にも比較的
重い障害の人もおり、障害の程度では授産施設と更生
施設でかなりラップしているようです。
　双葉作業所は定員19名に対して、3名の指導員で、作
業内容は箸入れ（箸の袋に箸を入れて束ねる）が主体で
す。指導員の方の明るさと熱意が感じられました。町の
中にあって、作業時間が木の根学園より長いようです。
建物はプレハブ風でした。
　全体的な印象ですが、障害者を受け入れる施設はかな
り充実してきたなと思いました。ここまで来るには多く
の方々の努力があったと推察しましす。特に木の根学園
は神大附属養護学校、明石養護学校、ゆりかご園（肢体
不自由児通園施設）に隣接しており、来春入所施設「大
地の家」が完成すれば、この辺りは明石市の福祉ゾーン
というイメージです。前には石が谷公園や中央体育館が
あり、環境のよい所です。神戸市のしあわせの村には遠
く及びませんが、それなりに福祉施設が整ってきたかな
という感じがしました。学校と施設がよく連絡をとり
あっているようですし、希望を出せばどこかに受け入れ
てもらえそうなので安心しました。
　まとめますと、明石市における知的障害
児の進路は、重い方から更生施設、授産施
設、作業所、一般企業となっています。3
種類の施設は、障害の程度としてはかなり
重複した人達を受け入れていますし、これ
からもますますそういう方向に進みそうで
す。すなわち、障害者の側からすれば、選
択肢が増える方向です。

●学齢期の問題
　島田美鈴   東京都　BXS03332@nifty.ne.jp
　新宿区手をつなぐ親の会では、学齢児をもつ会員を対
象にアンケート調査をしました。全国的な問題なのかも
しれませんが、学齢児の親の「会離れ」が深刻です。35
年の会の歴史の中で、知的障害児の通える学校や卒業後
働く場所の整備とか自立に向けて通勤寮や生活寮とか
作ってきた実績があります。その時の親たちは現在、親
亡き後の問題とか年を重ねてきている障害者や親たちの
老齢化にまつわる問題にも取り組んでいます。
　とても大切な問題ではありますが、学齢期の子をもつ

会員にとってはやはりまだピンときにくい問題です。ま
たライフスタイルもずいぶん変わり、仕事を持つ母親も
増えてきていますし、余暇の過ごし方もさまざまです。
　学齢児の親からは何のための親の会か、という議論は
前から出ており、もっと身近な会にするためにまずは有
志によってアンケートが作られ、学齢期の問題を模索し
ました。アンケート調査は設問がむずかしいですね。そ
れによって引き出される回答やその内容、ニュアンスが
かなり違ってくるように思います。

1)　放課後は家で過ごすことが多い。（テレビ、ビデオ、
テレビゲームが圧倒的に多い）
2)　療育・遊びのプログラムの送迎の負担が大きすぎ
る。（送迎は母親が圧倒的に多く、あとは身内に頼って
いる）
3)　社会参加はパートタイムでの仕事が多い。（社会参
加をするにしても送迎などで時間の余裕がない）
4)　親が急病とかでこどもの面倒を一時見られなくなっ
た時は、身内を頼っている人が多いが、公的援助も求め
ている。
5)　親が健在の間は同居、またはグループホームを希望
する人が多い。（亡き後は、グループホームまたは施設
または本人の家で誰かのケアーを受けながらを希望する
人など三等分に分かれた）
6)　 施設の人気は今一つ、グループホームの関心、人気
は高い。
7)　すべてにおいて、情報不足を感じている人は多い。
以上ですが、「手をつなぐ」を原点にやっていきたいな
あと思います。

●今日驚いたことがありました
　山平喜一郎　明石市　k-yamahr@psn.or.jp　
　今日驚いたことがありました。智美がパソコンでキッ
ドピックスの画面に向かっており、画面の下にはアル

ファベットがありました。このような場合、
これまでは「ともみのとは？」と聞いてお
りました。そうしますと、プルダウンメ
ニューの「どうぐばこ」をクリックし、「ス
ペインごにする」→「にほんごにする」と
切り替えて、「と」を選択し、画面中に

