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はむめiこ

デジタル録音図書の留際標準綴格 DAISY(Digital Accessible Information System)は、当初l立綴

覚障者宅整著者のために関発されましたが、その後マ，1"チメディア DAISYとして、き襲々な燈害のある人々に

も:持者援や知器撃を終るための有効なツ…，1"として審普及してきました。

(公葬訪日本襲撃華客著者リハピリテーション昔話会1:'1談、本成 23年度 F独立行政法人1藤紘際機事務機 社

会事喜祉援興効成幾重軽J 後受けて、還常の教科書喜では綴むことが密量生な児童・生徒1<::マ，1"チメディア

DAISY教科書の提供夜行いEました。

マルチメディア DAISY教科霊祭に闘しでは、 2008年 9月 17日総行の「教科湾特定堅苦号室普及促淡淡

(数料警察パリアフリー法)Jと「著者作機法修 33条のむの改互により、 しD {学習緯害警)等の発遺障害容

や~~棟建撃の視覚襲撃事善、その他の障害のある児童譲・主主後のための「拡大教科書撃J や、う子、ジタ，~化された fマ

ルチメディア DAISY教科書」等が、製作でさぎるようになった乙とが務及。);};;ぢな軽量滋になったかと患

いますの

当事業の貴重終報告主として、家主主 24年 2月5日(<=rシンポジウム 屈町たい、絞める教科望書、

DAISY教科書を!J 苦言問縫いたしました。

本当に多くの参主E者におき義*りいただき、多方面の先生方より手投資現場での事務j報告があり、 2主1と、

議仰の先生七万より今室長のj活動とこ方向性唱を示唆する内容の報告があり Eました。

これらの長文系iふ平成 24年度以降t<=eさらに漆喜きていきたいと考えており2ます。

本報告害警告を、少しでも障害害者の支援、また DAISYのさらなる普及に震葬式できれば毒事いです。

平成24年3月 公畿財関記長人 と本書室害者リ/¥ピソテ…シ設ンliib会

-4 -



プログラム



趣旨

読むことに困難がある児童・生徒を対象に、 DAISY(Digital

Acc巴ssibl巴InformationSYst巴m)を活用して、読める教科書、

図書および情報を提供することを目的に、全国的にマルチメ

デ、ィア DAISY製作団体のネットワークが立ち上がり、ネット

ワークとして関係機関との連携を図りながら、マルチメディ

アDAISY形式の教科書、図書および情報の製作・提供事業を

2008年 9月より実施しており、現在は 1，000人以上の児童・

生徒が利用している。しかし、法的には DAISY教科書の製作

は可能となったが、ボランティアベースであることから必要

な児童・生徒に届いていないとと、高校の教科書については

提供できていないことなどの課題はたくさんある。今回、本

事業の成果と現状を共有するシンポジウムを開催し、多くの

人に乙の事業についての理解と普及の協力を求めていく。

- 6 -



ブ口グラム

特 :00-13汁01開会議拶

i環濠 浅莞{公益財団法人日本議慈善寄りハピりテーション協会事務局長)

唱3汁0-13:30I教科議提供の成果と課題

野村 奨俊子(公設財ffiI漆人喜本障害者I}/¥ビ、I}テーシ豆ン協会?毒殺センタ

唱3:30幽怜:501DAISY教科書利用者が願うこと

山中 香奈 (兵庫漂 LD親の会「たつのそ子J部代表〕

t匂3:5弱。

赤ヨ瀬襲 穣 {メ大;阪R府守寓聞林子市柱立富包林小学絞 発遼陣がいi滋滋級指護袴夢孝教安3裳霊)

納!知11 慾玉未長 (雪祭笑段熊答3芝芝?市約5立立欝渥小学校 教諭)

西j塞 東 (青森県弘前市立大成小学校 LD、ADHD還級指導教室)

官5:20-15:40I徐滋・嬢ffi

官5:40・怖:001砂 UB3t. DAISYの連携による可能性

河村宏 (特窓非滋手IJ7活動法人支擦技術開発機構副理率長)

刊 :00ω作 :301パネルディスカッション

rDAISY教科書をより広く描けるため'<:J
レータ:湾村宏

パネリスト;井よ芳郎{埼玉県立坂戸西高等学校教諭)

唱7:301期金挨拶

田中 和芸能 {元公立中学校特別支援教育コーディネータ…)

野口武憾 {毒事修大学文学部准教授〉

神山 博 〈警警務公立大学経営経済学毒事教授)
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プロフィール

野村美佐子(のむらみさこ)

(公財)日本障害者リ/¥ビリテーション協会情報センター長

日本 DAISYコンソーシアム事務局長/IFLA/LPD常任委員/IFLA/LSN通信員/

日本図書館協会 障害者サービス委員会委員

1998年に(財)日本障害者リハビリデーション協会に入会。情報センターで障害者の情報アクセ

スに関する国内外の情報収集・提供を担当し、特に情報先である IFLA(国際図書館連盟)での障

害者サービス分科会に 1999年より委員として活動lこも参加。 2001年より認知・知的障害者のた

めのマルチメディア DAISYの研究・開発・普及に取り組む。 2004年から 2007年、アジアでの

DFA(DAISY for AII)プロジェク卜に関わる。現在は DAISY教科書が必要な児童・生徒に届くととを

願って普及活動を行っている。

2007年より情報センター長。

【講演要旨】

rOAISY教科書提供の取り組みと現状について」

2008年 9月より、小学校と中学校の読むととが困難な児童・生徒へのマルチメディ

ア DAISY教科書提供が、製作ボランティア団体のネットワークにより行われている。当初

は対象者保護者からの依頼が多かったが、現在は先生からの依頼が多い。そしてマルチメ

デ、イア DAISY教科書の利用促進のために、地方自治体、教育委員会やセンタ一、小・中学校、

学校図書館、公共図書館などが動き始めたととろである。しかし、 2008年の教科書バリ

アフリー法で法律的な支援は得たものの、拡大教科書と同様の予算措置はされず、マルチ

メデ、イア DAISY教科書の周知が十分に行きわたっていない。とれまでの成果と課題をま

とめ、今後の展望について述べたい。

- 8 -



プロフィール

山中香奈(やまなかかな)

兵庫県 LD親の会「たつの子」副代表

【講演要旨】

rOAISY教科書利用者が願うとと」

読み書きが困難で国語の授業についていけず、療育の先生にもそろそろボトムアップ

が難しいと思われていた長男が小学校4年生の冬にマルチメデ、ィアデイジー教科書に出会

いました。「ボクはみんなみたいにはできひんけどデイジーあったらできるんやな」と満

面の笑顔で「わかる」喜びを私に伝えてきました。現在中学校2年生になった長男は自分

で読んでも中々理解できない文章もデイジ一教科書があれば理解できると言い、自宅には

いつでもどとでもデイジーが再生できるようにパソコンや再生機器がならんでいます。デ

イジーは長男にとって視力が悪い人のメガネのような存在であり必要な道具となっていま

す。また我が家では長男だけでなく長男とは全く違うタイプの次男もデイジーを必要とし

ております。義務教育が終了したからといって要らなくなるものではありません。デイジー

は彼らにはとれからもっと必要な道具となっていきます。

-9 目



プロフィール

赤瀬 謹〈あかせひとみ〉

大阪府議吉田林市立富田林小学校 発達揮がい通級指導教室

特定IJ支護教湾全/自閉症スペクトラム支援土

本校のi量級指導教愛で、は、児護章一人一人の特性やニ…ズに応じ?と指導あらがけていますo

そのI=þ~こ、読みに困りがあるために、読みに対して拒資燃のき緩い児童震がいました。その児童震は

マルチメディアデイジー教科書を有効に活用するととで、正しく文宝震が絞めるようになり、読み

への抵抗感が少なくなり、読めないととへのコンプレックスが滅り、読めるととへの液成線、出

てをで、お己禽まを織が高まってきました。

マルチメディアヂイジー教科書喜を緩める体験や自信が紙媒体の教科書やプリントの文芸室、読

むととへの抵抗感も減ってtFEどした。

読みに闘りのある児童設への指導でもう一つ大切にしていることは、ビジョントレー二ングで

す。マルチメディアテ、イジー教科書撃の活用とビジ、ョントレーニングを級み合わせるととで、読み

能力だけではなく、害警字にもコたきな変化が出てtFEました。議喜男容の彩カ1'1:巨確になり、文学がきれい

になってきました。しかし、見嚢が学習に対するモチベーシ議ンな商めるために必要なととは、

トレーニングではなく、読める、楽に読めるという結巣なのですのそういう重量味であ、すぐ競め

るという結果そ出せるマルチメディアデイジー教科書の活用は大切だと考えY了います。

拘 10 【



ブ口フィール

縄111 恵米{ほぞかわえみ〉

奈摸燥番i芝市立関謹小学校教諭

通常学級の一斉捜業の中で¥DAISYを使用した察側きを紹介しミまず。

fみんなと一緒lζ勉強したい。j読み著書きに悶難校持つM設は、クラスの中で、クラスの友達と湾

じ勉強がしたいと強く希望していました。その踊闘いなかなえるために、昨年度から運営学室長の中で

DAISYを使照するようになりをました。 f関人用のパソコンと、ヘッドホンを用いて DAISYで学著書きを

進めてきました。 また、テスト問題も DAISY化していただいたものを使って取り組んできました。

また、一務授業の中でも DAISYを使沼したいと考え、実銭してきました。大きなスク 1)…ン者

用いて DAISYの滋連立を映し出し、範読に利用したり、一斉読みやグループ読みで利用したりしま

したc 教室窓には DAISYを自自に使うととのできる DAISYコーナーがあり、さを校で取り組んでいる

鞠の読著書の雲寺爵にも、 fDAISY紙芝居」と称して DAISY扱活用して管ました。実践途中ではありま

すが、 DAISYを活用したととによって fクラスのみんなと…絡に」という綴いをかなえ、自己肯

定感を高めるととのできたM君の姿と、とれからの諜鎚についてお話し?きればと考えておりま

すc

-<X><><><XX><XX>O<>OOOO<X><X><>OO 

語灘熊(，こしざわあずま)

青森県弘前市立大成小学校 しD、ADHD璃級指導教窪

導部支護教育土臨床発遠心穏土

LD， ADHD~鼠級指導教議室を担当した当初の 5年前は吉作したマルチメディア DAISY数料

議撃を絞ってしひの児童撃の読みの指導をしていました。今年度、 EI*障害者リハビリテーシ3ン協

会にマルチメディア DAISY教科書撃のダウンロードを申請し、活F起させてもらい、教材のすばらし

に日々感謝している次第です。

今回の発表では、一つ目として、透常の学級での…予別協議事で DAISY教科書撃を使って授業をし

てみた報告です。児童にどう受けとめられたかそアンケ…ト結果そちとに考察し、 DAISY教科書

を通常の学級で使うとすれば、どのような縫いフきがあるかについて話題提供したいと思っていま

す。

もう一つは、 LD，ADHDJ顔級指導教室でのひAISY教科書を使った指導の毒事例を報告します。

LDの!思議設がひAISY数料著書を使った場合の音読指導の効果についてお話したいと懸い

ω11-



ブ口フィー'11

河村宏{おもわむら ひろし〉

NPO法人支援技術開発機構欝j務事長

DAISYコンソーシアム理事

B;<ドDAISYコンソーシアム遠雷委員長

密立湾審者リハビリデーションセンター客員研究員

静岡県立大学夕、口…/~I I;スタディース研究センター襲撃災研究関

IFLA / LPD予言伝委主護

JICA障害分野支援護委員

1970年から 19ヲ7年まで東京大理学総合図番館;ζ勤務。(財)悶本際議著者リハビリテーション協会

情報センター裳および雷立身体際空審著者リハビソテーションセンター研究所凝議複主11:研究部長を経

で親授にいたる。すべての人が共努ずる知畿と情報のデザインを追及し、 f努事議アクセス権と著作

権の認秘書をおした活動lζ取り組む。また、ソーシャルインクルージョンの立場に立ち、障害者・

高鈴革委の災警警に対する事前の嬢えへの情報支援と悶際協力!L:カを注いでいる。

{講演要旨]

rEPUB3とDAISYの漉携による可能性j

教科議・教材のアクセスの課題は、読む之とに困難を抱える子どもや大人が、社会で

役割を持ってき往'i!"るための自立を支える…ゑの柱です。「読める教科番だけがあってもしょ

うが無しV のは事突で、すが、教科書すら読む環境が無いのでは、現代社会で自立するとと

は極めて菌難です。子どもたちの自立の必要最小限の条件である教科書・教材のアク七ス

の保障に私達が共通の関心安持ち、協力し合っているのはとのためではないでしょうかの

技術的には、 DAISYはやっと臼本語をほぼ完全に表現で'i!"るようになりましたO

DAISYがというよりは、 Webや閣子出版全体がとれまで日本語の縦議ぎやルピをきちん

と表現で、ていなかったのが、 DAISY色がんばった王PUB3の国際共関関発によってで、き

るようになったのです。動画も使えるようになりましたο とれらの新しい条件を活かして、

教科書・教材や試験問題のアクセスの保療をどう前進させるのか、 2015年にデジタル教

科書導入という動ぎな兇ながら、一刻も早い教科書警・教材のアクセス保障の実現について、

全に技術の函から述べ、皆ぢんと討論したいと思います。

- 12 ・・



井上芳郎〈いのうえよしろう)

環答者数送協議会著作権委員会

i潟数i設-i薗僧バリアフリー委員会(いずれも専丹委員〉

埼3i巣立坂戸西高等学校教議{構報科)

プロフィーJII

障害者放送協議会の専門委員として、文科全省、文化庁、厚労省、総務省などへの要請活動や、

関係留体等の協力を得て、広く社会…綾へ犠報保障と著作権の穏係などについての理解・喜害発言霊

動lζ従事。みんなのデジタル教科護教育研究会会員。

{議見書要旨]

rDAISY教科書導入は喫緊の課題J

2008年号月施行の教科議事バリアフ 1)…法、 2010年 1月施行の改正著作権j去により

DAISY教科蕎製作に鰯し法的・制度的制約が大婚に緩和された。しかしながらせっかくの

な法趣旨が十分会か会れているとはいい難く、必要とする多くの児童愛生徒の手売には履い

ていないという残念な実態がある。そもそも検定教科警は学校教育での使用が義務付けら

れているものであるから、紙教科書へのアクセスが器畿な兇窓生徒に対しては、題の責任

においてアクセシブ、ルな F代替」教科議が無償〈義務教育) ~または廉価(高校教育〉で、

提供されなければならない。最近デジタル教科欝導入に欝する議論が盛んであるが、紙教

科書へのアクセスが閤難な児議食後の存主Eを考慮した議論は穏変わらず少ない。しかし一

部とはいえ、浅間開イホや各地方議会などで、 DAISY教科書に演する有効性や必袈伎などに

ついて認識が進みつつある。 ζのような現状を紹介し、今後の普及のための方策稜考えて

いをたい。

幽 13-



プ口フィ-，，，

田中和美{たなかかずみ〉

(元)公立中学校教諭市特別支援教育頚究部長 特別交搬コーディネーター

(暁)支援教資額議員 大学院教育学務究科(障害児教育専攻〉在学

「奈褒デイジ…の会J・「のびのび先金サークルJ会員ー特)3IJ5支機教青士

{震を箆要旨】

rマルチメディア教科替の意味と広がりj

の官苦手な児童・生徒は、文字の若手感から本を読むととが億劫になる。その

結果、議室畿が伸び悩み、また学力がつかないという悪循環になりがちだ。持っている力を

引き出す可能性のあるデイジーというツ…ルと、まず出会ってほしい。そして、出会う機

会を、義務教育で与えて欲しいと強く願う。学力保障は、大事なキーワード。ぞれを保緯

ずる意味でも、教科蓄はすべての児童生徒が読める色のでなくてはと考えるQ 侭といって

も教科著書は包括的であり体系的だからだ。当たり訴のとととして、マルチメディア DAISY

教科欝な必要な子どもたちに周けてほしい。今呂、マルチメディア DAISY教科書の効果

と評価、"*た、益三めかたを、共に諮りたいと考えている。さらに、ぞの学びの広がりにつ

いて考えてみたいお

時 14 制



野口説樽(のぐち たけのり)

専修大学文学部准教授

ブ口フィール

大学、大学院にて務署警児教育と図書館情報学を毒事攻し、現在は、図警館(/)嫁警察著者サービスや障

害児・者の情報保滋について研究している。 2006年より喜専修大学文学部に勤務し、現在は、日本

学校図書館学会潔毒事{研究委員入一般社団法人学校顕著書鐙図書整備協会穣毒事なども務める。主な

幸喜義;こ F一人ひとりの続警を支える学校図議事館:特別支援教育から見えてくるこ…ズとサポートJ

(2010去に鋭機ごn事，編著)、 f図書撃館サ…ピスの可能性:利用に綴畿のある人々へのサービス

その動向と分析，Q (2012年，日外アソシヱーツ，共編著)など。

{護主見要旨]

rOAISY教科欝とともに多様な学習メディアの提供者j

読みに在感難のある児童・生徒に対して DAISY教科書の提供が必要Eであることはきうま

でもない。しかし彼らの学習にとって必裂なのは、教科主義だけではない。学習参考議や

資料袋、辞典・事典類など、学習に擦して教科書と同時に利用しなければならない学習メ

ディアは多妓にわたるο2011年から実擁されている新しい学習指導要領では「禽穏活動J

の充実が柱のひとつとなり、各教科の教科書には f学校図書館で寵べようjなどの課題が

多数盛り込まれるようになったり学校図番館に主主んで、いる様々な図蓄など専を授業で活用す

る場面は一層増えるものと思われる。彼らの充実した学習を保障するためには、教科書と

ともに、とうした教科書以外の多機な学濁メディアも DAISYなど彼らが利用できる方式

で提供していく乙とが重要であり、そのための体制づくりが急がれる。

同 15 時



プBフィール

神UJ 博(かみやま ひろし)

青森公設大学経鷺経済学部教授

あおもり DAISY研究会代表、通訳IRC溺代表。

2010年に Iあおもり DAISY研究会j を立ち上げ、 DAISY体験セミナ一、製作繍F司会等を還して、

祭内利用者三一ズの発掘、製作著者への呼びかけと?警報交換を始めた。

専門分野は材料情幸護学、福祉情報工母語、コンピニヱ…ターシミュレーション、理論を渇いた材料研究。

貌夜の研究テーマは、アクセシブルなデジタル密撲のAISY)、ナノ檎逃シミュレーション、入力デ

バイス続発。事喜脅・訳書警:r初めて学ぶコンピユータJr~自然科学とコンビュータJ iフーヴァ一分

子動力学入門」回中爽躍を修、神山簿ら訳。所属学会は、鱗報処理学会、日本特殊教育学会、し O

学会他。

{意見要旨}

fあおもり DAISY研究会j では、 DAISY教科議ネットワークの構成田体としてマルチ

メディア DAISY絞教科書を製作するとともに、終肉利用者ニーズの発掘や情報交換をお

となっている。昨年度から製作者養成講療を癒催しているが，ボランディア製作者・ナレー

ター確保の難しさと共に、認書を製作するためのスキル修得の難しさも実感している。霊祭

記に関する利用者側のニ…ズが多様化すれば、現状では寸…サリング環境の機能制限そ補

うスキルと製作時憶が必要となるが、現時点ではまだ負担軽減に有効な決定打がなく、製

作時間を増やす等の対症療法者をとるしかない。とれが製作者の負担感の増大につながるむ

しかし多くの翻議製作場面で選滋ずる HTMLタグの醤き換え・追加・削除等の編集作業は

定強的であるととが多いので、その定型処理部分毎学自動化すれば個々の製作者の負担を

大縮に軽減するととができる可能性があるο さらに DAISY版教科惑のレイアウトキを統一

すれば、自動化も夢ではない。当日は主義狼軽減のための学自動化を併用するととを前擦に

した製作者養成について報告したい。

- 1吾ー







シンポジウム

記録一



-開会挨拶

麗会挨拶

?君津 茂男{公益財間法人日本隊宅害者1)1¥どり ョン協会 事務局長}

著者ざん、 乙んにちはc B*~議主害者リハビ

リテ…ション協会の滋j撃と取し;;12す。 *B
は、シンポジウム「鰯けたい、議める教科書、

DAISY教科著書を!Jにご著参加いただ浅まして、

ありがとうございますc

公主主財団法人日本障害普著者リハビリ -~ノ::l

ン協会では 2008年 9月から、教科書パソ

ソー法と著作権法の改互により、読むことに

函難のある児童・生徒径対象に、マルチメディ

アDAISY製作団体の協力を得まして、 DAISY

形式の教科書警の提供者を行っており設す。現在

では 1 ，OOO~を超えるに変りましたけれども、

まだまだ必獲とするすべての児童・生徒?とは

いていません。 DAISY教科事警の普及はまだ

まだ進んでいなし、というところが現状ではな

いでしょうか。

つい先日、アメリカのアップJ同士が教科懇

のデジタル化というごこユースがございました。

皆さんもご滋知かと患いますが、アナログ派・

デジタルj氏、利便性なり使い勝手という、選

味の華主題毛，ぢいますけれども、いずれ日本

でもこの問題は大きく取りょげられると殿、い

;;12。当然のζとながらひAISY教科書の存復

も大智く絞り沙汰;!れる時が来ると怒ってお

ります。

とのシンポジウムではひAISγ教科書器提供の

成果と諜緩についてご季語縫いたしまして、次

に利用者総守護5るご家般の方から DAISY教科

蓄に対するご意見とと?字詰裂をお遡しながら、

また、とのt提供の成祭として学校の先生から、

活用による有効悪事例のご綴告書EいただきEます。

次に、 EPひB3とDAISYのi議携によるま立総伎に

ついて情報を共有しまして、 DAISYをより広

く懸けるためのパネルディスカッションも食

闘しておりますc 日本における普及の議怒、

解決主義援採るべく、総合んと共iζ考えてみた

いと5まいを長す。

事例報告告並びにパネルディスカッションに

ご登壇し、?とだきます各先生方lこは、むの場を

お借りしまして感謝と御礼者E取し上げEますと

ともに、今回のシンポジウムにご参加し、ただ

きました多くの滋綴方に少しヤも有益となり

ますよう、更には学習隊害の方々のひAISY活

ffl促滋の…劫となれば泰いと怒っております。

最後になりますが、とのシンポジウムは独

立行政法入浴従医療機機械からご支緩をいた

だき諸儀ずる運びとなり Eました。このととを

ご綴告し、また御礼を王将しょげまして、開会

の挨妙といたします。本日は折角のお休みの

とこと:ろですが、…悶お付き合いいただきたい

と潔います。本日はよろしくお綴いいたしま

す。ありがとうござい3ました。

削 20-



語教斡書損棋の成果と課題

教科欝提供の成果と諜踊

野村 美佐子{公益財~法人尽本陣;害者リハビリテ…シ豆ン議会情報センター!lt)

マルチメディアDAISY教科書事複数
の5主義と課題

続本様害者日ハピリ予ーシ話シ機会

情報セン(1同事茎 野村義催予

山閥抗""

E剣JOV@
DAISV 

とんにちは。情報ゼンターの聖子村と申しま

すc よろしくお願いします。この雲寺留が始*

る前↓ζ、10B寺から DAISY製作団体のネット

ク会識がございEまして、その後すぐにという

形で、とのシンポジ、ウムを始めざせていただい

ています。う5まくお話ができるかどうかわか

りませんが、との DAISY教科書提供築業につ

いて、成5製と課題についてある緩嬢まとめた

話ができればいいなと思っており荻90

DAISYというのは、皆さん、初めてですか?