「と」のスタンプを押していきます。このこ
とにより、一連の操作と「と」という文字
を認識していることを確認しておりました。
　今日は別の文字で聞いてみようと思い、

（ゆうこ；妹の）「ゆは？」と聞きましたところ「U」を
クリックしたのです。「ええっ」と思いましたが、
ひょっとしたら、と考えまして、「Pは」、「Oは」、「A
は」と聞いていきますと、いずれも正解。これまでアル
ファベットは「J」と「R」だけ識別できておりました。
それは新幹線や電車が好きで、そこにはJRの文字があ
るから自分で覚えたのです。「日本語が満足にできない
のに英語ができる訳がない」という先入観がありまし
て、これまで家庭でアルファベットを教えたことはあり
ませんでした。たぶん学校でも習っていないはずです
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（聞いてみます）。可能性があるとすれば、キッドピック
スの「えいご」の文字スタンプです。クリックすると音
がでますので、それを繰り返すうちに文字と音の対応が
でき、音から文字を選択できるようになったのではない
かと思われます。
　智美は、私が休みの時は車でどこかに出かけられる
と思い込んでおり、「クルマ、クルマ」と言ってパソコ
ンの前から離れてしまいましたので、今日はそれ以上テ
ストできませんでした。また明日にでもどこまでアル
ファベットを理解できているのか、繰り返し試してみた
いと思います。
　このことに限らず、時々智美の理解力やよく気がつく
こと、あるいは思いやりの気持ちに驚かされることがあ
り、障害をもった子供たちは、本当はもっといろんなこ
とができるのではないかと改めて思いました。それをど
うすれば引き出してやることができるのかは、教育の課
題ですが、この例のようにそれぞれの子供の内にある成
長していこうとする力をコンピュータという道具を使っ
て自由に発揮させることがひとつの有効な方法であると
思われます。

■障害児コンピュータへの取り組み
　前田卿子　静岡医療福祉センター　
wbs09029@mail.wbs.ne.jp
　私は、静岡医療福祉センター児童部の小児神経科医で
す。静岡医療福祉センター児童部は、肢体不自由児施設
で、脳性麻痺などの運動障害や、精神発達に遅れの見ら
れるこども達のリハビリを中心とした医療を行っていま
す。
　私がこども達にコンピュータを教えたいと思った動機
は、Ｈ8年に沖縄の脳性麻痺の青年のNHKの福祉番組
を見て、コンピュータが障害者の生活を大きく変えるこ
とが出来るんだと感動したことが始まりです。彼は、移
動も食事も更衣も全介助ですが、マウスを工夫して、コ
ンピュータグラフィクスで素敵な絵を書いて個展を開い
たり、将来彼のデザインで沖縄の着物を作ったり、就労
につなげていきたいと報じられていました。近視の人が
眼鏡をかけて不自由がなくなるように、上肢機能や言語
機能に障害がある方にとって、字や絵を書いたり、コ
ミュニケーションの道具としてコンピュータは有用で
す。
　静岡医療福祉センターでは、H9年2月に訓練用に
マッキントッシュコンピュータを3台購入し、3月より
コンピュータ訓練を開始しました。コンピューター訓練
は、医師、言語療法士、作業療法士、理学療法士が当セ
ンターでは、約10名が指導にあたっています。入院、
外来合わせ約70名がコンピューター訓練を行っていま
すが、97年 11月に調査した段階では自宅でコンピュー
タ所有例は20例、インターネット使用例は4例のみで
した。当センターでのコンピュータ使用例は、重度の上
肢機能障害や精神発達遅滞の症例が多く、一人でコン
ピュータを使用出来る症例は少なく、入力装置の工夫や
こどもの発達に合わせた教材ソフトが必要です。こども