そういう方がいらしたら、お手を挙げてい

ただきたいんですけれど、。とこではどうい

うものかという詩はほとんどなしでいってし

まうんですが、よろしいでしょうか? 私ど

もリハビリテーション協会のスタッフが衛総

なデモ等をしており絞?ので、老後でそちらで

見でいただければ友曜まいます。

DAISY教科警警と言いますと、どうしても著

作権法に関わってしまうというととろがござ

います。?でに偲活力、セミナ一、シンポジウ

ム等でお話ししておりますけれども、 2008

9 R i;: r燈警のある児童及び生徒のための教

科府特定図書の後主主の促進者撃に関する没後j

と、著作権法 33条2の改ミ互の中で DAISY教

科事警の提供が始まった経緯がございEます。そ

してその施行綬定のI'tにありますように、教

科書出版会社からのデーさま提供が始絞りまし

た。 2010~手 1 尽には、箸作権法第 37 条改正

の施行により、マルチメディア DAISY教科書撃

等者発遼障害等のニーズに合わせた形式での、

複製・自動公衆送僚が可能となったわけです。

しか、し、第37議長3項の、私どもは最初は政令

指定を受けていませんでしたが、その後、政

令指定考受けて、 2010年 10月、 DAISY教科

警のダウンロードが始*っており Eます。

DAtsv教科3撃に関わる
法律と著作権について

tJ 2.00'年9耳f際審開晶る重量譲珪び主主縫的た油田殺事事閣総
定図.等の繍3止の罷進等に草書する法律j(託即時通;弘
事)a母施!Tとf著書作権法第>33諸島時2j(/)改正

ロ20関与4Fl，事故殺害出腹会祇からおヂー1J幾儀会《重量ま嘉手

口瞬静離鰭3J品k
Q 2010年4舟著作機37費量め3!義的事堂号誉議後をき毒げる.
必 2010年 jQ景 DAISγ数字鷹ダウシt::.l~f-!'でお喜善鎗

z 
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調報科欝提供の誠累と課題

そして提供方法についてはいつら問題に

なっているととろですが、対委設が通常の教科

擦が読めない児童生徒のみでしたが、 2010年

草月には多少変わってtFたととがあります。援

供著者の在籍学年よりも下の学年のひAISY教科

書撃の利用するととが可能であるよか、担当す

る先生も利用が可能となったととですc また

通常の教科書の緩めない児童蒙・生徒がパソコ

ンを使期して DAISY教科欝在使う場合、必要

に応じて…斉授業でも利用可能になったとtこ

です。

DAISY教科審の提供方法

思議種多舎の教科奇襲を融w.い児窓生徒が対象

a ，oW，，'jl提供方記訟の夜彊

*機祷のある!思量・俊樹ゑ号生後争等易管も，1'，の当F'壊の01¥'削教終

F・Ir験i燈ずることが湾総

*蕗察発電撞容のみる潔護者a没者患の指導のた約!こDAI$Y数斜奮の輔

緩急，{，奪後

身緯著書のある晃童生徒がいゐ学賞震でiえ拡議総宅必要f:I1;C'C-
斉捜業でも樹鯛が可能

定割o'手10月時節制盟が怠るが訂後3療によりネ叶際線の許可を文
斜省から後け<1.

教育委築家‘学税額.昆公共際寄贈を遍しての'1l1~制約

そしてネット関係の許可も、先ほど織しょ

げましたように 2010年 10月から許可きそ受け

ることがでをたわけです。そして最近では、

公共図書館や学校図書襲絡が自分?とちで DAISY

教科事撃を貸し出しがでないかとか、教育委

員会が DAISY教科書を先生に閲覧ざせられな

いかとか、提供で、きないかという問い合わせ

がきたことをそ?っかけに、文科省や議作権謀

等とその可能性について話し合いを滋めてお

りました。その結娘、教育委長選会、学校図書

館、公共図喜善慾においてもその先生の先に綴

る手当沼者がいる場合、私どもから媛供を受け

て、利用者がいる先生に総覧をしてもらうと

と、あるいはそのまま擬供できるよいうとと

が確認できましたのとの之とは、公共図芸書館、

学校簡素撃館、教事す重委員会、教育サポートセン

ターなどで、 DAISY教科書の鐙及の一環そなし

ていただけるのではないかと綴しく思ってお

ります。

次に、 DAISY教科書援イ共事業の税況につい

てお餓します。 2012王手2 で 1，109 :i'Jの利F活

者がおります。?とだし昨年の4月に熔緩した

方は 200名程度でした。ぞれからかなり注目

されてで、新しい利用E尚南著者が多くなって

いったのではないか&思いまサ。利用者の障

と在籍学級については、後で関布しました

資料を晃ていただければと思い-g:ずのざ-g:;!'

Eまな滋養の方がいます。特別支援常設級、特別

支援繁校普退学級、童まi選考詳級に在籍する特別

支援事主要ぎの草草笛の中にいる児意・生徒がおり

ます。
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1:1草寺Z患者の森章審:夜籍特別貰綴理幹線、持JlJl変緩事後、普
量量殺縁、普滋堅幹線+通銀君主どの験坦務し護憲}

1:1紛用者の擦警:重量議稼婁銃器， ADHD、lAiIl.殺崩断症)
H謀総選勤時務響、Jとま主簿雲、議後マと、締約降E盤、視覚
鱗著書〈金曹、議後入梅幸喜草書などφ

む事1#襲方法告書室等学童~(量量級指導)、療機学習(一人また1ま
緑豊義者c).遥常の学級、テスト母電車機事事

ロ雪量惨数事ヰ審:160僻

ロ型車布方法更CD，RO揖またl;l;1ダウン口一戸での提供

ロー態依糊I田袋縁緩徐料開=立…ぷふ……一一……
端的"''''''''-"
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DAISY教科書がどのように使用されている

かというと、 ~ilì級における個別学習、家庭学習、

通常の学級、そしてテストの準備等で利用さ

れております。

DAISY教科書製作を行っているのが DAISY

製作団体ネットワークの方々で、その団体数

は少しずつ増えております。ただ、まだまだ

ボランティアが足りないという乙とがありま

して、ぜひ、 Hが得意であるという方々はネッ

トワークに参加いただければと思います。今

のと乙ろは団体としての参加をいただいてい

ます。

DAISY教科書製作協力聞休

口特定非営剥活動法λ 奈良デイジの会

ロ 特定恭嵩剥活動浪人デジタル編集協議余'"砲をく

口 昌立大学恋人富山大学入開発達科学部韓関務担重量

口ボランティアグループデイジ←江戸川

岱特定非常利活動法人支陸後術開発機倫

口 特定非営利活動指色ムかかわり教室

口符定非営利活動法人こみこみドットコム

ロ 社会福社法人目本うイトハウλ情朝文化憶にンタ「

口朗読奉仕グル~:;frQの会J

ロ特定非嘗柄l活動法人やまゆり

ロ 謂布デイジー・あおもりDム，I!四玉野里会

口 特定非醤~I活動法人サイ疋ンス"アタセシピリ子ィーネ匂トワ タ

M~O:ペトーれ"，'捨 s 

2012年1月に、せっかく利用者が 1，109名

になりましたので、利用者の保護者や先生に

対してアンケー卜をさせていただきました。

皆さんのお手元に「平成 23年度マルチメディ

アDAISY教科書アンケー卜」という資料がご

ざいますので見ていただければと思います。

-教科書提供の成果と課題

通級指導教室の先生がひとりの生徒だけで

はなく、例えば 1年から 6年の特別支援教育

が必要な児童生徒を抱えている先生もいるの

で、実際のアンケー卜の送付数は、約 600通

ですが、回収した数は 214通でした。その結

果の詳細は資料を見ていただければと思いま

す。例えば都道府県でどの県が特に多いかが、

また学年別ではどうなっているかの詳細を見

るととができます。

また学年別で多いのは小学校3年生、 4年

生、 5年生に多いととがわかるかと思います

が、乙のととはとの時期に読みに困難である

とか、なかなかついていけないとか、そういっ

たことがわかる時期であることを示唆してい

るように思います。

中学生も利用者にいるのですが、彼らが

「じゃあ DAISY教科書をやります。」という結

果になったかどうかについては、資料の後ろ

に逆に使用されなかった児童生徒の人数があ

りますので見ていただければと思います。使

用しなかったという児童生徒が、実は 43名

もおります。例えばどういったことが原因な

のかというと、本人が全く興味を示さないと

か、無料の再生ソフトのインストールができ

なかったとか、本人が使用方法がわからなかっ

たとか。もちろん障害の特性とか通級の時間

が少なく使用できなかったとか、いろいろ見

ていただければわかると思います。このこと

は、 DAISY教科書の使用した期聞が少ないと

いうことにも関係してくると思います。どの

くらい使用していますかというアンケー卜で

一番多いのは実は「半年未満」の方なんですね。
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量教事尊書提供の戚凝と標題

学年来瀦で結果が出ることは難しいのではな

いかと思われ*"す。

さっき申し上げた華IJ潟しなかった43名の中

には、「来年も DAISY教科縁者苦手持懇;:!れます

か?Jという嚢穏に対して希望する著者が 29

いまして、今回活用できなかったが荻だ荻だ

その可能性はあると考えているのではないか

と思います。

次に、どのような効長院があったかという乙

とについてお話しますο 絡線について、 f大い

にそう思うふ「ややそう思うj という総合さを

競べました3 去年も同じようなアンケ…卜後

ざをきてもらいましたが、 fd売みがスム…ズに

なったJ、f読むスピードが透度なスピ ドに

なったJとか、「文節の区切りが上手になった」、

f読むととに関心胸奥様が出できたJ、「読むと

とへの抵抗感、宮野手媛、心滋釣魚類が減ったJ、

f授業での発表の機会が増え?とふ「授業lζ自信

を持って取り組むようになったJ、「文畿の潔

解度がよくなったぶという内容について 50

パーセント以上の方が f大いにそう思うリと

fややそう思うぷと滋答されたわけです。言学

一一rゲ押印刷一一
動量みがえb.ズj之徐フf予?誠治スピ…ドが掛博車市完ぞ汁ず

'<:;.，文節句鶴閉がJ時 f乏なった。哨欄適量えが少な特仇

キ緩む、制こ語心、奥誌がーでてきt，"
"六事務令ごとへの抵抗感、苦手慮、心理的負担抱櫨会払

を3注意給要望鯵陸部員主私づE辺諸Aや蔀め畠il!字が強えたよ
話盤IJoKも挙Eもの俊魯移観製塩止まど二

=意欲がでてきた. 

• c-- ♂ y~，j:，)1ζなるた， 三f

*識の教事導者管制議時間P郎副署長剣訴を諦ゐt邸宅手械部元r

ノ f 主選iLt:u糊する酬が付紙が ーグィ弓円¥ ， ~ 

織については、望者ざまゆっくりと見ていただ

いて策総などあれば後でお受けしたいと患い

ます。

2011年4月28日;f数草ぎの機幸量化ビジョンJ

という文書が文科省からとおされておりを主ず。

その中1<::特別支援教育にa3ける情報遜信技術

の活用について記述がd5ります。その中に、「デ、

ジタ11;教科事害救材については、障害の状態や

特性毒事lζ応じ?と ð~交ざまな機能のアプリケー

ションの繍殺が必豪華ぞあるふまた、「情報端

末等については特別な支援を必皇室とする子ど

もたちにとっての基本的アクセシビリティを

保障できる乙とが必要であるJ、「今後デジタ

ル教科書警や簿報端末等を活用した実託研究を

行い、その整備を図る際には障害の状態や特

性に応じて、伊jえば、次の図表のような記患

や付与を行うととが期待;:!れるJと記述され

ております。 ζこのた主のとZごろには、私ども

B*~章害者リハビリテーシ蕊ン協会が欄速す

る研究をしているということら事寒かれており

Eます。得襲警の状態や特性にaじた有効な機能

いうのは、 Zごとを読み進めていくと、 DAISY

の機能とダブってくるのではないかと思いま

す。{?JJ7tば、事者費量命事文字色考書奇襲する機能

一一 マ ー一一一

特剥支援教警まにおけるf書籍議長室銭衡の}嵩隠れ)

発達簿警のある子どもたちについては‘機縁者農
著書ピ主主《繁華ま・5喜心を示芋者もいるnにのような子
どもたちには、学習寝欲差引き出したり注意主義中
議議ぬたりするために情報通信技術を議淘する〆
ふとが革まえられる。親l完(;t，学習障害のある手ど
もたちのやには言語録処環の備りのため文字を議
むことが綴重量な寺普がいる。そのような場合d書事量
級機 事母i字通言明その綴りや設事さを被告すこ号、祭
重量な3義務費伶I;J;じたりするなどの滋F稿草壁えられ J

7ふ d …識縁側情緑化即刻ン 2011:if.4尭2.銘文弱者
一一……ふふふふぷ…布地、介い

，惨ぬ物内"
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特別支援教育iとお誇尋鋳毅量霊祭主棄綴の喜善努努L山

口ヂジタん教科書布教材j主ナ~'"でま v灘署警の主主緩や特f事録
I::J;!;じた様々 な書聖書聖母アプザケ〕ショ切の書籍銭が必務官
晶~oまた、終絡会議lIt等'1::ついては、特別な斑機費必擦と

Pする亭どもたちにたっての基本釣なアウセシピザチィを豊島
隊で警高平とがあ察で島るー今後与デジ如レ教事事察‘畿終ー
や傍総議i簿告書華F自lムた富島証碩究在行しにそ母撃練聖堂草壁
毒襲撃にま三重章稼母校種差や特検等}埼じ℃競え f、総
重量畿に毒告すよう君主総隊やI来苦符号ζとが期特;'sおふ

精華語化ピ'/渇::-20U学4J'l2sS文務省

容

とか、文宇の拡大、フォントの裂を際及びそれ

に伴い行間を拡大する機能、文字にふりがな、

それから文僚や総務を区切る機能、文学に動

画や静止題，霊安声器者関連づけられる機能で、す。

動画についてまだとれからサポートしていく

という状況にございますけれども、 DAISYの

機能にかぶっていると患いました。

;';.:1<::文部科学省からの「デジタル教科塗の

在り方Jに関する研究委託事業についてお話

をしたいと長患いまず。との事業についてはす

でに最終毅会著書が文科省のウェブサイトiζ綴

裁されておりますの告義託内容は、教科用特定

協議等の機能とコストについて、教科用特定

額縁等の効果的な指導tJ~まと教育効果につい

て、 i滋幣の学級で使用する擦の溶剤方法と記

長君事演について平成21年度と 22悠綾の 2年

問、実註E耳炎を行いました。その絡築として、

次のような成泉がでました。「家庭学官3・j務絞

の適切な支援があれば学習意欲の向上や、護憲

霊義務皇室を持つなど自尊重量務の回復、読書を楽

しむ効果があった。 jというごとですc 通級指

とi滋常学級の先生の遂襲警による一斉授業で

削教科轡撰擦の成果と諜踏

鰍貰緩めためにデジタル教糟同交付翌轡々

詰護軍黛掛盤が湾総7お読み上げ縫揖に総支，言語署長上で韓みお.，.事 機

::部品二臨時禁諜霊25!議官蕗
弘 も1手i閉で袋徐賢建で事るえとが英語鯵容する吾w ふ U

口 黄最色や2文学ゑを綴織する機能
日 文字の極大、フォシゆ費総説者緋持ド繍を拡大本捕酷

m 文字l二勧告毛軒計る後稔
白 文面ゃ単語等で猛者怒る線総

ロ 文字に季語留や費傘立喜襲警審決費臨海鯵f葬儀れる機能

構報化官官自ン101l符ilft261ヨ叉耕磐

畑町内 宏一

の DAI日数料畿の使用により、対象児童撃のク

ラス参加が臼係者を終って可能になったという

とともありました。その児童に対して試験問

題も DAISYイじさましEまして、その結果を見まし

たとことろ、透常では全くでぎない子力、自力で

問答できました。との詳細については、短当

した炎2とが事例研究発表のなかで談務があり

ます。ぎた、 DAISYと連携するをPυs化による

コストの削減の可能性については、河村宏ざ

んの方からお話ヰをいただけると患い~9o

発濠.a章E害等にま君主還した教事在宅事(})主要労会に携
する総選正〈文章毒省委託率繰章受終手軽告をγ

一 -
Q.老教務第符語調書等@機総とヨλト

時期議案をM措適時害等iこ逃する電等教務饗の緩急新婚鍾

霊長話諸島常?22土錯誤能成品1s
P 2 数年~J!!晴g智朗曾毎撃の勧泉崎な毅議方該宗教務幼泉

対象児識に?録制紛A的教務看1'"議員要持制き導部二つV性質潟

教員b議機して徹務室?躍援を草案L、バソコン等の貫一耳線終審縫務総
嫁止をの操作指導 157食こ翁霊安し1仁甫務理務および密葬意i脚:務総
位の変化密接続した合

ロ 3 遜鎗型哲学級怒告を織する鯵の壌汚控告と配車事攻¥

発達陣聾響の対象姥*'1撃をよーヲ寄蟻悉における鉱議障害等位遁争事
責子教穂署~11);議潟iごつい七務総築総を行い、学習に閤妻差額芳章，~
E傘じた授象のおり書を務流凶お

ぞ毎静φ内部す司令 室G
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司教科書提棋の議果と課題

ととからは、 DAISY教科幾縫供薮業の課題 しかし DAISY教科書については、法律では認

についてお話奪避さめたいと怒います。 められましたけれども、ぞれに後狩しきをする

突は先ほどのデジタル教科書についての

実設研究後、何らかの文科省のアクションが

起きたということではございませんから、;:!

らにデジタ)!t教科書震というものについて研究

していくという方向に文科t撃は<5るのかなと

塁まっております。

デジタル教科書については、いろんな議

論が出ております。「フューチャー・スクー

ル・ブロジ:r:クト」どいうのもございますが、

2015年までには教科惑を全都デジタル数料警察

にしようという、 13:zドみしての緩議はあるわ

けで、その緩祭主を持ってブclジェクトが進め

られていると思います。

そういう状況の中で、との DAI5Y教科蕎提

供事業は、獲の財政的な支援がなく、ボラン

ティアベースで行われております。とのE主家

ボランティアでやっていていいのかなという

ふうに思うん守ず~o 先ほど、ボランティア

のが欲しいんで、9とE殺し上げ*したが、そ

の一方で、は、やはりとういうととは国がすべ

きととではないかと怒っております。

来年度においては、中学校の教科書警の改訂

があり、ボランティア!J)カでは限界もあり Eま

す。こういったどころの支援がいただずたい

と&。ぞれから、マルチメディア DAISYの提

供システムが減法していないととについても

悶践があります。拡大教科書は既にあります。

予算がない状況がございます。

ぞれから、茨だ笈だ番手くの人にひAISY教科

署警が認知工ぎれていなし、という線総ij¥島ります。

爽際、事堂予奪還霊長童会や特別支援学校等で後修会

を何回むしておりますが、研修会の最初に、

皆さん、 DAISYを知ってますかと鴎くと、九、

いえ知りません」と答える方が多いです。

またあ華警なツー1レの開発lζ関9

ざい*90例えばZこれから DAISY4とb'EPりB3

が恨の中に滋筏ってきますが、ぞれに関連す

るツールの開発が必要になってきています。

DAISYを使用する環境の問題もあります。

先ほどのアンケートにむありましたが、約F患

者が使用しているパソコンは、闘分のパソ

ンではなく、共有z'すね。とのパソコンの的

綴であるとか、 iP婦 や iPhoneでも DAISYb¥ 

ですますが、雪量が箆ってくれるのかなど

の問題があるかと患います。

さらに再生ソフトのインストーi!tIこ制限が

かかっていまして、この濠澄は教育委長問、会が

行っているという務緩があり Eます。このよう

な点については、今持校ガ~ DAISY 教科~撃の利用

について教育議室長議会とどのような連携を取っ

ていくかについて考えてもらわなければ解決

ができないと思いますむまた先生に対する研

修の必要性もあるかと患います。

-・・・・. 2器 削



外国での DAISY教科議撃の提供lこ演する毒事例

を見ていきますと米関の NIMASのシステム

が非常に利用できるシステムではないかなと

懇っております。またブラジルで弘北欽でも、

教科害警の DAISY化について留の愛媛があると

ときを申し上げておきます。

最後fe:DAISY教科黍提供事業の展望につ

いて申し上げたいとお乞います。国はデジタ

ル教科書のアクセスピリティの保障として、

DAISY教務警の務及に支援者をいただきたいと

思っております。また地方闘治体に対する援

護があります。たぶん、井上ざんが後でお認

し<!れると潔いますが¥マルチメディア DAISY

数料畿の室普及の採択をしている地方自治体毛E

Gooきたのマップ後使用してマッピングしてい

ただいた井上ざんの資料があります。この資

料を使ってさらに採択する地方鼠治体が増え

ればと思っております。また事変革審委員会、学

校図言書館、公共図書館毒事也、必喜望な児童量生徒

に騎くために DAISY教科書喜の存在宅Eぜひ広め

ていただきたいと慾います。

それから教SilHと関する属議ですが。 DAISY

教科書を対重量児童量生徒に佼う ζ とにおいて重

要雲な存在ですり活用する長後していただき

たいと患います。

ぞれから企業に対する展望は、きっと後で、

一太郎、もしかしたらをPUBでオ使えるかもしれ

ないという、楽しいお話を湾村ざんから聞く

乙とができると潔い笈90

E教科盤機供の盛薬と翠題

ぞれから何よりも DAISY教科書の利期苦言の

ニーズ後大切にしていきたいという展望があ

ります。そのためにも利用者の人たちが権利

として大いに痴を出してほしいという患いが

あり、次に利用者の親の代殺としてÚl~伊香奈

ざんにお話をお願いしておりEます。

とさ溌線ありがとうございました。

問 27 -



訓DAISY鍛科書籍用者が願うこと

DAISY教科書判期礎1J(轍うこと

i1J中 主幹祭 (兵控室燥しO綴の会 fたつの子」副代表}

DAISY教科書利用者が願うこと

議嫁蕗LD鰻白差益たつの'f

w<T番最
;1012.0:1.0喧

皆ざん、乙んにちは。神戸から参り*した

山中です。毎年私、この教科議ネットワ…ク

会議のを長0)誘:買に呼んでいただいているので、

私の綴も符震か見で3まえていただいている方

も多いと緩い"9。今日は rOAISY教科書利

用努力1綴ぞうことj というお題をいただきまし

たが、私の子ど毛主が利用させていただいてい

るので、子どもの話をさせていただきます。

毎年ですが、ボランティアの綾ざんがイヤって

いただいた教科警で私たちのそFどもは本当に

読める教科書撃をいただいているということで、

まザおネしを震いたいと怨いまサ。いつもあり

がとうございます。

ではお話をざせでいただきます。私の子ど

込は 2人いるんです吋れども、主妥5怒と次男、

2人とも発遼障害撃を持っています。

は中学校z年生。 通常の学級lζ主主総していま

す。学習際祭、特に続み機管・計算がとても

発達{濠撃の窓子たち

。長男

匂混在中学2年生

句通常の牢蹴rc在議

場学習時蓄特iと議み謹告祭繋がE糧難

@次災

号 Z持者E/j、明怯お年生

場瀦常的学級!ニ在蛾

第 AD狗D(ii講生欠陥事室主役開審〉 善意み主喜重量

困難です。震度のしDです。現在では、 i患に2

時間、 2沼ほど、スクールサボーターの学生

さんにサポートに入ってもらってい荻す。

次第は現夜小学校5 通常の学級に夜

籍しており Eまず。 ADH。で彼は特に読みのみ

に関難があります。計算等は大丈夫です。

長男について

@露連!こ竣聞を持ったぬは6総(J)弱震
緩1;'てかけ就い)1;-)1"，(1.)あるi議びがで毒容い
語義援IJ)上り下ゆが-jj;ずつしかで者ない寄与

。小争終1若手意的ζろ

会言語は静溺にて!~誌の lこ、自分自'"菊もまともに書けな
いパ窓考古が控黙したり、回転したり 8→担)

務小学校3年集的ごろ

r<学生で習う簡易誌な;華字も読めないし書付註かコたn

制 28 時



の発達;ζ援総考もったのは5綴の頃で

す。 f受5警は当喜寺保子著所;ζi遭っていました。お

絵携をの絵が真つ総だったり、みんなでルー

ルのある滋びをしようと怒うのですけど、う

ちの子だけ外で、「見守っているJというふう

に先生に震われ:tした。 また、保育所に行く

のに?盗殺があるのですが、そのより下りがう

笈くできませんでした。チョキ後出して「ζ

れ何 ?Jとやったとをに、伊jえばf2jでも「チョ

キ」でもよかったんで、すけれど、も、 fわからな

いj とさ織のときに禽い荻した。私はそれでー

との子には、ひょっとしたら鰐かあるのでは

ないかと気がつきました。

小学校?年念に入学して、ひらがなを習っ

たり綴単な漢字書をl1っているb廷は、鏡文字、

学を反対に書いたり路整去していたりという字

を書いて、自分の毛弘前ですらきれいに緩くと

とがでをませんでした。小学校3年生ぐらい

になると、 1年生の漢字は既に覚えているだ

ろうと思いすや、金然読み喜撃をができなかっ

たんですね。 3生手の夏休みの頃には 1年生の

二、三j の漢字から私が彼にもう 密や

ろうというととで、漢字の練習そしたととを

覚えています。

彼はとて色気るカが弱いんです。視力はあ

ります。 途穏に見えるんですけれども、どと

主主義んでいるのかわからなくなってしまうの

例えば先生に読んで乞らっていても親に読ん

でもらっていても、今自分がどの行後見てい

たのかが会くわからなくなってしまうという

特性があります。

.OAISY轍科蓄積j用者が願うこと

長男の5務総

象.!!るtJが緩季語iこ留守い
由分てe議んても、るい奴いにかかわるず、慈んでいる
議務自ら回線が外れ品とどζを議んでいる静か脅か
らえ基くなる(!聾し鞠主主ども替手

。文学や連'*'‘図鯵君主ど軒ひとまたとまも!とLて縫える'.
kがま差しい{宣言書がわから拡ド敏い読みにf，j:る、

• J静1，1と文字を奮声と結びつ11る:1.1が弱い
倍音量戸{七手やるとと í~_-- 生絶命的指ノωでいても再審0)主義
毒筆記凝らない

採し守勢なんかもとてもそ苦手で、今、中学校2

年生になって、当時よりは fどと読んでいたっ

け?Jというのはだんだんなくなってきでは

いるんですけれども、 Eヨの前』とあるものに気

がつかなかったりします。「あオし消しゴムど

とに鐙いたっけ ?J とか、冷蔵書撃を関けて牛

乳を欽みたいのに、 F牛乳どとどと?J r固の

前にあるじゃないj というのがよくあります。

文字や淡学、図形など唱をひとまとまりにして

とらえるということが難しいので、分かち

をにしてある文節なども一億一個読みます。

読むというととだけなので¥拾い読みになり

:tす。文主主の怒号車が理解できないととになり

ます。もちろん漢字も読めないので一沼ずつ

詰まってしまいます。

あと、見た文字を音声器c:結びつけるカがと

ても弱いので¥「ζの習は何だっけ ?Jひらが

なの「あ」そ兇て「あj という奮が出てとな

かったら、その後わからなくなってしまいま

すのそζに特認がかかってしまって、読めた

としても、中身がよくわからないという惑じ
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劃 DAISY教科書籍用者が、願うこと

になります。

私、この長5替のことについては、絡橋いろ

んなどとろで滋して~たんですけれども、次

男のとどについてはあ絞り話をしませんでし

た。主義努は読み繋き・計算、ほぼすべてに弱

いのですが、次男は読むという2ごころがさ主に

苦手です。先ほども言いましたように AD付。

があります。ただ、学穫は読むと Cろは磁襲撃

ですけれども、治はおらないので、街路傾向

もなかったので、疲努などは受けてとなかった

んです。た?と、学校では集中力が続かないと

とが際関なのか、授業中の離席だったり、友

2二、ケンカではないですがじゃれ合ってい

ても ζれまでも 2図、歯を折ってきたり。つ

いとの誌は、滑り台から自分はジャンブした

つもりなんですけれども、起を引っかけまし

て腕体義i告をして内臓綴僚で入総とかのそう

いうととがある、とであにぎやかな5警の子な

んです。

私は、にぎ、やかだなという患いはありまし

た。小学校1年生になったときに音震発の苦言葉護で、

次男もやっぱり拾い読み者をするんです。

だったら「努の子だから」とか、「ちょっと人

より苦手|なぐらいのそ子どもなので、学校の

先生は「会然大丈ラたですよJみたいな感じな

のでしょうが、私は長男がいたので、との子

にも読みの悶難があるのかもしれないとにら

み涼したc

彼が長男と違うのは、先生や私が緩んだ文

章はすぐにすらすらと読んヤしを安う。初見の

ものはものすごい姶い続み者をするのに、一度

聞いてしまうと、後はすらすら苦言うんですね、

その後の後続は。とれはお兄ちゃんと遣うな

と1年生のとをに患いました。今、小学校 5

年生で、す。長文読解のテストが始まってくる

んですね。そうすると読むことにものすごく

時潤を費やしてしまって、結局長設後'*で、問題

が解けないで、終わってしまう。緩んでいて気

がついたらもうあと 10分しかないとか。ただ

最初のガの閉館はやるので前半はできていま

すが、後半ば白紙状態のテストとなっていま

すの

DA[SY~さの総会い

• DAISY/ま20071李毒事f繍掃のしり学会)で出会つ

百目指γ耕CAで義患が議練費接対てい10商問有番祭主主的撞
識があったため務1，誇を始的苦;(IJ、4)

つ

DAISYとの出会いというのは、:長男が4年

のときですc 2007年の冬です。彼は文字

のかた2まりがわからなかったり、線が重喜けな

かったりしました。字が書けないというのは

やはり検査をするとそういうちのが出てを 線が書けないんですね。そういうとともあっ

ました。 て、西宮の YMζAのサポ…卜教室まで療事著者を受

けていました。ぞとの先生の紹介がありまし

“ 30ω 



て DAISYと出会うことができました。

。AISY1と出会った頃は教科書ネットワーク

も tと、なくて、滋i務先生のご紹介でとちらの

リハビリテーシ滋ン協会だったり、 ATDO<!ん

だったり奈良デイジーざんなどとつながり荻

して、教科書を手にするごとができました。

最初に、たまたまサンプルでいただいた{と

んぎつねJb'、彼が小学校で今から習う場所

だっ?とんです。彼はとても興味を持って毎E

のようにそれきを緩い荻し?と。 叡分で再生を繰

り返したととで、rんつねjの授議騒が始Eまっ

たときに、今までは国語が全然I't!警がわか

なかったのに、授業についていける"*でになっ

たのです。先生の質問や問いお、けにも約者を射

た害事えができるようになったというととで、

後なりに授業にとても前向きになりましたし、

災擦に白書事心みたいなものもだんだん回復し

てきEました。

現在、 DAISY;を丸4匁t使っていE置す。当日警

は国語だけを提供していただいていたという

状態なんですが、今は英語や社会、理科とか

i主察以外の教科にも広がりを見せて、本当に

ありがたく使わ牧ていただいています。

彼はほぼ主普段というか、授裁が滋んで、レき

ますので基本書きには予望書として使っていますの

儒 DAlSY教科書締爵警が競うこと

り*ぜん。例えば3整然みなんかは続審感想文

F替の図書警です。そういうの、随分令読むのは

とても大変です。去ま手(J)護休みには、日本ラ

イトハウス情報文化センターざんが作ってく

ださったマルチメディア DAISY~蓄を利用ざ

せていただいて、 EEI't先生のご指導のもと、

後は感想文を欝きました。淘分で読むとなる

と続審霊感線3どもなかえ主力、議けませんが、 DAISγ

で読んで色らって滋免罪そしてE当分の感想文に

まで持っていくというのは、マルチメう子、ィア

DAISYがあったおかげでそご絞でいけたとい

う感じを受けましたc 小学校の簡は読喜善感想

文という宿題はありませんでした。 中学校?

と2年生の2翻、両方ともマルチメディ

ア DAISY1"滋議感惣文芸E3蓄くととができまし

た。

DAlSYの利用について

e 主義嬰~~昌運中2)

時 oAIS'(抑制!!奇丸4年初嬉しているσ 受話誇!.主u~警た汚死亡，たが混
筏友然殺やキ士会なEも漫供してもら勺ている鯵

。OAISY線終盤f裕仁義給対幻討さ発β 主に議選誌の'5習としでh 又

テス州}のf実認1;'...，て刺繍してJゐ令

• SA僻hみの線鶴筋線:1<繍'"波惑もお入、;1''1'務義被-if'Ijfsしている今(今
翼手4(:1;l.:D:1ドライトハウス情報文化匁レタ 禽H舎のマルチメディアデ
イジー側稼加納l鮒した

鯵次興(潜在小61

令 2年i牢/;:';ftJfflしTいるa加も轡淡の襲撃幾のaきi工務/ll，

急サt:'エ図書館を制，唱し韓誌や'1'識を議議l.N1'いる

ただ、中学生になるとテストが合ざいますの 次男は今小学校5浮き主ですけれども、 2年

で¥テストになると復習用に使います。 ほど悶殺のひAI日教科診きま利崩しています。

彼は最初にお諮ししたとおり結構、記機カb'

彼が絞っている DAISYは教科書だけではあ いいので、毎回、毎お使うというタイブ令は

間 31 幽



.DAISY教科書利用者が願うこと

なくて、新しい単元に入ったり、長文の物語

文を学校で習うときになると、「僕は苦手だか

ら」というととで引っ張りだしてきで、音読

の宿題をするというような感じです。

マルチメディア DAISYではないですが、サ

ピ工図書館を利用しています。視覚障害者の

方のために音声の DAISYがそろっていて、イ

ンターネットでダウンロードして、小説や物

語を2人で楽しんでいるというような利用の

方法をしています。

DAISYに出会って、 DAISYを利用してよかっ

たことは何かという乙とで、子どもたちにイ

ンタビ、ユーしてきました。

利用して良かったこと

@内容7が1l!!解できる。
(自分で読むと分からない)

e 自分で学習が進められる。
(親日助けを利用しないe清む)

e 自分のa子きなとこるから読んでく1凡品。
。読めない謹:字も読，，'~(れるので分かる内

. jlI:語 I~特に尭音が分かつてうれしい。
a 自分ぞ読t;より覚えやサい。

一番は、内容が理解できるというととです。

「自分で読むとわからないんだけど、 DAISYに

読んでもらったらどんなととを言っているの

かよくわかる」と言いました。自分で学習が

進められる。要するに、私がいなくても予習・

復習ができるということを言っていました。

あと、途中からでも大丈夫。自分の好きなと

乙ろから読んでくれるのもいいんだと。 DAISY

だったら読めない漢字も読んでくれるので、

たとえルビがなくても大丈夫なんだと。英語

は特に発音がわからないですから、読んでく

れてとてもうれしいと。あと、何より覚えや

すいとも言っていました。彼はやはり目から

入ってくるよりも耳から入ってくる方が覚え

るのも得意なので¥特にとれを言っていまし

た。

私の息子たちは DAISY教科書、 DAISY図書

は彼たちの学習には必要であると私は思って

います。やはり単に読むととだけでなくて、

学習への意欲や向上心に直接、結びついてい

ると思いました。

読めない障害への理解と合理的配慮を

命臨み圏蝿向子どものためにDAISY教科書者団が保障して
世しい
(ボランティアが製作しtJ{.~ è::読める教科書が得られない
のはおかし1、)

a 読めなしだけで学習の聴会を失っているα

~主みのlι戸11を芋~回れたり、高校や大学へ日進学
お通が独占S:~fiιりも守る)

島濯id苦生堂Ztzt品書?Jfg器留守
。品試、静入学後の担業やfストでも積めない子どもへの

届(PG持込や読み上げ)iJ'必事
〔現行由センター入試での西日慮たけでは不十分)

読めない障害への理解と合理的配慮という

乙とですが、「読み困難の子どもたちのために

DAISY教科書を国が保嘩してほしい」と書き

ましたが、ボランティアが製作しているから

-32 -



.OAISV教科書料開輔が鯨うこと

今、あるんです。ボランチィアが製作ですな というととは彩潔するには大切なZごとである

くなったら私たちの息子は DAISY教科議撃が機 と思います。

られなくなる状鍛えまので、す。それはみてもお

かしなことだと感じています。 3児殺はボラン

ティアがやっているからいいじゃないかとい

うふうには、私はどうしても忍えないんです。

園がちゃんと保障していただけるのが形とし

ては総対約なのではないかと思っていまれ

絞めないだけで学務の機会を失っている。

談みの向上だけ俊足衣められたりするのです0

78完めないから絞めるようにしましょうj で、

その先の繁滋に向いていかなかったりします。

あと、滋伊の問題ですね。読めないことで、

先ほども震いましたようにテストが半分終わ

らなければ、どれだけ前半額張っても半分の

点数しか、取れません。滋学の機会dごいうのは

少なくなっている。たとえ高校、大学と進学

していっても、 DAISY教科書は必擦であると

怒ってい*-sto今、ちょっとは務校生の教科

書も作っておられるそうですけれども、基本、

中学生Eまで弘、義務教育*でといふうにして作

られています。で毛主子どもたちは中学卒蒸し

?とからといって、ディスレクシア、読み!磁号警

は治らないのです。ずっと一生引をずってい

て?ます。せめて伊校で教育する教材について

はやはり DAISY化が必須ではないかと。ただ

形としては人が読んでいわ、なくても、自動音

声で読み上げてくださってもいいと思うんで、

す。綴主総な形に変わっていってもいいと思う

のですけれども、必擦なものをそろえておく

「入試*たは入試後の援護れbテストで読めな

い子への配慮、 PC持ち込みゃ読み上げの必袈|

e幾きましたけれども、昨年のセンタ…入試

から発達i毒事言の子どめのために配慮というも

のが行われるようになりました。溺校で総長室

してもらっている ζとに準ずるという形です

ので、「霊祭み僚警」には代殺とか、読んでもら

う、機械で読み込むという間接援はありませんむ

実際にどんな配慮があるかたいうことですが、

?ととえば解答に時間がかかることに配厳して

1.3倍長い試験時間に緩主義するとか、学が見

えにくいから拡大文字の問題用紙を告をうとか、

あと、解答用紙も大きくなっていたりとか。

あとは別室での受験であったりとか、会場の

入り口まで付寄添いが認められるであるとか、

毘答欄に数字、マークシートが難しいという

Eごとでチェックを入れるだけに代えたりもで

祭る。ただし大学入試11ンターに認められ

たケースに根られるというととで、とても緩

み障害の子がととの叡慮にはまるかといった

ら、絶対に入らないと私は感じていE置す。

ただ殉じような海外の話になりますと、読

み上げソフトを使ったりだとカ¥問題を羨ん

でくれるだとか、議くととが難しい人のため

く之とが認められるだとか、指者r"dして
露悪事害できたりだとか、あと、特別な休数日寺聞

があったりだとか、付き添いの人の立ち会い

がオーケーだったりというととで、結構いろ

- 33 倫



山OAISY教科書利用者が顕うこと

いろな恕擦が認められています。これは本当

に必要な配日設なんだと私は思います。

先ほど言い5ました配慮の絡なんですけれど

も、とれはとの前いただいたファイルですが、

新織に出ていましたの読み察ミ?の学習陣警の

中学校3年のおそ子んが入試問麹の代読を療

にお綴いしていた。でも結局ダメになったそ

うですc とのお子さんはうちの子よりもはる

かに読むことだけに惨害撃のあるお子さんで¥

平均点が読んで也らっただけで 70点上がるお

子ざんだそうで、ず。このお子さんは、まざし

く学潔の機会主をとれで損ねてしEまうと私は思

います。とういうととが起とってはいけない

と思うんで、す。 r公平性に欠けるj ときわれて

いるんですけれども、絡が公平?をなのかと私

は患っていますむ先Elの~慾にも害警かれてい

ましたが、文学の知識毎号手助けするととにな

るというふうに言われていEまず。文学の知識

1r問う隠霊童考会絞にしているのがおかしいと

懸い笈す。文学の知識を問うところは、そう

いう問題を作ればいいと怒っlいます。すべ

てのテストが文学の知識を問う必惑はないの

ではないカ、ど患っていEまず。

ごういうことで優秀な人材を日本はどんど

ん見過ごしてぎたというか、機会をき撃ってき

た。逆にいえば、学習の機会を奪って~tとん

だなと感じてい荻す。もっとむっと本当の公

平般のある学溜の機会というものを、読み感

警の子どもたちにもA事えていただ告たいとい

うふうに、殺から、そして本人tc.“ちの患いも

込めて今日との場で話;!iきていただ*"したc

ご清潔ありがとうございEました。

制 34-



属事例報告

事例報告

赤瀬瞳 {大阪府寝田林市:lL!詰問中本小学校 発途障がい通級指導教室)

読み撃さに困難を持つ毘童A

大阪府富隠林?告tLi蓄尽き本小学校
通級指名撃事室号室fE当

赤潮 建

聞鱗 主ミ訴

-教科議長吉本緩みの宿題がなかなかできない。

・遂次緩みでたどたど》い‘符lまし目指みや勝手読みを
する。緩むのiこ善寺夜がかかるので、疲れる0

・撤物の紛議の絵が鍔を滋いているのかわからない0

.喜章二にの絵を措くのが貌しい。

‘文学0う務が塞く、漢字がなかなか支援に喜善脅lこくし、o

. i1:t三ちとのトラブんが掛むよく泣く。

とんにちは。私は大阪の7古からやってまい 植物の綴祭の絵、ちょうど3年生でホウセ

りました、通級指導教室主の担当の赤滋です。 ンカの綴壌をしてたんですが、どう兇ても、

今おお話しするのは緩み書きに困難者t持つ

A、というのは、小学校5浮きさの男の子

のことですじとの子どもが私と出会ったのは

小学校3$.It:の7月ですo 7月の個人懇談の

析にお母さんが fおかしいj というととで叙

任に綴言葉がありまして、喜怒殺させていただを

ました。 Eまず教科書の本総みの宿慈がなかな

かでをないと。とにかくバトルになると。な

かなかしないので怒ったりなだめたりしなが

ら合せてしまうと。そういうおうちの方の努

力で¥担任の方は読めてるのできまがついてい

なかったのですけれど、も、おうちですごく滋っ

てらっしゃる。逐次読みが?とどたどしい。

ても蒋闘がかかるので疲れる。

ホウセンカには見えない。図工の絵な揃くの

も襲撃しいと。幼稚闘の頃から侭を緩いている

のかわからなかった。文字の形が怒くて漢字

がなかなか医者撃に議きにくいo 問、「了考書Lζ

蓄量きましょうJというコメントを担任の先生

に書かれてしまう。友遂とのトラブ}[;が多〈

てよく没てすます。 1年生の時は、授業中、お

腹が痛い、 E震が療いということで保緩3援によ

く行っていました。

そういう状況だったので、ぜひもう少し詳

しく診てほしいということで、心理主検査をしま

した。とれは長-ABζ(])検3まですけれども、ヰ

枚のカ…ド、毎使ってモデルと同じ形iこ霞くん

ですけれども、とれ増E作って「先生、できま
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匿事務報告

した!Jと見せるんです。…とれをFもで、「は

い、でをました!Jと自信を持って吉うん?す0

・・とれきを見て rlまい、できましたふ…とれな

見て fはい、できましたふ…とれを気て「はい、

できましたJ。というふうに、私がえっ?とr緩

うような線道重い方をしている。事きi邸主検査を

していて間漁えているとElfぎなさそうな顔を

したり、手で絞ったりグデヤツとしたりする

んですけれども、彼は自儀袋持って fできま

した。」と私l己訴えたので、議号、ちょっと見え

方が透うんだなと長患い3ました。

そこで、人物像を描いてもらったんですけれ

ども、これは大好きなお釣ちゃんを議んで紛

いてくれたんで宅す。とれを白債を持って私に

見せてくれました。手がないし示、ディーのイ

メージが非常に弱いですね。

とれは漢字です。いつもこの辺りに r~護学

をしっかり練習しEましょうJII正しく丁寧に襲撃

をましょうJといてコもコメント校襲撃かれるん

です。 3をさ主iζ部分的に隠してもらっているん

ですけれども、なかなか彩にはなりにくいと

いう状態でした。

とれは点結び守すけれど生3、とれば、左か

ら右に絡してい3::90とごろが、今度、よか

ら下へ移す時にどうしても、三角にとがるん

です。とごとでもそうですし、ここでもそうです。

ごとでもとんがるんです。微妙にみんがりが

出ている。

それで、特ABC機査乏し茨した。おABCの

結祭ですけれども、模様の機成が 5010b竜王子

均ですが 5でした。絵の絞合は 90 緩様の織

成がぐっtニ低いんです。

K-ABCO接査結果

-緩ま時処理過程尺j笈

絵の統合

盤j薬の意義盛盟1 企盈盆iru.
.習得議uをEま

算委主(W) なぞなぜ
震登盟主義政鐙i 主主の双縫溢よ

・継次処E盟尺E駐>1司E寺実塁線尺度

これは WISCです。 WIS仁も非常に回凸があ

り3ます。主将で、も知覚統合以外は会警告 100以上

あるんですけれども、級交統合が非常に低い。

絵図完成は6、務木模様が9で組み合わせは

5です。積木機機が9というのはなぜなんだ

ろう。 10が平均ですカ、ら、そんなに低くない

んです。もう一路線べ直すと、 WISCという

のは翠く?ぎると加点がつきます。だから

WISC-illの検査結集

-繋徳性IQ革主俊絞i設会後変

• n李総書聖書Z喜怒i移 匁堂畿会
注意気事最初漣速度

.下位験資のE刺酉点

i童援祭Z撲絵密1m列車護家緩4華盤重量殺
頬似勝喜霊 祭議王室毒事
算数霊童総
務等書意義警告撃し
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際はなかなか形として組み立てられなくても、

組み立てができた部分について早ければ加点

がつきますので、加点がついて 9になってい

ました。とういう ζ となんた、なと私も分析し

ました。

検査結果から弱いところが出てきます。抽

象的刺激の視知覚、図形、記号、人物、物、

そして有意味刺激の視知覚、視覚的処理過程、

図形的認知、空間認知。とういう弱ざがみえ

てきました。

検査結果から弱いところ

分析能力 ー部分と全体の関係

，推理能力 ・宮悟理解(聴覚)

・抽象的刺激に対する視知覚(図形・記号}

.有意味刺激に対する視知覚(人物・もの)

-単踏の理解

簡単な冒語指示

有意味刺激の視知覚

.空間

-冒栢概意形成・操作

.非言語的推理

・視覚的処理過程

a図形的!ll知

検査の結果から強いところも十分あります。

漢字なんかは非常にまじめですので読みその

ものはできるんです。

支援の方法なんです付れども、私のところ

は通級ですので、まずどうしたらいいかとす

ごく悩みました。まず DAISYを利用していき

たいと思いました。もう一つは、視機能トレー

二ング、ビジョントレーニングもしていきた

いと考えました。

-事例報告

検査結果から強いところ

.漢字の読み
・短期記憶(聴覚)