に適した入力装置やソフトを見つけることが、肢体不自
由児訓練センターである我々の施設の役割であると思っ
ています。
　当センターでコンピュータ訓練を行っている子の多く
は、一人でコンピュータを使えません。しかし学習ソフ
トやコミュニケーションソフトやゲームソフトを使用し
ながら、コンピュータを媒介に介助者との間に楽しみを
共有する中から、新たなコミュニケーションが成立し、
関係改善が得られています。またコンピュータ教材ソフ
トは、視覚及聴覚的応答性が高く、重度障害児でも集中
して課題に取り組め、積極性、主体性の育成に役に立っ
ています。つまり障害児コンピュータの意義は、1．楽
しみの拡大　2．コンピュータを媒介に他者とのコミュ
ニケーション態度の養成　3．積極性、主体性の養成　
４．インターネット利用を通じて生活体験や社会への視
野の拡大　等が挙げられます。
　インターネット、メーリングリスト、パソコン通信な
どの電子メディアでは、情報は発信する人の所へ集まっ
てきます。メディアを通じて出来たコミュニケーショ
ン、人間関係は、その人、組織を成長させます。
　障害児は移動能力に限界があり、生活体験が不足した
り、自宅から自力で外出出来ない場合はさらに人間関係
も狭くなります。インターネットを通じて社会への視野
を拡げて行って欲しいと思います。また地域のネットに
参加し、意見を交換し、人の輪を拡げていって欲しいと
思います。これこそが障害児コンピューターの目的だと
思っています。
　97年 3月、5月、7月、10月、98年 2月、7月には、
当センターが中心となり、静岡の養護学校の先生、療育
施設の職員、障害児の親子に参加してもらい、障害児コ
ンピュータ講習会を開いてきました。障害児コンピュー
タの実践は、療育施設でも、養護学校でもまだ初歩的段
階で、実践している指導者の人数も少なく、情報交換が
必要で、前向きに継続して取り組むためには、施設内部
に閉じこもらずに、地域との連携が必要でした。　　
　地域との連携では、97年 4月 22日に当センターでは、
ホームページをオープンしましたが。すぐに地域の療育
施設、しずおかパソコンボランティアねっとから、連絡
を頂き支援して頂きました。97年 6月から当センターで
も、しずおかパソコンボランティアねっとのお手伝いを
することになりました。98年 2月には、かめねっととい
う榛原を中心とした障害者のパソコン支援を目的にした
ネットの方から電話があり、それ以後かめねっとと深く
関わることになりました。
　98年 6月からかめねっとの方からの紹介で、静岡聖光
学院の中高校生と当センター入院の中高校生がパソコン
クラブで交流することになりました。始めは、自己紹介
をしたり、パソコン基本操作の講習を行い、ゲームを楽
しんでいましたが、10月からメールを出したり、イン
ターネットを開いて見たり、11月には自分達のホーム
ページを作り始めます。聖光学院の学園祭へは、当セン
ターの中高校生が招待されバリアーフリーの交流が実現
しました。
　かめねっとは、障害者のパソコン支援を目的にした
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ネットで、障害者の方も、こども（最年少16歳）も大
人も、対等にメールで意見を交換しています。ネット
の中では、伸び伸び発言出来、自分に自身が持てるよ
うになったと投稿している障害者の方もいます。数カ
月に1回は、バーベキュー大会や寄せ鍋大会等のオフ
で、顔を合わせ、相手の顔が見えるメーリングリスト
(ML)で、ネットを通した人の輪が拡がっています。私
もかめねっとのMLで、MLの楽しさを知りました。障
害児にとってコンピュータは、コミュニケーションの
支援機器であり、コンピュータを活用して、社会参加、
地域のコミューニティへの参加が実現するように、こ
れからも応援していきたいと思います。
　最後に、私個人もコンピュータを
媒体として、地域、全国の多くの方
と知り合え、多くの励ましや、援助
を得たことを感謝します。私の障害
児コンピュータの原点は、MESだと
思っています。H8年12月にMESに
加入し、H9年1月からMESの関東
例会や、マジカルトイボックスの例
会に参加出来たことや、H9年5月に
成田先生が静岡に来て下さって、障
害児のためのコンピュータ教材の講
演をして下さったことを心から感謝
しています。今後ともMESの発展、
会員の皆様のご活躍を期待していま
す。
　　　　　http://www.fuji.ne.jp/̃sifc

●11月29日第7回障害児コン
ピュータ講習会の報告
　前田卿子　静岡医療福祉センター
　sifc@fuji.ne.jp　
　11月 29日の第7回障害児コンピュータ講習会のの様
子をホームページ上に載せましたので、また御覧下さ
い。http://www.fuji.ne.jp/̃sifc/11.29.html
　第7回障害児コンピュータ講習会が開かれました。
障害児者、養護学校の先生、パソコンボランティア、
施設、病院の医師、訓練士の方々数十名が参加しまし
た。パシフィックサプライ、NECの企業協力もあり、
入力装置やソフトの新製品の使用体験をしました。
手作りスイッチの工作教室も開かれました。［かめねっ
と］という、パソコンボランティアの方が十数名参加
してくださり、障害児用のソフトや入力装置で、こど
も達が楽しんで使っている様子が分かり勉強になった
とのメールを頂きました。今後も静岡中部地区での、
障害児コンピュータの充実のため、講習会を継続して
いきたいと、思います。よろしくご指導下さい。
MES100回例会は、研究会が重なり出席できず残念でし
た。抄録なり、全体の発表内容を印刷、出版されるよ
うでしたら、またお送り下さい。お願いします。

■市販教材の紹介
●「なかにはいっているのなーんだ？」　
　子ども雑誌ポムダピを題材にした楽しくあそびながら
学べる子どものためのエデュテインメント教材。中には
いっているもの、卵の中からなにがうまれるの？サンド
イッチの中の具はなに？封筒はなにを運ぶの？などを14
のストーリーで紹介してくれます。まだ字を読めない子
どもでもアニメーションで中になにが入っているかを発
見していくゲームです。
発売元　メディアファクトリー　03-5720-7230　3,980円

●「赤ちゃんの部屋」
　川井　福岡市　rr034899@Jsat.fukuoka-u.ac.jp
　オルゴットを頂いた福岡の川井です。うれしい経過報
告をしたいところですが、なかなかそううまくはいかな
いので、中間報告という形で報告させていただきます。
オルゴットで一番興味を持ちそうだったのが「赤ちゃん
の部屋」です。試してみると、今までのソフトの時とは
ちがった反応がありました。それはディスプレイを激し
く指さししてたたくことです。息子は気に入ったものや
気になるものを指さしてたたく癖があります。スーパー
などに行くと洗剤売り場へ行き、たたいています。特に
気になるのが「月のマークの花王」のマークです。本な
どでも破れるほどたたいたり、時には私の指を持ってた
たいてくれと言ったりします。そこで困ったのが使って
いるパソコンがパワーブックで、ディスプレイが液晶だ
ということです。これじゃ壊れてしまうということで、
急遽デスクトップタイプの購入を検討しました。子供専
用ということで、中古の安いのを購入しました。（購入し
たあとで音が出ないことに気づき、スピーカーをつけて

ポムダビ
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やっと使えるようになったとかトラブルもありました。）
　「赤ちゃんの部屋」に誘うと、来てマウスを動かして
みたりやっているのですが、「目と手の協応」にまだま
だ問題があり、注視することができずに時々画面が動く
ときにチラッと見る程度でした。目的を持ってクリック
するのではなく、動かしてたまたまクリックしたところ
が動く、という状態です。
　先日「赤ちゃんの部屋」を開いたままほっておいて２
階で用をしていました。（いつも一人にしておくといた
ずらをするので）そっと見に行くと、自分から座ってパ
ソコンに向き合っていました。そしてまた２階に戻って
しばらくすると、階下から奇声が聞こえてきます。どう
したんだろうと急いで降りると、「赤ちゃんの部屋」の
電気のスイッチをたまたまクリックしたらしく、真っ暗
になってしまったので助けを求めていたのです。明るく
してやるとそのままやめてしまいましたが、とてもうれ
しいびっくりする出来事でした。将来に希望がもてた瞬
間でした。でもその後は誘ってもちょっとマウスを動か
すだけでまた行ってしまう、という状態で興味が深まっ
て・・・という感じではありません。
　「赤ちゃんの部屋」に関しては、クリックしたときの
反応が３パターンくらいで驚きがなく、飽きてきたか
な、という印象もあります。オルゴールの方には興味を
示しません。その後、「ノンタンのぱぴぷぺパソコン」