.短期記憶(視覚)

・長い文章の理解
.情報の記号化

・数を扱う能力
.継次処理

・簡単な言語反応

通級での指導・DAISY由利用

支援の方法

・視機能トレーニンザ
視知覚トレーニンゲ限時トレーニンゲ 固と手由協応
固とEのトレーニンゲ

・学習
文章問題をていねいに正確に読み、意障理
解在していく。
漢字(パツを意識)
プリント学習

オプトメトリストの紹介

また、学習の中身については、文章を丁寧

に正確に読んで意味理解をしていくというこ

とで、例えば、算数の文章問題も全然読まな

いで勘で数字を掛けたり割ったりするので間

違うんです。勘が当たれば当たるんですけれ

ども、なかなか当たらないときは当たらない

という状況ですので、全部、線を引かせて「読

む。読み取る。」ということを大切にしていき

ました。

いつも本人に言うのは、「見たととと読むと

とは違うんだよ」と、違いをはっきりと言つ
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園事倒韓告

ています。

オブトメトリストにも一応紹介をしました。

DAISYの使い方ですけれども、初見で読む

場合は音声で聞いたり音声告と一絡に読んだり

しています。その後は消音にして読む線潟

し 90DAISYのパソコン画面と、教科書喜安

見比べながら談むんです。ぞれは本人が自分

で考えました。パソコンの文字、ハイライト

のついたととろそ兇ながら、今度はパッと紙

媒体を見ながら見比べながら読んでいってい

ました。八イライトに念るスピードb' 分の

読みのスピードと合わないので¥文学数が多

いところはハイライトを止めて読んで、談み

終わったら淡た再生して次を読むという方法

でいきました。

DAISYの使い方

-初見で読む境金!ま資実おザで豊若いたり、官者向といっ
しょに読んたりするe

・その後Jま消音!こして談む毒患習をするの
• DAíSYのパソコン(})密冨と教科蓄をJ<t~べながら
自臨むu

-ハイライトになるスピ}ドが自分の読みのスピードと
会わなρめで、文字数(})多C'1、ィライトをj止めて言語
". 'l露み終ゃっ7ごら事長主主iこして次を読み?む。

・矢日ヨキー〈…φ}をsをう。
・二fw、~二ζ予告…変革111朝νて、総械にかけたスウザーン
(})文学告書発む。

童委初のt震は私がパソコンを線作していし

たが、すぐに「自分で操作をしたい。」と

て自分で、使うようになりました。どんどん矢

印キ…疫使って転換の総がなくなるくらい学

くきちんとイ受えるようになってきましたc そ

れで随分読めるようになっていったんです。

次に、ブロジェクタを利用しました。板番(l)

文字は謀総霊祭が濃い荻すのでなかなか読みに

くい。パソコン上の文学は読めるけれども、

板蓄をしっかり読むために、今度はブロジェ

クタに狭して、スクリ…ン考綴喜撃にかけて読

む綴習をしました。そうすると、近くで疑る

のと媛離のあるものを見るのと、そして映す

のと、号?とは縫ってきますので、そういうト

レーニングそしていきました。

3年生の 10月か 11 畷力、ら使い始めて 3

年生の終わりに、 fモデモチの木Jがあるんで

すけれども、そのときは通級の:かで、は結構ス

ム…ズlこ事喜んで読んでいたんですけれども、

おうちでの猪熊守はバトルになったそうです。

次、 4年生の初め、 6Jヨ;ζIf当いぼうし」

があるんですけれども、そのときはお家でも

iバトルしなくてよくなりました、随分で読み

ますj ということで随分変わってき72ました。

半年少しで読みは変わってきたように患い

ます。ずっとどジョントレーニングもしてい

ますし、いろんな雪量発表で読むとtの抵抗感が

随分減った。というとたは、治視するカがつ

いてくるんですc l監視するCとがでをてくる

と文学をしっかり見る。ビジョントレーニン

夕、と合わせて、感じが随分変わってきEました。

タU;lば5年生になったら r;大造じいざん」

があるんです。結横長い文章震です。今は「わ

らぐっのゅの神様J、爽はとれ、 19ペ ジある
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んです。 2月の中旬にクラスでζれに入る台、

らというので、私が lF-lの終わりから入り始

6t>*した。 1守ページは透級でも一度に読めま

せん。だからヰつくらいに区切って4悶に分

けて 1つな緩んでいくようにしていEます。ぞ

れぐらいしないと、長くて主義くて!気が濃くな

りそうです。でも、読むのは嫌がり笈せんね

その意味ではずいぶん根気がついてきたなと

怒っています。

なるべくクラスでやる前に遜級の方で読ん

で、そして緩み込んでいって、クラスの方で4立、

紙媒体の教科書警で読んでいくようにしていま

す。みんなと一緒の場所では紙綴争奪の数料畿

で読んでいくようにしたいというのが彼の緩

みだったので、そんなふうに使ってい笈す。

とれは4年生のときの fごんぎつねjです。

大分、使いした。

ちょうど4年生が終わる媛、印象初日絞を作っ

てみました。開いてみました。マルチメディ

望事観報告

印象野建

マルチ~デタイアDA1SY教縛奮を絞ってみての警察畿を控衝に現闘し
質揖lごは‘fはいJhぜいいえ2で替えてせ'1と，

-①文字が聾みやすくなった。(1まい〉

.t2:文字を読む時、重量れにく〈なった七{いいえ}

'③正し〈文字や文章を義母るように註つ士会 tはL¥) 
.ゆ集中して宜宇を喜豊島るようになっ士。〔はい}

“官何段も飼じとこみを済生できる由で長認{鱒}しやす〈
ったの (1まい〉

.@崩分から、ヨドや殺事司警号豊富豪もうと思う機会が増えたっ

. (はい}

I .!J;附より、:5c殺を緩みといと怒うようになった。(はい)
I • @ニれからも、マルチメヂイア岱AISγ教科書堅苦使いたい。

(1まい)

ア DAISY教科惑を使ってみて、どうなのか

本人に質問をしました。「文字が読みやすく

なったかJr!まいJor文字を読むとき疲れにく

くなったj 九、いえJ"戸正しく文字や文章を務

めるようになったJrはいJo:-集中して読める

ようになったJrlまいJor何度も同じととろを

湾主主できるので線認、しやすくなったJrはし'Jo

!自分から:$:や教科議撃を続、うと緩う機会が矯

えたJr~まい.1 0 r前より文章壁を読みたいとEまう

ようになったj ーはいJorこれからもマルチメ

ディア DAISYの教科書を使いたいJrはいJQ

とういうふうに彼は答えてくれました。 2番

以外は金書s争奪定的な回答でした。本人も、やっ

印象部史的結築

②以外は宵定的な主主主事であったα

-児童重本人もマルチメディアDAISY教科奮を有

効であると感じ、今後も使用したいと思ってい
ることがわかったc
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-事例報告

ばり読みやすいんだと。もっと使いたいんだ

というととを表現していました。

私自身、読む力は育ったなと自分で思って

います。紙媒体のものも大分読めるようになっ

てきたと思っています。文字の形が随分意識

できていますし、追視するには根気が要ると

思うんですね。文字を追視するって読みにく

い子にはすごく疲れると思うんですね。だか

ら根気が続かなくて嫌になるんでしょうけれ

ど、そういう意味での根気は随分ついてきた

と思います。

同時にやっていたビジョントレーニングで

すけれども、ぐるぐる回してど乙に赤い玉が

あるかなというゲーム的な追視で、す。乙れは

視知覚のソフトを使っています。乙れも視知

覚です。点結びをよくやっています。乙れは

細部を見比べる。 I同じのはどれ7 足の指の

形を見るんだよ。背中の柄を見るんだよ」と。

細かいととろまで注視していく力も大事だと

思いますので、 1寧に細かいと乙ろまで見る

んだよというごとをやっていきました。

これは固と足、手の協応。注視をしていく O

乙れは 2年前、 3年生の 7月頃の漢字です。

とれが 5年生になったくらいのときの漢字で

す。 4年生の秋ぐらいに担任の方から、「漢字

が随分ときれいになってきた、 1寧になって

きたIと。読みは 1学期に、 I随分と読めるよ

うになったねIと言われていました。 4年生

の2学期に、 I随分と形がよくなったね、正確

- 40 -
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になったお iと言われてい殺す。これが2年

寄告のj会設です。総かいととろまでがわからない。

ふにやふにやとなっている。部分的に先生が

直してい淡す。なかなか形が正確にとりにく

かったんです。ここれが5年のはじめの協で、す。

今はもう少しミきれいなっていると思いますけ

れども、総かいはねや止めとか、細かし、tこと

ろ5をできちんと言書けるようになってきたと患

い殺す。そのことはすごく溺分の自信になっ

てきています。

成果ですが、緩むととへの抵抗感が簿らい

できました込円ま譲ちなかなかいけるゃんj とい

う達成感や自信がすごくついてきました合

リントのi諮いを読むようなってきました。以

前は譲事で答えるととb'*!;話に多かったです。

緩めてたととで詞われている重量妹がわかっ

てきたし、やっとテストの点につながってき

た。 2年たって、今年度の秋、 2学期からテ

ストの点がすごく還をわってきたなというのが

あります。というのは、 1学期の 7p，0)傑幾

著者お霊祭があったとき、本が上乎に読めるよう

になった、漢字テストがよくなった、漢字が

きれいになった、 と。

「でも先念、初見の文章問題の読解がすご

く惑いんで、すよJe保護者に言われたんで巳す。

私もエッむ警まって。算数や浬科は線をあっ綴っ

て読むようになったんですけれども、ぞれは

護憲数や理科は、教科畿に機係することです。

でもE盟諸の文章問題0)務総というのは、例え

ば関分が学んだととの議終の災重量もあれば、

全然違う数料の読解を出す場合があるんです。

聾事機報告

題と史、自と手の協Jie:;

すると初兇なんです。初めて見る文芸誌だから、

あーっと殿、っちゃうんです。だから添人に聞

いてみました， rあなた、読経、悪いみたいや

で」と聞いたら、 fぞうやでj って。門業、 5

行しか読めへんもんJって苦言うんですc r 5行

ぐらいのやから 1問問は問題が出るから。だ

から 1鈎浅は合うねん。」って苦言う力、ら。 rえっ、

なんで? そら、あかんやろ ?Jって本人lζ

言語ししました。「今の君は綴分読めるように

なっているから、絞めるか、ら読みなざし'Jeo 

f必ず算数みたいに線後引きながら読んでいく

んやcゴって。 ry在るととと読む乙とは途うか

ら、パッと晃て晃?とと思うたらあかんよ iって。

「緩んでいくんやでー|と大分設いました。

そしたら 2学期のテストで、は非殺に点がよ

くなりましたのぞれは、通常の担任の先生も

すごくほめてくれて、本人もすごくうれしかっ

たようです。 2 写真守の終業式の 13~こは、私に

お礼を雲いにきました。「ありがとうございま

したj と。すごく自分閥身がよくなっている

という途!戒感とか自儀が随分と出てをで、何

でもチャレンジするようになったと患いーますO
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-事例報告

だから彼には苦手な乙ととどう向き合って

チャレンジしていくかというととをいつも考

えてほしいと私は思っています。その辺りが

随分と変わってきたと思います。漢字と文字

が正確できれいになって、漢字テストもそ乙

そ乙、たいてい 100点とか、結構いい点を取

れています。

自己肯定感は高まってきたので精神的~;::落

ちつきました。誰かに何かを言われたらすぐ

に切れたり、力一ッとなったりしていたので

すけれども、ちょっと聞き流すととができる

とか、ちょっとおおらかに考えられるとか、

そういう部分が随分と変わってきたかなと

思'コています。

私も保護者も子どもも本当にうれしいので

すけれども、なかなか広がらないというのは、

子ども専用に使えるパソコンと AMISをインス

トールするのにセキュリテイ制限がかかって

いますので、それでちょっと使いにくいとい

うととがあるんだろうと思います。私自身も

成果

-読むことへの抵抗感が薄らいできた。読むこ
とに対して達成感がでてきた。

・プリントの問いを読むようになってきた。読め
てきたことで、問われていることの意味を考え
て答えるパ骨ーンが少しずつできてきた。

-漢字の文字がE確できれいになってきた。

・自信が出てきて、自己肯定感が高まったので
精神的に落ち着いてきた。

いろんなところで DAISYのよさについては宣

伝しているんですけれども、そのたびに皆さ

ん、使いたいと言っています。でも「セキコ

リテイ制限で AMISが入れへんねん」、「イン

ストールできへんねん」というととをよく聞

きます。だから隣の市の羽曳野市は、委員会

が業者に頼んでインストールするというとと

ができています。「僕のととろは業者に頼んで

インストールしてもらうわ、やっとできたわ」

と言っていました。パソコンに堪能な方でも

なかなかできないみたいなので、私のととろ

も委員会にきちんと言って。その辺りを委員

会も含めて協力してもらえるように訴えてい

きたいなと思っています。

非常に私自身は感謝しています。乙んなふ

うに、乙の子たちが今の世界の、日本の一番

先端のいい教材、いい学び方が利用できると

いうのはすごくすばらしいと思います。たく

さんの方に利用してほしいと思っています。

そのために、ボランティアの方には本当に感

謝していますので、もっともっと法的な整備

ができるととを期待しています。以上で終わ

ります。
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聞事情報告

事例報告

細川恵未 {奈良県議蕊市立腐屋IJ¥:学校教諭)

とんにちは。奈良県からまいりました総)11

と王将します。

私は通常学級の狽任そしています。その通

常学級の中にいるしひそお持ちのお子会んとの

関わり在、彼が3年生の玲から、 3年間担任

そしていますので、その3年閣の中で、 DAISY

とどう出会って、今どうやって学級1引絞って

いるかというお務者r"dせていただきたいと怒

います。

との生徒ざん (A殺)で、すが、私と出会う

齢、 2年生の頃、「俺ア水やゑん、勉強なんか

どうせできひんし、死に?といj とよく口にし

ていたそうです。その後がとの3年閣の中で、

自縛:感情キ苦言語め、最近では円宛はアホゃないでG

勉強の仕方が謀議うだけゃんな、先生j という

ごとを彼自殺が口にしました。ごごまで高まっ

た陰には、後の番号カもあり、また友達の支え

もあり、そして DAISYのお必げもあったと、

私i3身はとても感じていま

察麗麗どL'えJJ'~'……

私が今日来た奈良県なんですが、聖書E誌の大

仏会んや壌や、あと若草山の山淡tきがあった

りとかで¥とても歴史的にも有名なものが多

い場所です3

私が勤めている学校は、有名な奈良市とは

少し毅れていまして、;写実薬害義にも歌われてい

る二上山という山を妥んで主普段勉強をしてい

ます。全児童は 359人と、会学年 2クラスで

少し規模の小さな学校です。

私j}子どもたちとの出会ったのは2年書きで

す。後らが3年生のときなのですが、新鋭と

して療援小学校に問日縄ざれた頃でした。皆、

素室で明るくて、とても元気いっぱいで、授

業にも積極的な子どもがたくさんいる、そん

なクラスでした。

その中にA君;まいたのです。 A穏と出会っ

たとずは、コミュニケーションには全く濁皇室

はなく、よくお認も自分からしてくれますし、

係の栓議事や滋殺のイ士写葬もとても進んでお分ゐ、
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山響機報告

らしてくれEましたo l'ゅのいいまii殺も多いので、

休み時間はみんなで一絡になって外に?で遊

んで、いるという元気のいいお子さんでした。

ただ、授業中になると読み書きに大きな密重量

があり、 3年生の最初に出会った頃には、ひ

らがなの読みもできないというような状態で

した。通級に 2年生の途中力、ら返っていたの

で、通級ではひらがな一文家の緩みからとの

領やっていたそうです。

とれがA務にとってはフえぎな総量重だったの

です。本人はとても自信がない状態で、それ

が緩図で、気に入らないことがi.5るとすぐに

クラスでのA翁

暢コミュニケ…ション!こ問題なし
脈進んで働く子

‘仲の良い友達も多い

盆読み書きに大きな臨難

-惑構のコントロールカミ替手

ふさぎ込んでしまって授業に参加で、ぎなかっ

たり、掃除道具入れの訴で、体育凝りして績と

して動かない様子が、とて毛2私はよく党えて

います。

3祭主主のと P:~立教遂にメミ君主!と対してとの

ような支援者Eしていました。イラストがあっ

た方が文字をイメージしやすいという乙とで、

ごんな fあいうえおJ表を使ってもらったり、

掛け算も全く入っていなくて、 3年生で昔巡り

算を習うときに幾け算ができないと緩り書家な

んてとてもできないので、掛け事撃の九九のま襲

も;浸して、いつでも使っていいよというふう

にしてい5ました。

そして、奇襲にもできるという場面tJ.増える

ように支援きましながら、 1年生で習うような

簡単な漢字から私や友だちとー絡に教室の中

で勉強するようになりました。みんなはもち

ろん3年生の漢字の練習を進めているのです

が、 A君はできるものから、鰯時さな言葉学fj、ら

ー絡にやろうね、というととでやっていまし

たυ でずるということがA容にはとてもうれ

しかったようで、 fζれやったら、簡単や、書

%ぶf:-~-_'，/弐:女児 '~'，-f';i'デどよそ.'えそごち三万偽 一一十一三宗

教室でめλ習への支援~¥凶F町*'

警母轡い浮@怨鯵護鐙
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i議議長指導教室の先生がA容にひAISY:if紹介

してくれましたりその頃学校で勉強していた

f三年とうL打者fi関級の教室で一緒に読んだそ

うです。そ織のとtれとは、入者は画商をじっと

見て、聞くという形てちしたが、 通り閣寺終

わった後に、 f乙れ、めっちゃいいゃんけと

いうととで、入君にとってはすご、く好印象だっ

ょうで、-cr0 

?とだ、議級の先生によると、 i鐙級の綴挙撃で、

使うにはA草きの銑みのレベルがまだ追いつい

ていないので、 i強級の指導には今は使わず、

まずは主誤認の滋隊」こか、害警きの方からやっで

いたようです。

けるわ」とか苦言いながら、滋んで勉強するよ

うになりました。

そして 11月の漢字テストなのですが、みん

なと悶じものをやらずに、私が予選撃をきで繋い

たテストで、合9点取れるというくらい荻で、成

長することがでをました。みんなと殉じでは

ないけれども、{幾にもとれだけできて、

トでヲO点を取れたというととが後にとっては

とてもうれしかったようで¥すごく自信につ

ながったようです。

入定きが DAISYと出会ったのはとの頃でしたむ

ス

3年生の終わりになって、 A視はとても学

に対して意欲的になりましたし、授業主将に

隠そなっととは全くなくなりました。そして、

「幾は勉強がんばった」、「漢字が読めたり

たりできるようになったJという言葉を 3

生の終わりに私に対して言ってくれました。

そして、「僕、 4.f手袋になったら、みんなと一

緒の勉強をしてみんなと同じテストを受けた

いJというふうに私に言ってくれ3ました。
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書事倒報告

これが私が学校で、 DAISY後{凝ってみょうか

と考えたをつたけになる禽楽でした。

i議選設の先生と学校で DAISYを使うためには

どうしたらいいiJ'と話し合いをしました。 A君

は読んでもらえば理解できるという場面がと

ても多かったので、内容が理解できていればよ

り積極的に授業にあ参加でぎるのではないか、

という誌をしました。 DAiSY在使うことで、滋

級ではまだだ使え家宅金んが、学校の仁科で使う

ととによって、もしかしたら読みのカがちょっ

と上がるかもしれないという話もしました。

学校で5AT5Yを使お

~作戦会議~
"Aおは『隣け11凝議室できるJlごし吟土器闘が
多い

→内務が燦持率でぎていれば、より機綴的!こ
持量殺に参加でを号.(;:，7

-緩みのカも、もしかしたら上がる主も?
ーお母さんとの関係を改善したい
智教主主で使ってみよう 1

大作戦!

そして何より、お母さんとの関係がとても悉

くなっていて、 A君は読めないので、お安まざ

んに宿題も読んでもらわないと、殴緩も主事数

のプリントもできない。でも e分が精霊選考や

りたいときにお王寺ざんが都合よく読んでくれ

るかたいうとそうではない。タイミングが合

わなくて、読んでほしいときに読んでもらえ

ないの自分ではできないという乙とで、お母

ざんとの関係がとても悪くなっていました。

そのお母さんとの距離を離すためにも、

DAiSY を使って自分一人で街緩がで~る、

読できるという環境にしたカがいし、んじゃな

いかという話殺しEました。

して、 A草きがクラスのみんなと勉強した

いという気持ちが添いが強か'コたので、教室

で使えたらいいねという話をしました。

教室で DAiSYを使おうと考えていたのです

が、そのときに一番私が配慮したととは、な

ぜA君だけパソコン使ってるの? とカ¥ず

るいなあという慰いをj諮りのそ子ど宅)iJ¥持たな

いかなといそうととでした。ぞれを解消するた

めに、 A務に対する5i.緩緩みんなにも淘然と

知ってもらう。 また DAiSYは特別なものでは

なくて、使いたい人が誰でも使えるものだと

いうことを、周りの子どもたちにも紛らせて

いくととにしました。

まず導入として、学校全体で耳lP)級んでい

る紛の務署警の善寺隠に DAISY後使って大ぎな

紙芝燃のような感じで、みんなで、お話を読む

にとにし蕊し?と。上の写3警は長章子黒板を使っ

て、下の写棄は教室主で大きなスクリーンを持

ち出して、そ乙に験してというととで、みん

-・ 46 幽



なで一緒のお話を読んでいます。乙れは他の

子どもたちにもすごく印象がよくて、「今日、

DAISYで読むよ」って言ったら、「ゃったー!J 

という感じで、「先生、今日何読むの?Jと子

どもたちも楽しみにしていたようです。

授業中はこんな形で、使っています。 ヒの写

真なんですが、パソコンが2台出ているのが

おわかりになっていただけるでしょうか。実

はクラスの中で2名、個人的に使っているの

です。乙の 2名は自分のパソコン。前には学

校の教諭のパソコンを使って、前にスクリー

-事例報告

ンで映し出して、黒板と併用しながら使って

います。これは国語の授業です。

誰で、もいつでも使っていいよということを

知らせていきたかったので、教室の中lこDAISY

コーナーというコーナーをつくりました。パ

ソコンを置いて仁Dを置いて、休み時聞にいつ

でも使っていいよということで子どもたちに

お知らせしておくと、パソコンの使い方は最

初は教えましたが、 1人に教えておけば、み

んなどんと、ん覚えて休み時聞に使ってくれま

した。

テス卜もリハ協や奈良デイジーの会の方々

のご協力をいただいて、 DAISY化していただ

きました。 A君は今まで私がすべて問題文を

読んでから解いていくという乙とだったんで

すが、 DAISYがあって初めて、テス卜も自分

で取り組むとともできたという乙ともあり、

乙れはすごく自信につながったようです。

初めてテストを DAISYで受けたときには、

すごくうれしそうな表情で、「先生、 1人でで

きた!Jという乙とを言ってくれました。

σAfsyコーナ
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4年生になってから教主設で DAISY愛媛い始

めて、ヰ年生の最後、「ごん芳、つねJぎを勉強し

たときにクラスで音読大会をしました。

A事きはこのとき、 DAISYを使っておうちで

滋畿の綴留をして、本番では紙の教科書だけ

さを終って賞受後の場筋をすべてき完み切ることが

でをました。今Eまで務談後クラスでしていて

も、グループで発表し?とり、入君主は 1行だけ

とか3行だけだったりし蕊したが、今回は主義

い文章を 1人の力で読み切ったのです c とれ

も彼の自信につながり、また腐りの子ど、た

そうか、らも、 匂 A草きすごいな!J rゃったな!J 

という跨がよがりました。

現夜は 5年金になり、 DAISYの鵜がクラス

の中で色広がっていす。臼君主という生徒b'