「ゴー！ゴー！コニーちゃん！」２つのソフトを購入し
ましたが、こちらへの興味もまだまだです。好きなこと
は水遊び。自ら椅子に座るのはごはんの時だけ、という
感じの子供です。それがやってみようかと思っただけで
も大きな進歩です。今まで何に対しても苦労なくできた
ことはない、普通の子の何千、何万倍の繰り返しでも獲
得できることは少なかったんだ、ということを肝に銘じ
て、あせらずじっくり気長に取り組もうと思っていま
す。はたからみれば小さな一歩、でも私達にとっては大
きな一歩でした。

■皆さんからのお便り
●祝 MES定例会 100回記念
　寺野英二  浦和市立原山小学校
OAS01026@nifty.ne.jp
　こんにちは。浦和市原山小の寺野英二です。MESの
100回定例会、おめでとうございます。そして、とても
楽しい集いを企画していただきありがとうございました
(私もオークションで買い物をさせていただきました(^。
^)   最近はすっかり例会をごぶさたしておりますが、初
期のころの例会でも、今以上にマックやそのソフトに新
鮮な驚きをもらったことをよく覚えています(ヤノさん
の「赤毛のアンスタック」がいまだ強く印象に残ってい
ます)。初めてMESの存在を教えていただいたのは
fedhan上だったでしょうか。私の障害児教育観やパソコ
ン観に、この両者はとても重要な影響を与えてくれまし
た。深く感謝いたします。
　現在、会の活動もパソコンバンクや教材cdの作成な
ど多岐にわたっていて、MESのバイタリティはまさに

成田さんのバイタリティであると実感しております(そ
れゆえ、永田さんもご苦労がたえないことでしょう(^。
^)  私は現在固定制の情緒学級を担任していますが、自
前のマックでMESのCDもしっかり活用させていただ
いています。また、IEPや inclusionについての情報も
しっかり応用させていただいています。これからも、い
ろいろな形でお世話になります。バイタリティあふれる
MESにますます期待しております。
　それから、個別教育計画のことです。自分のところで
個別教育計画(個別の指導計画)を作成することが結構う
まくいかなかったりしています。もちろん、アメリカの
それをまねするというよりは、より効果的な応用をした
いという思いからです。最近は、指導領域を基礎領域
(アカデミックや身辺自立等)、応用領域(社会適応能力 -
買い物、移動、公共施設の利用等)、アミューズメント
領域(現在の子供の好きな活動、将来好きになりそうな
活動の提供)の 3つに分けて、課題を設定するように試
みています。いままでやってきてこれが一番シンプルで
適切な領域分けのような気がしてますので。というのが
近況でした。

●例会に参加して
　相原　誠  千葉県千葉市
    makoto@po.cnet-ca.ne.jp　 NIFTY　QWT04435
　例会では大変お世話になりました。早いものでもう先
週のことで一週間経つんですね。すっかり疲れもとれて
両親共々風邪も引かず元気にしています。今では良い思
い出だけです。今年一番の良い意味での緊張と楽しく充
実した一日となりました。大杉さんも司会進行などご苦
労様でした。
　それにしても今回が初参加となった例会ですが想像し
ていたよりアットホームで凄く良い雰囲気で一部は緊張
しましたが、２部になるとしだいにその場に落ち着きま
した。(^＿ ^)参加している人のほとんどが養護学校の先
生なので何だか居心地が良くてね。例会に参加するよう
な方は熱心で、しかも養護学校だからか皆さん気がきか
れて優しいですね。帰りのエレベーターなんか周囲のみ
んなでどうぞぉと素早くゆずって下さったり－。四方か
らさようならぁーと見送られたりね。嬉しかったです。