今クラスにいて、 日準きも当記官認緩が必要重なお

子さんです。 A者b'DAISYを授畿で使ってい

る様子ーを晃て、私が rB君も使ってみる ?J

dこ街を1討すてみたところ「うん、使ってみたしリ

というととで、使い始めました。今では授業中

も段分でパソコンを使ったり、テストのとき

には DAISY:a'イ凝って取り組んでいまーす。

fゃった一読めた!J 

輪朋の日Y値

目〉

3
'

…九河川町一
一、一
D

円

一
式
洩

↑
乞
糸
口
問
刊
行

一
年
裏

話。
J

く

記事s:D.!:a予告話会い
‘自殺も告幹事官変緩が必要な
号子ども

.A意書tJ'OAlSY聾縫っている
篠不費量豊て
fB震も音量ってみる?J
fうん!J 

通常学級の教室で DAISYを使って、*ずl<l:

A幸吉に対する成果ですが、授業に対する意欲

がとにかく上がりました。 DAISYを使ったζ

とはないのですが害事数でも笈欲的に取り組む

ようになりました。

テスト ~L 1人で取り緩めるのは、とても大

きな成果だと私も怠っていEます。続みレベル

も通級の先生と話していると、読みのレベル

もやっぱり上がったよねというのが私たちの

感じているととです。読もうとする姿勢が免

られるようになりました。長差近の務の読書の

時慌では、f;j分で諸説級文庫の中から絵立主です

が、紙のヱドを持ってで、際分でバラバラめ
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事安全でDAISYを震うて

露支暴{ム墳}
随綬薬に対する語意欲が上がった

z子ストに一人で取り組める

ー読みのレベルも上がっているk思われる

.r読もうjとする姿勢が凝られるように

くりながら読んでいる姿が民られるようにな

りEどした。

5年生に絞ってから、「大造じいさんとガン」

で朗読大会をしました。この è~をも「先生、

ふりがな、振ってくれへん ?Jと私のところ

へ教科畿を持ってぎて、「いいよj と全部jレど

そ号機ってあげました。そうすると、おうちで

もひAISYを使わず、に f大途じいさんとか、ン」

は紙の教科繋だけで朗読の練習をして、本番

の朗読大会も見書葬に読み切ることができまし

た。

A重吉5Uきは、とても読むことにますしでも議

欲的に取り総むことができるようになってを

ました。

次に周りの子どもたちへの英霊祭です。去年、

協議の f;:きんでFつね」のb昔、 DAISY後クラ

ス全体で使泊してきました。

[DAISY さを使った学習はどうでしたか、 7Jと

クラス0)=子どもたちにアンケートたいう形で

聞いてみました3 するとJ読んでいる所がうをっ

てくれるのでわかりやすかったj という答え

や、 f緩んでくれるとお話の内容がとてもわか

-事僻報告

くDAISY在使った学習は〉
‘緩んで光ってくれるので、わかりやすかったo

，緩んでくれると‘お官官がわかりやすかった。
-みんなでえをきな麹菌でやって織しかったa

(2010王手成五位にアン'7ートを語尾纏

‘諒みi二番謀総を待つ子どもたちに効果が照られた 1 

'DAlSYを新しく使い始めた隠君への効果 | 

りやすかった」という意見や、また、「みんな

で大きな沼運喜で見て読んで楽しかったj など、

とても肯定的な意見がたくざん出てき絞した:ο

またA毅ではない、{伎に読みに隷書誌を持つ

子どもたちに効薬が兇られたのではないかと

私は感じています。テストの点数にも少しい

い結製b'出ているのですが、 DAISYを使わず

に1学織にテストなした [E追いぼうしJ の

スト点、 3学綴にひAISYさを使った「ごん

ねj では、テストのクラス全体の平均点にも

少し差が箆られて、 DAISY在使ったフきがよかっ

たという総長裂が出ました。特にクラスの吟で、

指をたどって普段から読んでいるような子ど

もたちのテストの点数には、すごく効粟があっ

たような子どもも、ゅにはい*した。

商議後は、先ほど紹介した、 DAISYを幸訴しく

緩い始めたB草きへの効5裂ですq B君も DAISY

1i'1使うことによって、やはり意欲の護誌で私は

…番伸びていると惑じています。 6意きも社会

のE寺闘などでは、 DAISYは使ってい家せんが、

本読みで、は f，¥イ!ハイ !Jと自分から手を

挙げて発言言してくれたりしています。
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務官ヤW 七三市川ぬい十十 三副.;"1

J教重でDAISすを捜って υ_..-..""'"-

鰻重量
-教室長でj舌濯するための環境のま装備
く11ソコンなどの機器官・学校のイシイ量一本‘ジト重量宅産)

-一斉綴業でi舌F罪すると警の授業の:工炎

ーヲラス1::移入すると曹のここ夫

ぺだれでも、使いたいと曹はいつでも」という窓言語づけ

-A君、 B草きの主張~Iこ参加する語著書専の変化
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-教室事の数紛が減った
(1)ーヂィング・内容補充}

…-…一一一…一一

いとなったとtTに、パソコンの潟支設が難しい

という問題があります。

あと、香芝市ではまだ学校の9=lでインター

ネットの潔境が愁っていませんG これからど

うやって活用していくゲという、環境溜で、の

監査はすごく大きいとJ駁ってい放す。また、

災;授業での活用例がないので、手擦りで、行っ

ています。もっとよくしていきたいと患って

すが、どうやってい付ばいいt;，なとヨ々

考えセいます。

一翌年綬撲のゆで挙参入するとそれ亡、今回は「な

ぜA51きだけ ?J、「ず、るい」とかならなt;，った

い

教室で使って、数郊の私にも、とてもよかっ

たなと忠う績がいくつかありました。 DAISY

うまく使えば、教自治の負担は滋ると思いま

す。

A事3は宿鐙でE懇話の話1A:読んでくるという

ととで DAISYをイ濃い始め?とした。 DAISYで読

んでくるごとで内務が先にわかっている状態

で授業に絞り組めるので、授員長ゅにA壊につ

きっきりにならないといけない緑樹がぐっと

滅りました。その分、 f般の子どもたちも、教

富事自身乞滋を向けるとみができたので、私は

とてもよかったんじゃないかなと思っていま

す。

明 50-

と8君が溺認だけで、なくいろいろな教

科で取り組む姿勢がとてもよくなっているの

はとてもいいととだと怒ってい笈す。

最後にとれ力、らの線露目なのですが、教室で

i設用するためには環境績での重警が私は大きい

と叙ってい*90荘、が望書めている学校の中で

も、パソコンが用意で~なかったりします。

今はリハ協ざんからお鳴りしてる分校 A君、

B君で絞ってい設すが、他のクラスで淡いた

A 



のです付ど、やはり数訴の袋IHこ続爆の必喜裂が

とてもあると怨っています。

私t1HれまひAI5Yを使って勉強するのは遜常

'学級のゆでも当たり献にでをるようになれば

いいな、ずべきだなと、とても感じています。

乙れからも実E霊祭綴けていきたいと思い*

す。ありがとうござい絞し?と。

幽 51 柿
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事柄報告

西漆東 (青森際弘前市立大成小学校 しひ、 ADHD遇級指導教室〉

持2:4-0之"""鐸

シンlr.Iジウムf緩付たい、読める教科欝、 DA!Sγ教季語惑を!J 
東幾・戸山サンライズ . 

遜級指導、及び通常の学級でのマル
チメディアDAISY教材の浴用について

審議集弘前市立大成小学校目
しD'ADH 滋線指導教議目

{まなび的署員蓬} 目
密幾重賞 E 

務総から来ました。 LD'ADHDi.頭級指導教

室を担当していますc 教室1ろそ「まなぴの教

室Jとぎいますが、終はそれと似た名前で、 Iま

なびの家」という文化財が私の学校のすぐ近

くにあります。 fまなびの~J というのは、作

家の太主善治の昭和の初めに!日制の弘前高校~<::

i滋っていて、下宿していた家です。その後、

彼は策京帝大の方1<::進むわけですが、その太

撃の本0)[ゃに ri滋ばれし著者の?党総と不安Jと

いう醤繋があります。私はシンポジストに選

ばれた慌で震は全然なく不安だらけですが、お

絡を濁いマ?ほしいと思いますe

不安といえば、青森は習が多いんで‘す。さF

i慈の綴に雪が 1メートルも緩んであるむここ

が道路ですが、尊重が 1会しか通れなくなって

います。ことでこの車が向とうの患が来るま

で、ずっと待っているのです。するとどんなと

とが起とるかというと、通勤時闘が非常にわ、

かります。また、道路の幅が狭くなってい

すから、接触務故も土器えます。読みの苦手ざ

を持つというの込乙れと同じで、文章撃を読む

島幸に、善寺題がかかるし、エラーしやすい。雪

道の場合は、 i鼓路の雪かをしなきゃいけない。

除雪惑が入るととで、道路が広く与;リ、主撃が

i怠りやすくなる。 DAISYは雲滋て、の!警察惑の

ような役隠をしているのかもしれないと思っ

ています，

開 52-
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通級指導者そしていると、 i単級指導撃を受けて

いる子はひAISYを悠幸せにできすが、実際は

通常学級には読みに苦手ざを持つ子は複数い

ますりその子たちを視野に入れた実践を工夫

しないといけないだろラと添っています。

予寄綴書長でマルチメディア DAISY教科室察後手Jf殺

する意味は、ぞとにあると思っています。

まず 1つ闘ですが、{密室せで DAISY'<E使った

事例です。小宅学校 2年生の労の務伊lです。

私の住む士殺域は、教育出版の箆言警の教科書考

使っていをまず。との子は 2年生で、 2年伎の

教材必スキャナでとったのがこれです。これ

は2年生の5月。とれは7月。とれは 10月で

す。 3つを比べると明らかに違うことは、行

織が狭くなってい*す。それから i行の文字

数もどんどん士銀えているわけで、す。ぞれか、ら

文節の区切りb'5 F.Iと 7月まではおりますが、

11月になると、文芸きの区切りがなくなりますσ

この生後に DAISYを使いました。

本菜室iこ入ります。先ほど野村先生からもお

絡がありましたが、。AISYではとの 3つのこ

とができると恐い家す。今臼のお話しするの

は②と③ですのミ訟はお華警のために利用できる

ようになった溺例と、ミ訟では…後授業で利用

できるよラになったというお議毒をしたいと思

は乙めにl

!:'F.{'lil.l年liIl寺1.1.;.113'.教科書の軽量鉄;mまとし.
て、~つができることになりEました1

a①隊穫のある!忍叢z生徒が夜事皆殺若手より下 . 
の学生手のものを利用できること . 

陶②事故飾が際主撃のある!援護a没後の指導のた.
めに利用できること . 

磁③縫容のある兜鷺健全線がいる学級で、一斉.
綬業で利用できること。
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児童は還機学級~;:在籍してい荻90 降審名

はL.DとIt5R'1受発達障害を併せ終っていますc

透視J除の乱視、弱視があるので、眼鏡を告を湾

司 53ω

まず②についてです。話、って予慢なさせ

効果があったことは先行察側として割と出て

きているように思いますの今日話す事例は、

毎日の学校の怨宣言指導の中で DAISYを使った

もの、そしてその2菱総効裂についてどうだ、っ

たかをお話ししたいと怒っています。綴8な

ので、校内で通常設している子の家例です。

81馬問、溺認の時間、取り出し総選警で、通

級指導教室還に来ていますQ もう…つは、先ほ

ど奈良の先生のお話にもありEましたが、一斉

授業の中で、 DAISYを告をったという報告は今

*であまりありませんので、少しチャレンジ、

してみようと思い取り総んだ報告です。



損事鶴報告

しています。眼鏡を使F殺しての視力は 0.7くら

いです。書者機裁の総菜は、大阪と奈良でも共

通した話なんですが、議官詩性がよくて動作性

が{返し、というのはこの子も伺じでした。

は生活年齢以上にあり、認を綴けば理解する

カがあります。

最初にこの生徒にどんな乙tこなしたかとい

うと、教科著書は文節で、分かち書きなれている

教材を使いました。とれ者使って、昔話統の有

効性について少し考えたわけです。

3つの方法でやり法した。アl立、事変i還に教

科書を闘かせて自力で官筆談するという方法で

やってみました。イは、 DAISYを使って黙読

tTせました。それぞれ濃ぞうページを使ってい

す。ウは、議だけを閣かぜで、教科書善後然

畿23fせています。この3つの方法で、 2日間、

練欝しました。

その後で、もう…問教科書を隠かせて、銭

苔して、音量読の正徳tYや速さを縫かめてみま

した3 心礎学実験ではないので、きちん」ごした

統制された条件下ではやっていません。学校

ではそとまでなかなかできないです。結5長と

しでは、 3つの方法のどれでも、文芸きを区切っ

て爽際に読めるようになりました。つまり、

A殺の場合、教科害警に文童書の区切りがあると

とがすごく重要だった。逆に言言えば教科書;ζ

文霊告の区切りがあるとマルチメデ、ィア DAISY

を使った務読の必要伎のごーズはそれほど高

くないのかちしれません。

管E売にかかった時間は、アです。教科蓄撃を

箆て自力で音読練留する方法がー悉短力、ったり

…滋短縮されたのです。そζで革まえたのは、

イとウは黙読。楽隊には音読はすれなくて、

耳から滋予誌が入って伎で、聞いて緩解すると

いう流れだったので、 J夫容の場合は、芦を出

して読むととが大事なのかなと考えたりもし

Eとしたc

生ふう一つは、今度は教科議事が文章事で分かち

;:!れていなし、教材ですりとの場合はどう

なのかということ後滋認しました。

方法;立、アは先ほどと同じで、教科警を見

てE主力で務続するという線望号方法です。イは、

さつをと迫撃うのは、マルチメディア DAISYを

使って黙読した後、教科擦の同じ箆F行革を潟力、

伎で審議ざせる。音読させるという参事突きそ
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入れましたのウは、資だけさを関いてテキス卜 していかなければいけないのではと5まいます。

を黙読した後、|間じ務所後テネスト後見て音 今度はと舎に関わる報告で、す。…湾指導で使つ

読させる。これも

入れたわけ令、す。

dせるという手続きを てみたということです。とれは 3等生の通常

2 Eヨ務練習しました。結果的にどの方法で

も蕊畿の雲寺鑓は短くなっています。?とだ、文

節を正しく区切って読めなかったエラー数は、

イの方法、主要するにマルチメディア DAISY後

使った音読綴習がー雲監少なかったのです。教

科畿の文章告が分かち審議ざれていない教材の

場合、 A壊さにとって、マルチメディア DAISY

4を使った溺設定練習は、父宮匝のまとまリを意識

dせるよで有効だった可能性が高いと思って

います。

ただ、勝手読みや抜かし読みは、やはりど

の方法を使つでも閤途いの数はほとんど悶じ

で室まわりなかったんです。勝手緩みや抜かし

読みの濁濃いの数、マルチメデ、ィア DAISYを

告をうことで、すごく減ったとなれば良かったの

ですが、残念ながらとれは同じでしたの

入浴の場合は、勝手読みや猿かし読みの経

滅を図るにはBUの音読練習が必要であるとと

が示唆されたわけです。ただし、議総としては、

音読が正客室にできなくても、内年撃が潔鯵でてき

ればいいんだという議総もありますむぞとま

で著者読のな石獲さな LDのそ子どもたちに求めるの

かという議論もあると忍うんです。ただ、 A

は今、小学2年生なので、音読の:iH産会や

スピードをまだ通級指導の中で求めてもいい

と僕は思ってるんです。しひのそ子の資統のつ

まずきが中学年、高学年と緩滋れないたい

うととがあるとすれば、官筆談よりも繋いであ

る的革霊祭潔解するc:とが大毒事だという議論を

学級を使いましたと。 児童設数は 20名です。記

E畿の必護霊な児童震は毅伎の先生に間いたところ、

統みのを苦手ざを持つ子は複数でいます。その

うち 1名が私のところに通級していました。

教材は、「俳句に殺しむJというの後使いま

した。平成23年度から小学校の関自殺の教科空襲

は大幅に変わったんです。総統的な震諮文化

iζ環わる内軍事が教科警警に入ってきて、古文や

漢文も潟彩生存の教科害警に重量っています。 3年

金は俳句です。

滋主警警撃を見ると単元の自擦は、?夜七iiの定

裂に込められた情景、季節感、気持ちなどそ

線わいながらリズムよく者読するj とあり3ま

すG 音読するというのが伝統的な会滋文化の

内容に出てぎている。王者続なのですね。

子どもの緩いた俳句が著書いてあって、俳句

のJtrづi々?警護認しています。季語があったり、

五七笈の 17'1きでできているというととがと

とに響いてある。ととから実際に、春の俳句、

小林一茶と与謝蕪村が出でくるo 2どういう機

成になっている教科惑を使ってやってみltし

た。

実際に作ったのはよごれでザ。方法は、 7月

の初めの 1時間祭儀りました。用意したもの

は、パソコンとブ口ジ、エクタとスピーカーと

議選予線級です。教室!;::篭子黒板をセットしで

それに DAISY教科書を投影させています。

どもたちは電子黒板の献に築会させ2ました。

机があると前の方に子どもたちが絡めて座れ

ないので¥椅子のみです。事室料護霊も持たせま

幽 55 削
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その後で、マルチメディア DAISY教材を佼っ

て管読に入りまました。音読は4つやっていま

す。最初は黙殺です。黙ってハイライトの部

分を見ながら、集中して関とうというふうに

しました。 2つ自は音戸詰が誌をれた後、読む。

3つおは音声と一緒に読む。ヰつ13はス
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カーの衰を消して、読ませるという手続をで

読む練習著者をしています。

との2つの俳句について内容の指導をして

います。五七五の区切り、季語、省かれてい

る表現、写真が傍受表しているかというごと

を指導していましたc そして、守?と*ででいっ

たん、指導は終わりにしましたο そして、ア

ンケートを渡して書くように指示し涼し?と。

アンケートは次の 5つで、す。 1つは務段、

読害警が幸子ぎか主義いか唱を聞いています。 2つ呂

は、教科替の翁読は得意設かを苦手かというのを

せんでした。総書寺は繁級扱任の先生が指導し

ています。俳句とほどんなものか説明して子

どもたちに俳句作りを:させて、総介しあうと

いう指導をしています。子どもたちは蕊7芝、教

務護れま緩んでいない状況でした。その後*鴻

;主人りEます。

題いています。ヨつ闘のパソコンというのは

マルチメディア DAISYさをイ絞ってというととで、

す。自力で教科書を読むのとどっちが好ぎか0

4つ殴はマルチメディア DAISYで続むのと自

分で読むのでは弓どフちの方がわかりやすい

ととでは内務務総の指導をしています。簡

単に言うと、俳句のjレーjしさを教えたりしてい

笈すG 本文』こ線をヲ1"、?とり害撃を込みしたりし

ながらです〈五七五でできている。家総もある。

綴子黒板lζ映して電子ペンで蓄をながら説明

して指導しています。

ですかと開いていますc 最後は自由記述で感

想を簡をました。

結果ですが、読書撃が好と答えたのは7人

です。それに対して、数料畿の滋読が得意と

答えたのは2名です。続警警は好すだけど、音量

設が得意と感じていない子が 3年宝さくらいだ

，
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といるわけです3 読書が嫌いは7名です。

談fJ~苦若手は 8 名です。読書も嫌いで審議も鷲

手と答えているのはお人のうち5名でした。

側 56-

4惨



f議著書が好きJI::
篠えたのは7人。 E
それに対して教 E
科書撃の脅談が害事E
2撃と著書えたのは E
[!I6fJさった。

f室主主撃が務巻!fjさ E
けれど， r昔話量発を E
得意』主総じてい E
ない乎がいる。

医盟

F出
5 2 

l尋而布。
4 2 

パソコンで読む1:itJ'好ミれま%名でした。多

いですね。パソコンのyきがわかりやすいのは

11~ちです。教科書よりもりAISY で読むのが好

きな子の中にも、文章の淑憾のしやすさとい

うととだけで添えば自分で読んだ方がよいと

いう子もいるわけです。

自由記述は 20 中 17名が肯定的な評価で

した。 20人いるとをきE史的な子もいます。あま

り変わらない、つまらない、どちらと、

ないという意見でした。

語事罰j報告

実はとの子どもたちは、 2年生のとfれとも

マルチメディア DAISYそ使ったアンケート奪

取っています。私が教室設に行ってマルチメ

アDAISYを使って指導しています。

2年生の時は Fかさζ じぞう」という良識

を使って指導撃しています。今年は f俳句に殺

しむ iをひAI5Yで指導しているわけです。比

べてみると違いがあります。

2年生の時は、「パソコンの方がわかりやす

い I は 5 名です。~話分""é読む方がわかりやす

いが 11:sで、マルチメディア DAISYの禁事綴

があ5とりおくありませんでした。遠いがさ主じ

た理由として若手えられるのは、つほど考え

られます。一つは、今年の教材の:貯が俳句な

ので音読そのものが難しかったから、その分、

DAISYが好評だったのかもしれないと怒って

い笈す。

之つ図は、道S連立ての遠いです。 2年伎の

ときは貿達子黒板を使っていません。スクリー

ンを黒板に貼って、音畿の襲撃溜だけに使って

いました。内懇談解の指導はしていませんで、

した。

3つ巨として道まえられるのは、 3年生の方

が場の設定の工夫がされていたととがあげら

れるかもしれません。 2年生の時は会長議宅昔前

に緩めa;'せんでしたc こどものアンケート

見ると、「文学が見にくいj というのがあり殺

した。昔話も閣とえにくいというのもありまし

た。今回は机そ使わず、総予だけで前に集め

たので、気えやすいし音声が聞とえやすかっ

たのもしれませんの
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醤事例報告

として、まず 1つ目としておげられ

のは、マルチメディア DAISYで読むのに対し

て好意的な子どもたちの中にあ、 3主主義淫議事ず

るよでは自分(J)音読のスピ…ドとの違和感を

綴じている子がいるということです。再生ス

ピードがもっと速いほうがいいとか、とのス

ピードは自分に;立会わないとか。一方でもう

少し手専念スピードが返し、方がし丸、子もいるん

です。関分の音読のスピードと(J)i義和男謀者を感

じるというのが、多分、 斉指導だとあるの

かなと思います。

2つ自は、音読の重量荷がかかる教材、今怒

の場合で言えば、伝統的な言語文化に憶わる

ような教材の場合、マルチメディア DAI5Y教

科書撃が有効なのではないかということを考え

てい*90
3つ院は、授業者にとってどうわ、後考える

と、これは私の感じたことなので…級化はで

きないのですが、子どもの務総のつまずきを

見取る、把握でをるのはやはり大きし、と患い

ますc 少し返れてつられて読んで、いる子もい

るし、園陸iH是宛てない子もいたりするんです。

艶聞を5もないで音読している子も見つか、るか、

aもしれ*せん。それからちょっとみんなより

1テンポ逃れたりする注意義カの務綴もある子

とかも把握できるかもしれ茨せんの子どもの

議畿の状態イ象者をすごく抱援しやすレ。とれは

授業者にとって大きなメリットだと患ってい

ます。

i盈務学級での授業のあり方として、授業の

ユニパ…サルデザインが主張されてきてい設

す。手岩波i環警のある子どもたちにとってはわ

かりやすい。そうでない子どもにとっても、

あれば便利だという指導方法です。そのとき、

聴覚系の入力が弱い子どもたちにとっては、

綬業を視気化するのはすごく大事だという指

摘があり荻す。手ムもそう患っています。授業

の視覚化という手立てとして、マルチメディ

アDAISY教科書やデジタル数終惑がどうとれ

から絡んでくるのかというのも葬翼線深いとと

ろだと怒っています。

一斉指導で指導する際の検討事演の一つ回

としては、今協は 3年生の子どもに試して、

どう受け止められるかを確認したわけですが、

母学年や商学年ではどうかというととです3

はいくつか子どもたちにアンケートな取っ

たりしています。 低学年のミ子どもたちは概ね

好評です〉読み聞かせと将じようなものだか

らではないでしょうかυ1浮き主(J)教材で fお

おきなかぶj があるのヤすが、それを DAISY

でやると、子どもたちはすごく喜んで犬好護軍

でした。一方で、高学年の子どもたちに物総

数材織かせたときは、評価は分かれてい恋

した。自分のスピードで黙読したい、こうい

うのは自分にとってはそれほど必擦ないとい

う予もいれば、すごくわかりやすくて、「先生、

またやってくだざいj という子むいて、すご

く分かれる。 5豊けll::め方がすごく遣うんだな

と怒っていE去す。

2つEIは、 i滋滋学級でマルチメディア DAISY

教科警察まを佼った方が有効性が高い教科の検討

で、90との教坊は透常学級でも使ってみた方

7J'子どもたちにとってもいいだろうという教

材授検討していくとと老若災践の中で探ってい

く必要があるのではないかと怒っています。
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3つ自は、一斉指導には一斉指導のデメリッ

トがあるわけで、子どもたちが自己決定して

滋択して、 I僕はとれを使うJといふうになる

ような場の設定の工夫を考えていくととが必

饗かなと思い笈す。子どもたちが釘分で檎綴

を得て、際分でその情報から問題解決をした

り、いろいろな…般的な知識を得たりするの

は、子ども自身が三主体的にしていかなければ

いけない。そのときに阪日決定できるような

滋の設定も必要かなと怒っていE転-90

以上で報告を終わります。

“ 5嘗 m

ヨ事例報告



語EPUB3とDAISYの議携!こよる可能性

EPUB3と口AISY(J)遷欝による可能性

河村宏 (特定非営利活動法人支援技術開発機構蔀理事長〉

ご終1fありがとうござ、いEまず。皆ざん、こ

んにちは。今日はこれまで大変発実した報告

を伺うと:とができて大変うれしい気持ちで務

いておりました。私ちでそ雪るだけうれしい綴

なしたいんですがそうなりますかどうか。

お蒸しみに。

私のラユ…マは、今まで DAISYと苦言ってき

て、今度、 EPUBとー絡になるというととです。

王PUBの開発を DAISYコンソーシアムは全力を

挙げてやりました。その総5震はどうなったん

だろうというととです。

まず最初に2窓際情努力、ら， DAISYは間際競

絡なので、関|際情勢から確認したいと思いま

す。思速の隊機t'権利条約の第2議長には、はっ

きりと fアクセシブルなマルチメディア」と

いうさぎ繁が出てきます。 線穏で、も raccessibl告

multim日di品」でB2対話では「アクセシブルiな

マルチメディアj といっています。との条約

が採択されたとす、とのように表現ざれたも

のの内容を知っていた人はほとんどいいない

です。均身は、その当時具体的に存夜してい

たのは DAISYのととですじぞれは間違いあり

ません。ず、っと交渉に携わってきた一人が、

モンティエン a ブンタンというタイの余首の

彼はタイ政府代表として交渉に

入っていて、この><:殺さEきちんと入れるとい

司 60

シンポジウム?綴けたい、読める教科書、 DAISY数料率撃を!j 

正PUB3とDAISYの
i議携が聞く新しい可読性

出J判 2松
沼革、ヂイジんコ>ソ…ソアム

NPO法人家1M量殺術開発機構

hkilW"る》おきdu_jp

ア-:112シブ)(..なマルチメディア
(燦銀 総選主主草害者権総量約欝2舟 Y軍事室)

この糸約の適用上、

r"ミユヱケ ションf君主5豊後遺撃・遜緩JJとは、筆
官官〔文字震語]、号普F信裟霊護、 'fl，fl，な霊薬‘ロE翼民n
g完その他の拡大代総f字書険代幾〕コミュニケー
ションの形態、手段:&び機式(77セシブんな俊
幸霊返還技綴(!喬綴i誼係機掃〕を含む。 jとともに、
蜜語、文字葬祭支持;文学者是認〕、点字、総裁による
意思伝i重、主露大文字ゑびアウセシブjレな守jレチ
メディア簿をいうe

World Telecom 2009，5剛 9Oct. Geneva 



• EPUB3とDAISYの連携による可能性

う乙とを大変熱心にやってくれました。

まず¥国連の障害者権利条約というレベル

で、「アクセシブルなマルチメディアlという

のは、手話や点字や字幕と同じように必要な

ものなんだというととがきちんとうたわれて

いるというのが国際的なまずバックグラウン

ドです。

それを前提にして、これまで UNES仁Oや国

連の本体、あるいは ITUなどと、DAISYコンソー

シアムは各地で共同のイベン卜を国際的に展

開してまいりました。その中で強調してきた

のは、知識を共有するための基盤、「知識基盤」

と言いますが、それをユニバーサルデザイン

で変えていくんだという乙とです。

乙乙で、言っているユニバーサルデザインと

いうのは、ユニバーサルデザインが一つあれ

ば何でもかんでもできるということではあり

ません。必ずそとには点字デ、ィスプレイとか

DAISYプレーヤーとか、あるいは車いすとか、

それぞれの障害のニーズに合った支援するた

めの道具、それときちんとつながって動作す

る、そういうデザインがユニパーザルデザイ

ンなんだという考え方です。

ですから DAISYの場合には、出版のユニバー

サルデザイン、図書館のユニバーサルデザイ

ン、教育のユニバーサルデザイン、あるいは

職場の情報とコミュニケーションのユニバー

サルデザインという中に、きちんとアクセシ

ブルなマルチメディアが入っていかなければ

知識基盤のユニバーサルデザインを
支える要件

環境も変えて問題を解捜 ・社会主体が変わるためには
する 標準(オーブンスタンずード7

の進化が必要
情報のユニバーサルデザ
イン+主権技術=障害 ・標準コンテンツのアウセシピ'J
者‘高齢者の参加を支援 子ィー確保と人一人町二

ユニJ(-~j ルデザイン!ま
「べての人の参加によっ
て初めて実現する

ズに合ったユザーインター
フェスの提供

知識田アウセス(電子出版)に
おいてはDAISY"'EPUBが最も

畢軟にユ二パーサルデザイン
を実現する

ならない。そういう意味でのユニバーサルデ

ザインの糠幹にすわる技術として DAISYを開

発してきたわけです。

日本でとれまでは、災害弱者と呼ばれる人

たちが災害のたびに命を失ってまいりました。

今回の東北の大災害においても、 65歳以上の

方が亡くなった方の中の 55%。いくつかの都

市、特に石巻などは、非常に高い率で障害の

ある人、手帳を持っている人が亡くなってい

ます。平均して一般住民の2倍と言われてい

ます。そういう災害弱者が事前の防災知識や

ど乙に避難したらいいのかということとか、
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.EPU日3とDA陪，y(J)連携による可能性

災3審議者合的災知識

三ろるいは当日どとにどういうふうに逃げれば

幼かったはずだというととが、努事警があるが

放にわからなかったケース、あるいはわかつ

も逃げようがなかったというケースが多々

あったというふうに考えられます。そういう

主主味で、災害の時というのは爽は知識のアク

セスがものすごく大事だというごとです。

今、スライドにおしている写真は、オレン

ジ色のうイブジャケットを着ている人たち、

とれは皆、 DAISYの開発者たちです。 2005年

に北海遊の浦河町にみんな集まって、z:どで

災警が起とったときに、どういう情報のアク

セスが必要になるのかtごいうニヱニパ…サJレ

tf、インの勉強会者をやり荻した。災ミ撃をモデル

;こして、これまで， DAISYは情報のアクセスに

おいて、ど、ういうニーズ、があるかということ

オをずっと緩み慾ねてきているわけです。

その異体例として、北海道浦河町では 2005

年のちょっと前から、浦河べてるの療という

精神障害や知的後響、ラ著i議3豪華察後中心にする

人たちの笈助組織で、 DAISY訪を使った防災マ

0(1'5仇elnterr.dti叩 al5民dyc，
Dis i1 sterPre阿，..時~，治む諮問wa，

May200S 

冶符治aα泥 4少

龍
三三三品.，よみ泳、JIJ，

伝説~;!f:京総ヲb1，

舵認議議;島

エュア)[1を使ってずっと避難制緩を緩み愛ね

てきました。

その結果、冬の真夜中にも凍てついた夜の

北海道で滋養護霊11毒薬1をやるという実践を重ねた

結果、今関のE線北潔災のときには 3月11[3 ~こ

は2.日メ…トルの津波が来て、車も大分流され

て経済被擦が3億円でしたけれども、特iζべ

てるの人たちは模範的な液難を爽行して人命

損失は町全体でゼ、口でした。そういう殺昧で

浦湾での防災の取り組みは非常に効5裂があっ

同 62-



鵬EPUB3とDAISYの盤携による可能性

「7王寺ぷお持ったら
1 とにかく警報を待たず、身一つ

重量台へ皐〈逃げましょうa

審議
@ もお説。-1轍議」

Evacuation Drills Qf Urakawa日ethel'sHouse 

.Indjyld紙偽側u，然燃mll>，め拭付加凶，.ω'id tJ ct 凶，，~~ati()~ t'tdrirclr減住町還を

<1I!lht例 tH'I¥，""1 tl.l pr湾側?を知?強制舗内

.w;白.. 糧 wM抱 rrrail1ln姦却吋O守~r)tt'ye廻九納"d仰YÙ'Þ 拘ílíly創"色"0凶否d雲、 '0
釘 ''''J;lwt...high;:wlTan lQ f')制<h什.;onim.lte!i， 

~Theym21売を 311HlV<9(窃atío仁治3州al~ 111 ÐAISY州JlIlI内(;I!a Xlrt'l~をた'"似総会地ゑ"

弘包ヰ鍾進箪指盆誕包辺自但盆乱立国ruιfll皐

j・側

2011年3月11悶の浦河

津波2‘8メートル来襲

?毒j可ベてるの家のメンバーはき整然と緩襲撃

緩淡損失3億円

人命繍失。

たというふうに私たちはき卒倒してい*"すし、

浦河町の妨災担当の方たちも、べでるの人?と

ちがliJII綴どおりきちんと率先して避灘したの

でおJRもそれに続くことができたという務総

廷してい家宅?。

ではもう一つ、人がf3立するよでE重要な特

別支援教脊においては、 DAISYはどのような

役割を果たしてきたのか、塁塁たそうとしてい

るかということです c

t世界で…機早く DAISYを録音図書で導入し

た閣は悶本です。前夜終末ですから間違いな

く一番早いて予言問。今d5~ DAISYのボランティ

アグループの望者ざんの…喜善玉詳し、時期の製作也、

まさに前笠紀末です。ぞれからずっとやって

いるο なんと Sigtunaソフトはその綴からず、っ

と使っているわけで、す。非常に長命なソフト

であるわけです。



• EPUB3とDAISYの連携による可能性

特別支援教育におけるDAISY

世界で最も早かった日本のDArSY録音図書の導入

・量FEFや吋障害の人々にもデイジ4 植は有効期市 帥丸善富の
i 出がってい杭ごの画での取りf制品開晶、咽T!

線する障害者放送協協会が精力的に進めています。

ww，仇電子出版、ディジタルヂレピ等唱次々と新しいマルティメディア情報システ
ムが量場する中で、 歩踏み込むことで障害全般に関わる情報アウセス問題へ
の回答を闘すテャシスが生ま紅ています。一連のデイジー闘逮捕正予算事離は
障害のある人も無い人もーに情綜アウセスが保障さわる情報祉会基曜の構成
に向けた大きな 歩として同価されt，-*>t岬と信じます.

『デイジー録音図書目録!(大活字阪平成ロキヨ月発行}より抜粋。

文化審議会著作権分科会報告書 平成21年1月

知的障害者、発達障害者等にとって、著作物を享
受するためには、一般に流通している著作物の形態
では困難な場合も書く、デイジー図書が有効である
旨が主張さており、著作物の利用可能性の格差の解
消の観点から、視覚障害者や聴覚障害者の場合と同
格に、本課題についても、何らかの対応を行う必要
性は高いと考えられる。

s 
i※著作権法については、 33条の2及び37条等の改正
が実現。 2010年1月以後はデイジー化された著作物
(教科書・教材"訴験・専門書)の安定的提供が課題。

ところが、平成 12年の DAISYの録音図書目

録に書かれていることですが、皆さんご存じ

のように、その時点で日本障害者リハビリデー

ション協会は目録の序文に、「学習障害や知的

障害の人々にも DAISY図書は有効だ」という

乙とを主張して、何とかそれを使えるように

するための著作権改正の取り組みを訴えてい

るわけで、すo

法改正については、平成 21年 1月に文化

審議会の著作権分科会の報告書ではっきりと

iDAISY図書iあるいは「発達障害・知的障害」

という言葉を用いて著作権法の改正が必要で

あるというととを 10年後にやっと認めた。乙

れは 10年間の皆さんの運動の積み重ねがあっ

たというととであります。

その積み重ねの中の一つに、教科書を非常

に先駆的に、苦労しながらマルチメデ、イアで

イ乍って、実際にそれを使って、成果を上げた

子どもたちという存在がいあったという乙と

であります。その後、著作権法の 33条、 37

条が相次いで改正されて、一昨年、 2010年 1

月以後は、著作権法上は、 DAISYを非常に作

りやすい状況ができてきたということであり

ます。

文科省も ITの導入ということで、先ほど、

お二人の先生が教室での様子、特に普通教室

でどういうふうに DAISYを使うかという話を

されましたが、それを絵にしたようなものを

文科省自身もウェブサイトに掲げて、乙うい

うふうなことが望ましい、|仁Tの活用だという
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剛 E問J83とDAlSYの連携iこよる司龍性

Cを活用して陣奮のあるえ蜜金令をも 絡に安委象を受けている機子
(Il多湾tお鴨姐it:'に凋"I.'!.，手号1](;;定狩提対関紙袋れ匁~q)汲9考2努芸技3設問宅九m否事Ï':<手.f雨情Uヒ〉

ヂイジー<DAISYDigi匂IAcc部議1.Informslion 
の特別支援教育での言及ゐ

3費字の3虫:1"としてi志コンビニみ…告でO)I主婦を想定

して車連作された教科殺の銭灘署主将がkiる3 機能とし

ては，文章を昔前朗綴Lているところが怠敷金守i二反

転表示されるため』絞め年i斜見党釣!こわかりやす

い"l;草壁主義釈はe …J!:ごとや文節ごとな止干の絵主主主宅

できるむ ま?と，~議後宮事務iこ対応して挿絵や主主災者遜 ; 

jy;することができるためe言菜のイメージをつカみ j 

やずいという特徴がある。 I

リハ1潟研究成疑似21-22年度文科省委託研~)

。A!SV敏料瞥の髄伶コストについて誌、テキ"'c手打ちス"""ン、

PUFファイルからの抽出考響曲方法と、テキストブロックの絡み上lず

(})綴幾曲線終台、図版印撞被さ等によってコストが大会〈異なった。

また、 DAISV隠後製作のコスト田大部分泌恥チキストu)H-;Mllじ!こ

畿やされているζと部分かった。ζのd同誌、m都議録や零子出E霊

的接続尊重表によって犬犠に自動化て者る窃1能性会をおることが確

E草されたヨ

今後、 EP心掛とDAI野(})連機拡よりOAI府間害容鎖作ヲロセスが;j(

暗に自動10され‘コストゲウシで告品切簡性出品る。

吾5

ごとで言ってい絞<To しかし、なかなか特別

支援教育でというところに子どもたちのふー

ズに会わ伎で浴剤していくというととは、文

科寺境全体としての取り組みはだまだ弱いし、

それに必要なコンテンツ、教科惑を DAISYに

るということについても、文科省は経済的

主主負担をしていないわけです。全くのボラン

ティア頼りになっている。こういうととろに

ちぐはぐざはあります。しかしながらその有

効性についてというのは、どういうふうに切

り口な持っていっても、文科苦言~;j:有効性は否

定していないということであり家サ。

学長~21年、 22年控室、先ほどの野村ざんか

らの報告にありました、文科省の委託研究の

成果報告撃のやにあ出てくるんですが、その

委託研究のとそ?に、 1)ハ協から文科奇襲に出<!

れた報告を議には次のような一筋がありましたc

「今後、 EPUB3とDAISYの主義携により図書製作

ブ口々スが大幅に自動化される、コストダウ

ンできる可能性があるJということを、報告

はしたんですけれども、ちゃんと受けよ上めら

れたかどうかはちょっとわからないとごろな

んです。

今年度予柱にいくつかまた文科室撃の委託研究

の毅をきがよがりますので、与?とでこの可能性

に何とか気づいてくれるととそ期待したいと

考えています。



語 EPU日3とDAISY命運講による司書E性

DAISY(J)アプローチ

• DA:SYほ Digl知IAc控訴blelofj)rmatlol1 System 
• T?セシブ，，，年寄喜子書籍フオ…マット

・凶行5Yコンソーシアムi注固め明朗則選i誕皐邸βが書建策主霊然

• x掃しをベース!江戸川SI/NISOZ39賜 10D5として公表

ー盛れとナピゲω シ羽ンシステム

ーテキストを脅隣句?i毒みよげ

m 読みよげてい岳部分のハイライト表索

文学時拡大、塾移設銭安撃が審阜

・紫雲書では持?揺組〈事憲章寄暫F時電子教科害防襲撃議コォ マ'Yト〉

としてlll'1再
・ブ苧，yトコオームfこ依得しないため、 PCや枠組(J)像、再生専

議後緩や携帯電諮問アブリ喜章受

DAISYとEPUB

• EPUBl立InternationalDigitaJ Publishing Forurn 

(IDPF)が減量警告AISYコンソーシアムI;tOEBF
(IDPFの言Ij身?のま設立から参加、E陸軍E会長王室係

• XMLをベースにしたオーブンス聖ンダ…ド

• DAISYの煮献

トー E…一一一正I
• EasyReBder等のいくつかのひ'AISYプレイヤ…iま
EPU自も罪事主主できる ; 

• DAISY Pi世絵11聞で、 DAISY3…>EPUB!"l激変換
できる

DAIS~編集ツールであるむolphin Pub;Jsherは
EPUBを、ノースファイんとして滋みこむことがで
殺る

DAISYのアブ日ーチですけれども、ずっk

関際襟準を作るということで、出版から変え

ていとうというアプローチをして淡いりまし

た。

機能的ICはナビゲーシ 3ンとかデキストを

読み上げるとか、読み上げている部分が大き

くなったりパイライト表示したり。それから

費支支えまで読み上げられるようにするとか、い

ろんな非常に議先織の技衡を終っていますが、

ぞれ後媛なるアブリケーションではなくて標

準規，憾として、いわゆる出版やお幾重震といっ

たところ全体を底上げする続格を作るという

戦車告をもってやってEまいりltした。

EPυEとは、 EPUsを開発している思体の絞

主主以来、 DAISYコンソーシアムはその中心メ

ンバーーとして参加しておりまして、員差近は会

長間体として、主Pυ告の開発を先導する役裂を

果たし七まいりました。結果として、 DAISY

の方からはアクセシピリティをはじめどする

機能を爆供する、そして日本語などの世界的

な言言語への対応は DAISYだ、けではできないの

で¥それは EPUBと協力して、 EPUBの活動tc

DAISγ が参加してやるというζ と守、 EPUsの

開発に合流をしEました。

そして器産擦にいろんな技術蛮で非常に共通

するところがあります。ぞれ老いくつか証拠

後お見せします。特にとれまで待望の日本懇

の縦審きとルビ、禁~Ij処理、こういったこと

はひAISYだけではとても実現で汚そうもあり

ませんでした。でも今度EPUBと一絡にやって、
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指定PU笛3t:. DAISY勃獲携による町議註

EPUBO)日本総対応
EPU除ファイルをDAISYソースとして活用

-…;t:童書2012の縦塁審5トルピ付き;:ilJ撃のとP出
形式で保存

• EPUBをDolphinPublisherで読み込み

• DAISY2.02;i;:tこは3.白で出力

• f写生ソフト‘で評価

=>多少のこ工夫をすれば縦絡を・んど4せき教
科著書製作1::主主婦でさきそう。

-日本軍設予出版協会(JEP.付金育、 IDPFIこ加入し、

EPU自の図本語要求投機還をを緩主義

一撃を幾きと積書き

主義郎処理

一lレピ
• DAISYコン、ノーシアムも5本吉華社絞殺後進

• B;!ド藷仕綴~苦言む正PUB3きをリリース

• DAISYヰのaヨド議対応も同じ労災でき主総

Eヨ::;js:滋対応をきちんとできたので、その共通

の成薬物できろる EPυ設だったらでtするんじゃな

いかというとと授、何とか!"f-く線認したいと

いうふうに考えているわけです。

新しいをPυ5の規格というのは DAISY

いますと策ヰ世代の甥絡に担当するもので、

音声、テキスト、動鏡、 ζれらをいろんな形

で絡み合わせるととができるというものであ

り5ます。手っ取り翠く申し上げ2ますと、今、

王PUBとDAISY

関商に出してい2ますのは一太郎の、あと数お

後に発売されるものを先Bs綴;ないただいて

きたものです。とれは一太郎の密言語です。
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欄 EPUB3とDAISYの謹携による可能性

縦議警~でルビがあって、塁手常に複雑な割り

付けをしています。と乙1<::r正PUB保存」とい

うオプションがあります。セ…ブするときに

まPUBで1:.'…ブでミきますe

EPUBでセーブしたもの各 r!-，'JiJフィン・パ

ブリツシャ -Jという市阪のソフトですが、

それが滋緩読み込めます。さっきご覧いただ

いた一太郎から EPυ8表セーブしたもの経

機読み込Eませたのがとれです。紙佐欝~だっ

ものですから、縦番~が横になっています。

綴になってハイライトしているんですね。こ

れでそのまま怒涛が入れられますのあるいは

TTSきを使って音涛をシンクロざせるというブロ

oolphin Plぬlish日rのスクリーン

震翠豊重留経極~ti'~~と… ふ二ご二二; ぺ

前 参 ~ 帽斜悠:'

1μ告側掛川山p間同開鰍凶器

必糾鰐訟野郡蒔:f;~培純一議~';f~t詳抑制捻制問えネホ

I諮問i保安部T容器諮謀議議;統制議
|L Ad;2j茶話器荻野三五52izz:;25hTRE尽き主主.，訪ねtu
r;=:可子総口溜E二土百コ…鴻艇と:てて描E二=よ潟総はコ理E二~工会♂f す'J;""'"

u ¥J  if 

ジェクトが作れます。

私が実際にやってみてちょっと足りないの

は、メタデータtJ.少し足りないので、ソース

を関かないでもとのツールだと追泌できるの

で、ぞれを追加し茨す。

そのEE5ま然修正で賞受後、で普通ろがったプロ

ジェク卜そ Easy恥aderで、読まぜるととんなふ

うになります。さっき¥'eたとおり機著書きです。

磁滋(無修工主)

竣星援 物妓似通
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AMISでやると、そのま家?と:とこんなふうに

なりますe 手:は立つのですけど、完全に機喜重

きの文需容になり、ルビはこ ζにちゃんとつい

てます。ぞれから見出しのととろが活字の績

に寝ています。ちょっと遼うんですねじ
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• EPUB3とDAISYの連携による可能性