（ヘ＿ヘ）体調が良くまた機会があれば例会などに参加
できればと思います。
　ところで、CD-ROM紹介での挨拶というか、一言は受
付で大杉さんに言われたときは…「ひぃー。」でした。
数日前から頭で軽く考えていたんですが話は得意ではな
いので間が空かないようにと必死でしたあ。自分でも今
になってあぁーでもよくしやべれたなと。ちなみに前日
に頂いた大杉さんのメールは帰宅した翌日に発見！！宮
下さんが好評だったとか言ってますが、自分じゃあ頭
真っ白で何を言ったかほとんど覚えてません。言ってい
ること上手く伝わったんでしょうかね。100人以上の人
の前で話すなんて…中学部２年の文化祭以来かな。（ヘ
＿ヘ；ガハハッ。総勢何人参加でしたか…？
　それから、付き添いで一緒に参加させて頂いた両親か
ら一言・・「地味な活動だと思いますが頑張って下さい。
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行って良かった。みなさん生き生きされているようすを
みて感動しました。」とのことでした。みなさんに宜し
くお伝え下さい。
　帰り道は新宿の夜景や青山通り、表参道（あいにくラ
イトアップはまだで、消えている電球があり準備は万端
だったようですが…）など通って行きより少し早く２時
間30分で病院に到着しました。行きは背中側に幕張
メッセやTDL、元山一証券ビル、国会議事堂、IBMな
どが見え、正面には日本銀行や都庁、NTTなどなどが見
えました。見えない方向は同行した元担任の先生がビデ
オでね！ちょうど行きは、こうたくみん国家主席が来日
で交通規制があって３時間もかかり駐車場では普通車入
口が高さ制限で入れず業者用の荷物トラック駐車場専用
入口から入って…だったので会場入りが遅くなっちゃっ
たという裏話もありましたとさ。（ヘ＿ヘ）
　これからあちこちに行ってきた報告とCD-ROM98の
宣伝に励みたいと思います。。CDは入院している国立療
養所のドクターや保母・指導員に配ってと…CDは好評
ですよ。

●文部大臣賞をいただいて
　長谷翔太　滋賀県甲賀郡甲西町　hase@jungle.or.jp
　MES100回例会、成功に終わり嬉しいです。発表まで
は、いろいろお世話になりありがとうございました。翔
太共々、あこがれのアップルで、あのような貴重な体験
をさせていただき、とても嬉しく思います。また、西谷
先生にご協力をいただいたことで、発表の方もうまくで
きたことを満足しております。もしよろしければ、東京
での四日間の楽しい思い出をメールの文章も含めて綴っ
てみたいです。
　昨日は、表彰式に出席して、家にはPM7:00頃帰って
きました。賞状は、昨年と一緒の手書きです。違うとこ
ろは、文部大臣のお名前が書いてあるところです。紙も
白色ではなく、ざらばん紙っぽい色です。翔太が受け
取ったのですが、あまりの緊張にきっと手に汗をかいて

いたようで、賞状の字が少しですが滲んでしまっていま
す。まぁこれもいい思い出かな?と母は思います。今日
は、学校に持っていき、校長先生に見ていただいていま
す。
　アップルでの発表の写真ですが、父が撮してくれたは
ずだったのですが、デジカメの中にありません。・・・
父は、デジカメを使うのが初めてだったようです。子ど
も達はみんな使えるので、てっきり使えると思っていた
母は、説明しておかなかったことを反省しています。も
し、写真がありましたら送って下さい。

●100回例会に参加して
　清田大蔵  東京都　 kiyota.daizou@ss.bch.ntt.co.jp
　MES100回例会に参加させていただき有り難うござい
ました。世間の目（私だけかもしれませんが）から見れ
ばとかく敬遠されがちな養護教育（本当のところを見て
いない）というイメージが非常に強く、どんな会合にな
るのか不安を抱きながらの参加でした。ですが蓋を開け
てみるとゼンゼン違っていました。うまくは言えません
が、普通に比べるとネットワークの恩恵にあづかってい
る健常者よりもはるかに目的意識をもって行動しておれ
れ、さらにそのパワーがひしひしと伝わってきて感動し
ています。
　懇親会の後、七尾養護学校の小塚先生と久しぶりにお
話する時間を得ることができました。「どうして自費で
参加しているのですか」の問いに、先生は「元気をもら
いに来ている」とさらりと応えられました。少し自分が
恥ずかしく感じでしまいました。今、小塚先生に尽力い
ただいている”七尾鹿島情報教育検討会（仮称）”がな
んとか成功できればと願っています。始まったばかりの
会ですが、MESの活動にすこしでも近づけるよう努力
したいと思っています。今後ともご指導いただければ幸
いです。

                         では来月号をお楽しみに。
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MES100回記念例会スナップ写真集

オペラシティタワー48F
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