画面(修正済)

い…戸 fd，dT唖商工

H15E Zょ宮 Z E 2句 4 」 21 Ehfz ~一一一ー一一 c • ，、…か一一 νを一一一……一一ーいそ…かアヰーな旬長の.ス一一一い;FE ftt事告 Eq z 1匝櫨掴 12Tff t: 九一U 之蝿ーい、ーや

て… … 健一… もa ~ ~ ~ = ~ ~ ~ g f t-r--~ ; ~' ; ~ 1 
階的思ち怯 U 子市同調解ヂと e 喧;;: ~ :t ~ -t.i 

;;i i i B i 4i i i i ?ョ ii i i i 
" .τι 雪弱音 E ・ 号令 官 ~' ~己 5 玉
川~ ~ t盟zmt 墨': ri '~雪 421r

よ"望山岨面 l¥ r~ 下昌二、弓
~ 1>: 渇 い てi: も C

AMIS 所見と修正

• IEがHTMl5の縦書き対応して、一太郎のJレピ出力が正しくされ
れば、解決されると思われる。

IE聞の縦書きのCSS(DA陪Y教科書っくりの在いiこ使っているも
の)を入れる@

• HTMLファイルiこ、 divclass=="tate"を追加する0

. )レピのタゲが畳
下のよう紅、タゲがついている。そのため、 IEでの表示が宜に
立っている。 spanの後にruby)1ゲをいれて、 <Jruby>を最後に入
れたら、正しく壇示された。

・<ru by class ，，" ru by3S2B6807 -0 3 FB-4C5 E -BD3 B 

6EEsCDC822円"><spanclass=削sentence"

id="dol 1 1 usme 0080">憧<rtclass="r叫 C93796円 C3D-4808

9166-FC61s49EA3s8">あこが<1は〉

理日品市

日本で作っている iPad用のプレーヤ-2

つ試しました。 1つは皆さん、日本語唯一の

それを、 ATDOの漬回さんに修正をしても

らいました。表示するとこんなふうになりま

iPad用プレーヤーとしてご存じの VOD(Voice 

OfDAISY)。とれは先ほども確認したんですが、

まだもう少し開発中ということで、

した。これはちゃんと縦書ぎになっています。

ルビもついています。それでそのまま普通に

再生できます。ソースは全く聞いていないん 縦書きは

シナノケもう一つ、難しいということです。閉じように AMISでも修正するとこのよです。

日本ではほとんど知られて

いないのですが、 I-Read2Go(リード・

ゴー)Jというアメリカの Bookshare用のプ

レーヤーを開発しています。それで表示して

みたら、一応、縦でルビも表示されます。

とろがまだ再生できません。だからもうちょっ

となんだと思います。ですから

もたぶん、再生できるというアナ

ウンスをいただけるのではないかと期待をし

ています。

と

も

トゥ・

iVODJ 

ンシという会社、

iR巴ad2GoJ
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.主PUB3とDAISYの違携による可能性

粕論
• DAISYのメインストリ…ム化(EPUBとの滋語審〉

-lE確な続みによる後策緩みよげができる日刈SYと
EPUB7'(比較的審議1::作れるようになるζとが徽
符ぜきる

一手童子総皇室務会そTTSでそれなりに絞めるようになる
ことが綴待できる

ー事主将軍警が蓄量子出版化されるときにア合セシピヲ
子ィを係機する標準規誌の主義者設となる

一数式、図版絡の1m解とアウセスを事長院まする関際
標準規事長としてのま著書量縫を待っ-cいる

PDrデー舎をEPU患に1諮り餐えるのは比般的容易

結論で1すが、 DAISYのとPυ語との連携で宅普通

の出版社が EPυB出嫁するようになる、あるい

は、出版社会、ら額書館がE還ってきた電子繁華警

が、そのままアクセシブルになる、それを目

してきましたの私たちはそれきをメインスト

リ…ム化と呼んでいををした。

メインストリーム化が EPUBとの連携なんだ

とやってをで、実はジャストシステムの~開発

に当たった人たちとは、 5築家の会社で話した

のですが、 DAl日や読みに際害警がある人のと

とはほとんど知らない方なんです。けれども、

EPUBのごとは知ってたんですοEPじ告のま莞格

どおりに作ってみたわけです。ぞれが DAISY

でずっとやってきたものと、非常に親籾伎が

高いという結言識がことで!ii'.られました。

そと力、らいくつかこれから期待できるごと

というのが結論として挙げられ波すが、正確

な続みによる務滞緩みよげがでする DAI町、

j・側

あるいは 9υ8という名前でもいいですが、比

較的に容易に作れるようになることが英語待で

きる。とれが第 1点です。

2宅島闘に、一殺の電子出版物、ぞれが EPυ8

規格でさえあれば、 τrsを使って、正確性はイ

マイチかもしれないけれど、ぞれなりに読め

る。大学生なんかになると、そこにあるもの

きをどんどん読んで、いかなければならないので、

EPUBで出版してくれればそれなりに続ょうると

いう期待が持てます。

第3~ζ、教科撃が電子出絞化ざれる。乙れ

はデジタル教科署警というものなのか、あるい

は今ある紙の教科蓄の電子版に移るか、そと

はどっちでもいいのですけれども、電子出版

化合れるときにアクセシビリティ後保障する

機溶綴格として日本においても EPUBあるいは

DAISYが推奨されます。

量HIこ、ぞれから数式や関滋などの理解や

続み上げ;密保障するために、関際的に今、分

しながら開発後進めてい渡す。 EPUBと

DAISYの競絡を守っていく限り、そういう新

しく線発された技術はそとにどんどん絞り込

んでいけ茨すので、そういう意礁で、ならに

今はまだできていなし、ag絞などをきちんよわ

かりやすく、アクセシブJld<::読み上げてくれ

る。そういったことも、乙れで、あれば恕宇きで

き笈す。



鵬EPUB3とDAISY的建議!とよる可能性

そして録後f[、PDrデータが今、配布之され

ているわけですけれども、それを EPUB[[切

り替えるのは、比較的容務ではないだろうか

と考えています。今日は3経験緩5裂がせませ

んでしたが、 flnDesigむという、今、ブロの

出版社が普通に使っている線下のソフトがあ

りEまず， nnDesignJは実は先ほどのジャスト

システム…太郎のメニューと同じように、メ

ニューのよでは伊υ器保存者持っているんで

す。ぞれがきちんと機能すれば EPUBで出てく

るはずなんで、す。ほとんどの教科書室出絞殺は

新しい教科書を作るときは円nD悶伊Jで作っ

てる3 おいものは昔のやり方で作っていて、

fQuarkXPr.をSSJとかそういうものをイ隠ってい

るみたいですが、今新しく作るものは、ほと

んどflnDおり刊でイ午っている。ただflnDesignJ

と苦言ってもいろんなパージョンがあって、高

いパージョンでその笈作っている会社も結

構あるんだそうです。新しいパ…ジョンのも

のは EPUBセーブがついてい:1;90年間 400

億円で、小ー中の教科書は文科省が践し、上1::1'

います。 ζ の400億円を有効に活用して、

そきちんとアクセシゴ]レなものを作りやすい、

あるいはアクセシブルなものを教科書会社が

自ら出していく。そのためのガイドラインと

して EPUBでのデータ出力校求めるというのは

そんなに無理なことではあり夜営ん。 Lれは

教務のインフラづくりとして議室主磁のことで

はない力、というふうに考える次第です。

以上が EPUBe逮携するととによって DAISY

がどんなおJ絞殺そ今持てるようになったのか

という綴畿なご幸霊祭ですω L;'清聴ありがとう

ございました。
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信バネルディス1Jツション

パネjレディスカッション

rOAISY教科書をより広く届けるためにJ

モデレータ:河村宏

パネリスト:井上芳郎 {埼玉県立坂戸商潟等学校教諭)

問中 和葵 (n;公立中学校特別支援教育コーディネ…ター)

野口武悟 (等専修大学文学部准教授〉

神山博 〈資森公立大学経営経済学部教授)

マルチメデ、ィアデイジー教科書普及のために rすべをJとと fで営る」とと

井上芳郎(埼玉際立坂戸商篤等学校教諭)

マルチメディアデイジ…教科書
意普及のために

「すべきjことfできるJこと

長奇玉祭玄坂戸葱高等学校

チ幸上予す主事

degisait顕被葬yahoo叩 JP

2012/02/05 

今ご紹介いた1さきました井上です。

「き普及のためにすべきこと、できるとと」と、

よから白線的なタイトルです。 rすべきJと

いうことは、主認がないのですが、重要するに

義務教育であり、教科害警は綾織委委豪華がある

ですので¥しっかりと行政のフぎの災伎で、と

れは本来ちんとやってほしいa し力、しそう

ってもそれそいつまであ待っているわけ

にはいかない、自の前のお子さんたちはどん

マルチメディアデイジ…教科書の
利用促進に係わる毅見饗

• 2010年8月以来、会緩i番号機記事総フ誉総織で
マルチメディアヂイジ…事量殺畿の!jiIJF剣毘遜
I::j系-i&撚5在意撃が次々 に主襲撃そされ、また滋
言葉!埼護軍銃後への事j剤{思議!こ係岳災授が、
多数行われている羽

今 2012年1月1日現症の状況を、緩尊重にまと
めてみた以下転義怠密}

.hltp:ilg.mI帥'l'el時'.ijl

どん成長していくわけですから、でそ予るとと

はやっていきましようというごとです。穏に

ひAISY教科畿の製作ボランティア(])フぎたちは、

1<:7f R脅した気持ちで悶々役者容なざれてい

ると怨います。重要するに、「すべきで応る」と

いうととは主張しつつ、「できる乙とはやって

いきましょうj という、そういうつもりで蓄

きました。

凶 72 回



マルチメディアヂイジω 殺事毛盤戦賂係議案まlill事臨択自治体

【府県精禽】槌偽鰭〆鯵突進/幾鑓議ァヲ安総務〆畿M/高純挽/領開眼

【政令拘俊蜘命館害復1.溜3野市/績修市ノ縁象〆JをJ九桜司B
，.検市街能剖間防策ノヲ普勝、旬ノa危機.言/総寝耳島ノ大湯布/膏Z君事/厳勾志/犬妙

>;/長崎市

E純例~m!Í!i HI 沢市/都臼綿ポ/技会令

，.<<>総術総議会1 札施術/陰志向市/海'"市〆'"闘ν 霊講義*ノ4対尊務/'f~長剣ノ
."術/総創刊1ノ窓宿命ノ七尾市/権発電写/.裏手常/.c薦議〆念象衛/I¥;{予彬ノ

多修理駆〆繁仏9皆様稔/小金井市/留意市/l主将:Jfi!r〆禽争議/襲警窺吻/後政術/繍

終般常/!lIJII術ノ買青島町も/伊豆の回市/荷アルプス狩ノ多治疑惑i/良弘司量殺/館第場

〆第参事指'/ftJ抵抗ノ義明寝市/五億百，/航惨時/務災野取/務鑓縁冷/線機纏/ゆ

9興策/象大潟市/場内長調布/交野市/失利喝.市〆務2養育v議委主市/緩Z事前

{車場証鯵持費~!1'n荷重量】持!i/;;左京区/鮒稿係/縞鰐必〆司HtiflU誌〆智彦震緩ノ..."

ノ中努悠

{語句危会1 お寓2屋島~~/主務議結Utiさか畑町/略湖濃凝匂〆吹匙"後教器管/奪寄 進"
鎗"メ欝"家宅需忽禽/鶴子審議員三己タ宮町/奇襲良拠倒附本欄1/包経験眼1寄金事身/言質2農家務署野
町/広為努窮命現/窮溜事長健lIi町/告書賀県総飯町

http://g.CO!1円盤ps/r言、'"

“ 73 

鵬パネルディスカッション

2010年の 6}主演からですが、全国各地の

自治体で、 DAISY教科事警の利用促進に関わる

意見書が続々と尚てきましたα 地方議会の法

律があり lfして、政府に対して意見書撃を擬出

でぎるのですね。たいてい議会の会会…数で、

超党派で出すようです。意晃護菱カミ採択れな

いまで4も、議会等での被疑で、ひAISY教科書

は必要だという議論、ざれていると ζろが繕

えていますの

私は、昨ま容のま手*あたりからインタ ~*， 'Y

ト検索なして調べてみたのですっとの地閣は

少しづらいですが、もともとは夕、…グルマッ

ブで作つであります。りぬがとこに幾いであ

りますのでアクセスしていただければ、現物

に到達できますのでご後くだないc 多分、漏

れがあるとは忽いEますけれど。己本全留に広

がっていて、言襲え七地方に空白が多いのが気に

なり家すが。

L:れは促進の意見採択さをした院治体です。

凝議会レベル、政令指定草案潟、 E炉本災市、いろ

いろあります。これは拡大したとごろです。

とれは北海道。首都圏、関西圏などは人口密

度が高いせいか若手いです。これは関西、九州

四盤、滋自主幹で、す。詳しくはグーグルマップ

でと、事まになってください。

喜警は何が言いたいかというと、関治体とい

うものはどうして'ち f綴主主び蕊向Jがありま

して、逆に ζれそ良い方向に使って、例えば

うちの市ではなぜ、。AISY教科舎が導入されな

いのか、障壁のどこぞと市ではやっているのに、
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y-7-L一一 一一一……i
山本掃員の震薄!こ対サる然水女臨終学副大陸(働時)(})答弁 ; 

!r-品川l~ .1-1 

[会開何事聖書里村;主主任豆長1
・寸利蕗11合悩[鵠士宮滋) ..・倫品度経持1::指い

l 日仏、....cι‘'・(.;.，j齢、，'"‘得。
| 綴汲線級鵠斜:議総支員削強位&

たいうような殺に絞っていたT古ければ良いの

ではないかと私は思っています。たしかに機

設び志向というのはありますね。私も学校;こ

勤めていますから緩急支びの一員なのですが、

前例にないととはなか、微かやらない。その代

わり、ぞれ受遂に使うと、すぐ構の臨まではこ

ういうととヰをやっているとか、ではうちの町

でもやるかとなるコそういうととに使えるの

かなと思っていEます。



乙の一連の動きの発端は、2010年4月10日、

国会でのある質疑からでした。実は著作権法

が改正されてすぐのととですが、法律は改正

されましたが、実際にはなかなか使いづらい。

ある議員さんが質問をされて、当時の鈴木文

科副大臣が、「趣旨が徹底さ'れでいなかった」

とおっしゃった。 iDAISY教科書をもっとしっ

かり使うべき」というような答弁をしたわけ

です。議事録では「提供可能です」と書いて

あるのですが、実は文科省が提供するのでは

ないのです。ボランディアの方が一生懸命作っ

ているので、そとはちゃんと国会答弁で、も言っ

てほしかったで、す。

乙れは非常によくできている静岡県議会の

意見書です。詳しくはお読みください。最後

に「予算措置を講ずるように強く要望する」

と書いてあります。当たり前のことだと思い

ます。

しかし自治体ごとで、大きな温度差がござ

います。全部で 100いくつかの自治体を調べ

て、統計をとりかけたのですが途中でやめま

r-長戸開一副晶画是正必~J亘書一』τ二倒)
l 静岡県誼会 加川7

l 里開票実描院畦白内堕!!J!!l~"~文型乱守主~'"~堅持里!望号明帯主唱山
平成初年9月lこ『陣容ωある児箪及び生能のため的級料用特定図書亀与の4普及の促進

錦lこ附するf:A-IfJlゆ3ゆるF依料曾バリアフリ 法』が犯行され周波附則宮古1象に羽
いて牢成計年肢に去乳、て使閉される検定線利用図書考及び紋"矧特定図書等から
麹閉すると定められた。

平成"相周より"初日本障害者')ハピりテーシヨン脳会が、視覚と贈貨の両国から
情報を得るこιがでをる『デイヲーJ{デジタルアタhスブルインフォメーシヨシシステ1.)

寂ねi&Jの鍵供を始めている咽この教科魯".コムノピュ ターの画面上にその内容が

写礼削され、音声を討すたり僻む適さに合わせて文字の色をおえたりするなどの工
夫が縦らされているs

ヂイヲ e規制寄は同法飽貯令箪.，長こおいて、その察院状i見等二"'、て文卸科学
大臣が岡奮して巾中学敏殴置者曲、ら絹告を求めるよう定めているが‘平成"年。月現

在約 0人の児童話生徒に活阿きれ悌櫨者等から宇宙理解h<向上凶止の効a院が表
明gれるなどヂイジ一教科書の普及促進への期待"商家ヲζいる，

よって固においてはデイジー敏科書の普及促進を回るため自踏敵将書を必要企す

る児2量生徒及び禍討依員等の栂望に応える1め副作成鎌の絹助並びに衆院給付
できる体倒盤情と苓鉱山置を繍司るよ封歯〈要望する.
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した。大雑把に言うとレベルとして 3段階く

らいあるのでヂ。この大阪の熊取町はかなり

先進的です、町ぐるみで取り組んで、いらっしゃ

る。たまたま知り合いに聞いたら、教育委員

会にキーI¥，ーソンとなる方がいらっしゃって、

学校でももちろんですけれども、自治体全体

で取り組みを始めているということです。

上田市。ここはどちらかというと学校から

先に導入された。と田養護学校というととろ

です。私はどのような学校か詳細は知りませ

大阪府熊取町議会での質疑

2011年3月1日

・質問今後のデイジー教科書の普及と教員への意
識啓発についての考えは?

・図書(要旨) 町内の小冒中学校を童校巡回し、デ

イジー図書白効果について説明するとともに、利用
できるようにソフトを配付。 l月に「熊取人権教育研

究協議会」の報告書においてデイジーを使った報

告がなされ、町内全教職員に紹介。さらlゴ県南地
区支援教育研修室』において、デイジー図書の紹
介と活用についての報告も行った。ヂイジー教科

書在活用した実践を教育垂員全と教職員聞で共有

し、より効果的な活用方法曹研究してまいります。

長野県上田市議室での質疑

2010年all3日

.質問マルチメディアデイジー教科書由活用と、
そのた酌の教職員研修についての考えは?

・問答(要旨)上回養護学校の先生や北小学校
のまなびの教室の先生主にどの協力在得ながら主
嶺ω特別支援教育的現場からは、ヂイジー教科
書を個別支援で使ってみたいという声も出て告て
おります。情報機器を活用した新たなツールで晶
ることから、活用に卦たっては教職員の研修は
必要不可欠で晶ると考えております。特別支援
教育と情報教育の担当指導車事の協力を得拡
がら、研修会の持ち方!こっ曹ましても研武して'"
いりたいと考えております。
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んが。そZごから事実管委員会に声が上がり、と

れは使えるなということで、今後研修会をや

りましようというととです。

残念ながら平均約なのは、この×燥のYお

のようなところです。東北地方のj繁なのです

が、実際にはとのような取組みが多いのです。

「専門機関において読み書きが関難だと診車n7!-
れた兇議・生徒の報告はないーという乙とで

すが、とれはおb'しいですね。文科省議査で

は伺}¥…ントと数学校出しています。 Y市

では診新された!児童設・生徒力支出できたらやり

ましようというととのようです。 f先滋自治体

の事僚をもとに研究してまいりたいふとれは

X県Y市議会での答弁ミ蜜冨}

2010年9月民自

禍マルチメディアヂイジー関蓄や孝生寺地蓄は;華字脅1

蝉l撃事者綴むととが羽織であ4己主主建築生後にとって、

5患者替を燃しんだり‘学毅するために者絵右手段

であるk帯えるe戦者主犠衛隊1:1'E豪華する!毘緩，主主
主主で‘者草門機隙において緩み蓄襲警が大量窓際線で

品ると訪断された!莞雪量・生後(/)幸華強!まない状況0

.令権、読み奇書きがli!I滋と診緩急れたi忠君陸・盤機

が在籍した滋告を怒廷して、マルチメヂィアチイ

ジー教科書拘斡庫芳E去について.習の教科瞥鍛

償給与由勘きとか、$\;進f3}削除曲家隅iJ~存者もと
にして、畷荒をしてまいぜたいe

| 総立絡幾支畿放費総合務総rjf
|ヂジ匁ル教科護審偶数終及び10τ的諮F裂い織する器俄翻寝袋・躍寵 j
l叩 1ヰ峨締翼後策打率制時牒

ーヂジタル後，~望号齢抗議する務湖特いて

:侮""無縁的意Z察務袋築家鐙針。争アシケ…P繍裂を、関1<1授と(J)路線需をf1
うこと1ごよψ 殺を需の"る手~おこ泌総ずるデジタ同法締役徐材(/)tf-tf1
ライ，割高建港賂戒しヨ肘。

• ICT民~t'Il l::模する努究にコい右
先3重像な学綾への3億総務傘、学畿大学鋒からの硲"誌協カ者との級武
It'1¥等によ仇4善後寄における CTの教脅的措"の内警警や3信機 101還を議
院し九校窮乏巻、!cτを"'"した縛議実録数資の邸内録。。向-'"ζ按する
携微を砂象・分金援ι義援自民もな資料をまとめ紫す a

・本修習佐の診猿勉として段、以下の?点tごついて絞り家どのます3

\";アジタ"議務費きの~イドライエ融関
'"録係災後教欝にS請ける1m砂教育的減期の内容や方法語象改善終
7Aj芝遁数多誉俗語与問依:<1，ìp場ょに隣~る義礎的主主資家宅
とれらのラ名ち(t)Q}jJ-(rライン〈鼠禽)については、教科書教絡を趨ヲをす
る鶏努錦織場~O)f脅緩慢依も行い泌すむ

76 

よくあるパタ…ンl"す。発途的な自治体があ

るのですから、ぜひ号?とに宅学んでやってほし

いなと思っています。

それから国立特別支援教育総合研究所。久

E翌浜にありますが、そとで研究を始めたので

サが、よく見るとデジタル教科書のガイドラ

イン策定令すねc 家?を‘ガイドライン作りの段

階なのですね。とんなゆっくりしたスピード

でいいのか、なと怒いますけれども。

お隣の韓冨ではもうとういう状況で進んで、

います。

スマ ト教育のためmデり.ル教利容隊教符殉章容学習惨4聖書学習1tJ足、極構
成 J 払?ル号トメディア資制窄"'"司ンすノツが盛場.. 脊みる@宅F匂3けヲヲセ
シb タイング@ペ 山内イノタω~yトさえつ忽がれ必需冷f平」子トフ牟
丸タフレモトPO，;ミ'I' ...t'TVfJ::~，l!んなヂJ匂，妻、6.脅分のa安易詩型，~，震えるよう
にする，

総切ゾ/p削除Kêibp ， UIl J食品附clelc晶mn/器科部持f/~(}3'27G4í

i全両手雨漏一母}主主書記1語学長引
憧賀県教霊i立、金崎県立裏綾の会会後程タブレット後端家を配布す
畠方針を囲めた。四日年産の新入金から語参入する，さを綾の関心が
高い端末を;活用するこ~で学ぶ意欲を寓之させる狙い号)<御率導主幹仏、
によると都道府県教委が広〈導入する銭は珍しい~いう。

タブレツト製靖家は、キーポー詳の代わりi之容ツチ"ネル{液晶画極}
lこ触れて龍作するロンぜこL-タ一、。媛教委!こよると、"年度から県立
織の余日餅タ盟書守樹の緩λ伎に観杉、3存期l'計約2万人の金夜紋
!l:1と行管絞ら安全る告す穏だ硲購入費の-，認を幾己負担してもらう己とも
食め‘開草稿方主主張緩射殺"13:t手若宮滋養実態問規壌の予算後線定場る，

t曲家導入後川弘係え誠司f;えトぞ子主按が宅島先I})l諸米関商!こ師事寄を入
力‘最備すると麟2警に総務誇懇話提言予れ、薬剤、分桁も簡単e教員の等法
聞が省けるよ、すぐに鱒滋いの議拘fJ:1!もわかり‘僚諸島が劫率化で
脅<'1町、う.挺手書亀緩1})話番入も議め有合住宅患が嫌米闘関!こ字書急告した
内穫を散すとともでを私

ht!p://_4鴻弘.~切羽ノ"'*泌wV\ijldll!tdQZOJノミ;r:m，Cl 120，010低泡悦附
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問

時判

制

調F 芳

一
λ冶ゆ~怜

殉倫4働b 

制治肝ョタル田崎珊華話会
4明。例曲師向町四間銅山

“自彊
九時 4向。

C'ie:ザ:.. f.dJLム袋五皐lll~lMl議後建設復""忍!t}1み&:然m

F品出漁協詰祭器4島号醜脱却一…一一一"""_V.肌… 一湖 、
……一向仇毘
r川v凶叶¢肝〆砕トヲ…

t… 叫

Eヨ2ドでも 2013年控室』ζ依賀県では察立高校生

全員に、主警報;端末i後援事入ずるようです。来週、

佐賀祭の先生にお会いするそ予定になっていま

すが、その方が詳しいようなので、いろいろ

競いてみたいと思っています。

次に「できるととふそれでは自分自身とし

ては何緩やっているのか。ゃるのか。

! Fa明 bookのコミュニ子ィページ
l h匂 ilw糊 J良部品。出 ;:;.omigrouts/dkyof/

tわせ?ーーでー一一一一---"..一一一ーヲ閉酬醐圃圃幽

起さ崎で主i!!i:

霊童畠属調磁議選

ぜ~姐< " 

轟...零 γ

藁Jそア~:l-"" '.~~ 

守:壬."1t~" ~""" ~~.……ー

今、私は少々パ…チャ)1;の世界lζ入り浸り

になっています。「みんなのう戸、ジタル教科黍教

育研究会j というのがあり E較して、片山ざん

という新潟県の先生がツイッターJこでつぶや

いたのがはじまりらしいです。今や

ブックでは三百五十数名のメンパーになって

いlI90Wikiのぺ…ジもあります。

ェイス

市立rfrr……

5可4嶋

伊 巴， ~ 

帝科丙 ι 

o'-'h*，恥崎l;，"';'帰1，..:;'

，<." 

れて筑忽.

一一繍抑制"'.~...
実は去年の 11丹、聖子村之さんと河村さんに来

ていただいて、私カ主役幾け人というわけで、も

ないのですが、との研究会でひAISYt EPυB 
の議後して頂きました。そのと15の内若手はす

べてウェブに記録してありますので、あとで

ゆっくり C綴くだきし、。私がとれを作りまし

た。アク1!シブルなページかどうかわかりま

せんが、ご獲になってください。

制知'f:.~"(;:""民ご襖…………

t1)'ぎつl-;-'，.lc.

宅金.金:rP1J毛秋季受lr欝貌余闘争へみう;;;，~"L".時一一一…叩……的向日

.侃即..~之叩

…判的問a

f，"，"-"""，泡 . 1説明鮮
明館山岨.向山銅山崎山明白南町時

h ……… 領一…哨 町 冊 目 許 叶 討 初 出 凶 酎 杭 で竺狩きを子空間m 理一
日 W種"…糊附加叫一一場一ー….._..-

棚れ ~ー一一
."fi!..、‘仰問併噺j咽阻品曲監師側、 草場舗広三五E

殉~τ叫d‘叫目下

} 側

見
山
府

W
H

ツイッターや UStreamなど、こういうもの

が今非常によく使われていまして、。AISY関

係に線らず、情報がいっぱい飛び交っていlI

す。私も河村さんも時々つぶやいていますけ

れども、いろいろな人が晃ています。国会議

員の方が兇でいたり、この前は韓国の方が見

ていましで、縁関とBゑのデジタル教科書の
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交流会をしたいという ょうです。

1¥…チャiじな後採なので、いろいろ慰霊童は

ありますけれども、実際にとういうものをきっ

かけにどんどん普及をしていく。とにかく知っ

てもらわないといけませんので。そして爽療

に研究会などをリアルな場で闘いていき交流

するο とれらをセットにして、官普及していけ

たらと思っていEまさに以上ですり

7輩

h七回://ww#憾の6WS.COjp/πな"1JtVntlws/2011/120o1 b，htr科

学習者用デジタル教轄でアウセシ日1)ティ膏向上

知的総カl草場治部もものの、締役れたえ塑であるこ"そのものが写"'"
蹄げとf，忍毎会がある.1<:-")..I::1I)jた績や疲鳴がj唱えな、、パ“ジ称勺〈ゐに
止が剣Lい、文学や後文の夜祭がで者棋\~毛iニtlh'ot.中島県館lニ続ゆ℃修復
L市"l!!稀'"印観争告を警発見5ごとゑ鳴しも山沿う絡事障がある鳩望号払

その場合、 rOAJ然VJ治"のずジタル教材
陥靭期総会発悔するa

fみんなのうr~タル線科務殺事考般事記念行君
~教附jは 11)考J3払 10開弘明柑"， 0賂
明 S1'IIwm吋を関銭。殺者舎の係機傍受務む
ことが闘機本人〈ノリ持aヂィスア伊体。
陶けに創作会れたfヂジタル録義務箸2を
創期ザる効果院議砲を組務Lt.::~

http://de伊saita開a.webJo2.oom/

i欝~繍静静酬請鞠繍薮m
柑州鯵臨醐例柑軒帥酬師掬軸畑山

鰯務総脳細糊開制覇班点脱盤調講指縮時

護者器器量害虫r設が菅誌もど苦若手五ij:!努事詰祭努

制... 

みんなのヂジ':11レ
教科書聖教予言務次会
{ヂジ数童話〉 勝撲"，恰車問視FZJ潔?Z

2五j:ふ J
J9treemlこよる糊 1!!7山一 一 一aU

4当ヰニニ必 .. 震!?附悦二川恥餅J

脇立押相関232;j濠;繁盛言語宮ms
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マルチメディアデイジー教科書を産めよう

留中 和美 (:n;公立中耳学校特別支援教育コーディネーター)

マルチメヂィアデイジー教科書を
広めよう

2012‘2・8
E寝中 平日君臨

r学力観」の転換

(í)f学校だけでの敬意~JからF主主議案学努jへつ
ながる学習の滋綴へ

②f学級集団として…予干の学びjからf総どして
学ぶ主体」の2重視へ

壌かな社会参艇をしていくために全線学び
続けられる学力

cfPISA霊25売解力

要書量霊祭決能力

学習指導袈棋の改訂

.[生きるカ」という理念の終夜

ー喜基礎約 z基本的な知識・銭宣告の轡争奪

.学習雪君主欲の向上や学雷雲fl賓の後五工
-霊登かな心や健やかな体の育成のための指導

(j)~志望~. .悶鈴をはじめとする言語に潔する
総力の緩機{略Jf快挙・技会鍵告然，環境と関

わる中で、にれらとともに生きる自分への
自僑をもたせる必婆

特別支援栢談員をしてい"9問中です。よ

ろしくお霊異いします。

私は今日は、教科書を保療するととの滋味

と、マルチメディァ教科書を広める提童話につ

いてお穏なしたいた慾いますむ

社会の大ぎな変化守主幹カ繊の転換という ζ

tこが言われています。学校だけの学潔から主主

液学留へつながる学習の重重視、ぞれからf求。級

としての一斉の学びから偲として学ぶ主

体へのさ霊綴です。つまり豊かな社会参加そし

ていくために5佐渡学び続けられる学力という

のが君主夜求められている学力怒です。 OECD

の PISA諦賓というのが 2000年から始まった

のを閣かれたととがあると潔い5置すが、その

理念とも共通しています。むしろその影饗を

受けていると言った方がいし、かもしれせん。

関車窓解決能力というのも、聞かれる曾薬だと

恕いE較す。

今年度から小学校の教科書警が改訂になり

ました。中学校は来年殿、との4尽から新し

い学習指導要領に主基づいた教科警警になり、沼

下デイジー教科書を作っていただいているか

と5まいます。学習指導要領の改訂では、

ぎる力、悪事するに問題解決能力という乙と

ですね、その理主念の共著喜とか、それから基礎

“ 79 幽
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握読みが昔手だとどうなるか

・メモが読みにくいので記憶に頼らなけれlまならない
→忘れる

・本が続めない。読みが苦痛一歩本が締いう知臓が入
らない

・言葉の意味理解が広がらない→桔棄が増えない

能力や意欲があるのに学習が遅れがち

→学習の評価が大きい学校生活で自尊感情が下が
る

臨海低下

読みが苦手な子どもたちの中に

I 
おとなしいといわれるけど日 ぷお哩と
自信がない→自尊が下がる d訟五議初
学習が遅れる今黙って揖業をやり過ごす 『、遺〆
学習の時聞は手の運動の時間になる

眠ったふり"黙って過ごす
反抗して過ごす
不登校になる今持っている力が発揮されない

教科書は大切!

1教科書で学ぶ 基礎基本の学力保障

E系統的・段階的

網羅され吟味され正しい日本語で表現されて

いる

3教科書の学習のカカf評価の基準

的、基本的な知識、技能の習得、そして、学

習意欲の向上や学習習慣の確立、豊かな心、

健やかな体の育成のための指導の充実という

ことをあげ、画面の下の方lこ書いてあります

が、「ともに生きる自分への自信を持たせる必

要」というととを言っています。

今、挙げてきた話、自分に自信を持たせる

必要とか、基礎的な力、生きる力というとこ

ろで、読みの難しい子どもがどうなっている

かというのが気になります。

読みが苦手だとどうなるかと言われたら、

文字が読みにくいので記憶に頼らなければな

りません。読みがうまくいかないと、本が嫌

いになります。すると知識が入りません。言

語の理解が広がらないと語藁も増えにくいと

いうことになります。読みの苦手が、そとか

ら学習の遅れになり、そうすると自尊感情も

下がってきます。

私は中学校に勤めていましたが、読みが

苦手なことが発端だったのではと思われる子

どもたちが浮かびます。おとなしいというプ

ラス評価に一見見られますけれども、実は自

信がなくて自尊感情が下がっている生徒。学

習が遅れてきますので、黙って授業をやり越

します。教室で当てられでも、わからなくて

黙っていたら、「じゃ、次」というととになり

そのまま過ごしていくわけです。あるいは学

習の時聞は黒板を写すだけの手の運動だけに

なっている子どもたちがいました。眠ったふ

りをしている子、反抗している子、不登校に

- 80 -
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マ)~7メディアデイジー教科書を広めるため | 

母

その1

| ・学絞‘先生子どもたちが出会う機会を

なっている子どもたちのやに、本当は読みの

難しざから、議欲b'出せず、持っているカb'

発織されない子どもたちがいたのではなかっ

たかと惑われ笈す。

一方、教科書は大切という怒をします。先

ほど、街導要領の改訂で護基本・基礎の重重視と

いうととが挙げられていると曾いましたの教

科害警は、基縫・ 3基本の学力銀獲の?とめのもの

です。系統的で段~量的で、、網羅され、吟味され、

しい日本穏で、表現されていますのずいぶん

お金もかかってい繁す。また、日本では教科

./fネJj，ヂィス力ツション

書の学i潔の力が備の基準になっているとい

うととがあります。だから教科書をその子の

絞めるもので手渡してほしいと強く思います。

読みの慰霊量な子どもたちが、マルチメディ

アDAI日教科書と、小学校や中学校といった

基本の学カをつける時期にとそ出会う機会を

保障して欲しし、と霊まいます。

議みの苦手な子どもが、デイジ…でうまく

いくことがわかれば、ぞれによって学習を滋

めていったらいいと気づ、きます。号?とから

をしたりして、デイジーを使いこなす。そ

してそのうち、今Eヨも河村先生のとても楽し

みな誌がありましたが、自分で、作ってみて、

将来、イ土泰のま書類宅を読むのに、その形式で読

んでいく。デイジーがあれば僕はちっとも図

らない、いけるんだ、と街信をもっτ自立し

ていけるのではないかと恩われ家すQ つ

り、豊かな伊びの誘惑生活、生渡の学びとい

うことで考えたら、教科書のマルチメディア

DAISYを子どもたちに届けるというのは大変

意味のあるととだと怒います。

で、は、その教科書を広めるために擬漢をし

ていきたいと思います。

今日、たくさんの滋んだ現場の発表があり

ましたが、やはり学校や先生が理解を広めて

もらうととが大変大切だと思います。 E支ずは、

子どもたちの身近な学校関係者がマルチメ

ディア DAISY教科書芸に出会う機会が必要警です。
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先生の研修

-教善言望号車連会

時

一

眠、明欄思叩号~Fj;J~実主

党飾科牢書4平成21年3丹〉
餌gj章特怒宣桜散腎における教宵時憤報化

学習クラブー通級 z支援学級で
個別指導())場

今年、奈良デイジーの会にご協力者をお綴い

したのですが、教草署議委員会がマルチメディア

DAISY教科警についての研修をれました。

そのとき、初めて紛ったとか、それだったら

うちのあの子にも使いたいという先生方があ

り、問い合わせが来ました。今後、教室や授

業での活用場競報告が次々でると嬉しい.!::J望ま

います。先生方の研究会や研修会後持ってほ

しい。デイジーを使って、そして伝えるとい

うことをやっていただぎたいのです。教2震で

緩みのつEまずきのある子どもたちが使う、あ

るいは偲別の指導の持誌で、ディジ一教科書喜を

使っていく。そしてそれがどんな貌みの子に、

どのような使い方守どう変化した訟という報

告なちしていただきたいと思います。

2つ自は*入・保護者の斉です。今呂

、山中'ðんが綴~してください"*したけれ

ども、やはり実際に使っているそ子どもた

ちの簡を屈けていただくととが望まれま

す。どんなケースのときに、どんな使い

15がで、きるかというのがわか、れば、じゃ、

その2

~主人・保護苦言の声

認
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輔バネJレヂイスカッション

その3

-デイジ…閣議喜から

議L
園孟 j 

のr:tで、ラエイジーで鋭みの魚怒稼i演が

あり、またさを体も読めるので理解が進み、

く重量欲が保持できたというお子さんがいらっ

しゃいました。それからζれとは別の話にな

りますが、たつのミfl予は、子ども自身がヂイ

ジーを製作するというととで、U.Jやさんが子

どもたちに教えたりしていらっしゃるそうで

す。自分の教材唱を自分で作ったり、年下の子

に{ヤコてあげようかということができるとい

使ってみようという大きな第一歩になるん うのは、とてもステキなととだと思います。

じゃないカ、なと添います。

3つ殴に DAISY図書からというととでお話

ししたいと思い茨す。今日、会場の望者ざんに

はマルチメディア DAISY教科書も作っている

けど、デイジー図蓄を{やっていらっしゃると

いう方、ぞれ力、ら凶事務館関係のもいらっしゃ

るんじゃないかなと緩うんです。

実は今呂、?とつの子の山中ざんの認があり

ましたが、読み喜善きの2苦手な小・中学生が、

マルチメディア DAISY路畿で本を緩んで、競

警警感想文を警警く講座を去年、今年とやらせて

いただき家したc

また、今年、調布ヂイジーがひAISY読幾会

の試みを;!れて、ぞれに参加工Tせていただく

ととができましたり DAISYで「主義殺をはいた猶」

を読んで、その後、 iPad、iPhoneの操作のま誇習、

さらにひAISYで好きな本竜安読んで、滋んだ本

を紹介発表するというものでした。ぞれを見

で感動したんですけど、大きな溜閣をみんな

で見る、つまり、向じ:$;を読んで、交流ができ

るというのは、とても楽しいごとだというと

とです〈ぞれから、操作に慣れるというとと

もとても大事なととです。
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》0102011

'緩み著書舎のを若手な小中学生E(9人・ 13人}

マ}~ヂメディアデイジー際事撃での援護
一接続轡!部総)l:(皇室みの最長緩から書く童話覇空 保

縛}

| ・子ども治会3在宅綬伶

L ……  

諮布デイジーの試み

‘2012・1・22
障 ヂィジ一言発幾重量実施
デイジーでr~義靴をはいた機jを読む

ヨ幾悠段盤量豊
倶デイジ-で好きな本を読み、議選んだ本を紹

介発議する 増

ルチメディアデイジーの続審会

| ・大きいj磁留で複数で気られる

民じ料読んで、酬ができる ; 

室長f¥iζt護れよゑ | 

繍教室でI;j:f'黙ってその家主主こニとがすんでいる子

との読幾会の発表の取り総みで感じたのは、

教室で、は黙って、事が灘んでいく子どもたち

にも、乙 ζでみんなに闘いてもらえるよとい

う安心できる場とか、 LL.が気に入ったよ

いう一文を言って、みんなと、あおそうかな

どと交流できる織があるのはいいなと思った

之とでした。 ま?と、その折、調布デイジーに

いらしていた子どもなんのお母さんが、 fマル

メディア DAISY教科獲を使いたいとj思いま

す、I'fiし込みはどうしたらいいですiJ'Jとおっ

しゃってい荻したc つ絞り、本から教科書に

関心がいくという双方向もあるかなみ思いま

す。

最後に、今後、善事僚もデイジ一利用と総わ

ると患い2ます。日本語能力検定試験というの

は、実は日;;$:言語を母鐙議としない人たちの検

宝畿で、すが、とごとでは読み上げソフトとかスロー

テ…ブとかの導入がざれているという乙と

すQ ぞれから 2000年iJ'ら絡まった PISA調資

ですが、 200号華料とは電子テキストを用いた読

書写譲重まが行われています。 tどれらも、生涯学

欝という、いろんな務殺を絞り入れてやって

いくというゆで、警警t:r!按テキストを読んでい

くというごとが出てをているようです。とう

いう変化は、とれから私たちが読みが苦手な

子どもたちのテストを作ったり、そういう

ストヰをしてもらおうというごとに、とても明

るい未来があるような気がします。つまりヂ

イジー絞のテストの可能性です。実際、奈良

デイジ…がデイジ…版テスト老若作られて、利

用している児童の効然は出ています。主事校入

側 84-



B;l同霊能力検定試験・。正CD"テスト

繍 fヨ本務総3むを童)E試験

緩みよげソフトの導入 h配j意(試験時罪悪G)~霊
長，スロー子ブ〉

“2009年度PISA議後

電子テキスト寄続いた主義解綴笈も実施され
ている

PISA調査i土、緩や望号との総選も
.テスト高校入総湖大学入総

警暴 ヵ、っこし、L、

-見えにくいので霊長銭安後う

-読みにくいのでマルチメディアヂイジーを使う

かっこいいおしゃれなめがね，コン11?トレン

川吋 闘

。c。考えること

働ーから個への教務

生涯学習(閉鎖解記長最善カ}

教科書と本との双1Jからの広がりが必要

よ話予在る人会，{::B3長るとよ二ろからマルチメディアデイ
ジー数殺害警の発信を!

鵬パネルディスカッション

試、大学入試の警告i窓際害警の配慮事壌がです

した。 まだEどだですが、関心は向いて来てい

ます。今後、緩みの難しい子どもたちに対し

ての、デイジ…化のテストなど、 PISA調査の

動向などなもとにして侭力、海えていけるので

はないかなと思います。

見えにくいのでメガヰえそ穫うように、読み

にくいの守マルチメディア DAISYを使うとか、

かっこいいオシャレなメガネやコンタクトレ

ンズが、 iPhoれをや iPad'e代わるものにならな

いかなと思います。読みの苦手な子どもたち

がそういう機器を自在に{使いこなすことでも、

街毒事はまろがってくるでしょう。

画ーから綴への教育・生涯学習ということ

からも、教科緩や本などいろんなところか

の広がりが必要をだと思います。できる人が、

できるところからマルチメディア DAISY教科

畿の若者僚をしていえといいでしょう。私も、

鰐ができるかなと思いながら潟わっていきた

いと怒います。ありがとうとございましたc
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DAISY教科審とともに多様君主学欝メディアの提供を

野口武憾 (専修大学文学部准教授〉
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トーに・DAISY数料議撃事普及{の必事毒性
| 坊豪華務教育言養学絞はもちろん、潟等学校ゃ ; 

大学においても

φ必事喜なのは数料著書だけではない | 

司教科穫だけで綴緩や学びが完結するわけ
ではない
埠学習壁に話盗事喜なメディア1;):多機

@諸島絡な学習メディアとは

時閣望書、学習参考畿、室電車ヰ集、古事典・事典類
など

Z今学望書綴議事要僚の号mによって学校襲警察豊富
夜遅義繁華Jfの活用場関の鉱大

・読みlニ悶難のある二子どもたちの学習安
保障するには、教秘書撃と雨時に、~れら
多様な宅辞意まメディアを畿虫食益2丞で緩{殺
していくことが索要

よろしくお願いしEます。とれまで、の誌のや

にもあり荻したように、 DAISY教科著書の普及

の必要性は苦言うまで毛》ないととです。そして、

商校あるいは大学でもマルチメディア DAISY

数料蓄をどう縫供していくのかというごとが、

非常に大きな謀総だろうと総じています。

特に大学においては、高校段i務Eまでのよう

に文科翁の検定済み教科書が弱るわけではあ

りませんので¥各授議と?と、あるいはそ号教員

ごとに使っているテキストは異なるわけです。

そういったものをどう援供していくか、非常

に大そすな課題だろうと感じています。

もう一つ重姿なのは、特に学校段階がよが

ればよがっていくほど必要になってくるのは

教科書言だけではないというととなんです。教

科書言だけで授業や学びというのが完結するわ

けでありませんので、学ひーによ必主主なメディア

というのは言葉に多様になってきていますの

ではどういったものが必褒かといえば、ぞ

れは教科議以外のものはすべてというととに

なるわけです。本であるとか参考著書で、あると

か資料象であるとか首事典類など、ごういった

るのになるわけです。
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2.学習指導要領の改訂と「言語活動」

の充実

@学習指導要領が改訂され亡

司小・中学校では2008年3月、高監特別支援
学校では2009年3月に改訂
司新たに『言語活動jの充実が盛り込まれる.r言語活動」の充実

司小学校への外国語活動の導入

=今各教科・領域における学校図書館の活用

など

@学校図書館の活用

司『学校図書館を計画的に利用しその機能の
活用を図り、生徒(児童)の主体的、意欲的な
学習活動や読書活動を充実することJ(r学習
指導要領」総則)

司新しい教科書に登場する学校図書館活用

先ほどの田中さんの話にもありましたよう

に、学習指導要領が変わって学力観というも

のが転換していく中で、学びのスタイルとい

うものも、探求的な学びであるとか問題解決

的な学びというものが広く導入されようとし

ているわけです。そういった中で学校にあっ

ては、上に挙げたような本や資料集、辞典類

というのは学校の図書館の中で所蔵していて、

そういったもので調べてみようといったよう

な使い方が非常に広がっていこうとしている

状況にあります。

読みに困難のある子どもたちの学びを保障

していくためには、まずは読める教科書があ

-パネルディスカッション

「
小学校の一例

.M社固.B!-2年生きみたちは、「圃書館たんていだん」

町 3年生本で嗣ベて、 lまうこくしよう

出百科事典、図鑑の活用

.T杜盆全・5年生宇宙由進め方つかむ調べるまとめ

るいかす

出鯛ベ方として、地図幅、図書館、インター

ネットなど

‘G社里担・5年生図書館やインタ才、ットで調べよう

※司書、パソコンなどを取り上げている

中学校の一例
.M社圏直・1年生本と出会う[図書館・鞭書】

謀本由見つけ方=探L方図書館町，舌用な

ど

.8社量蓋・ 1年生事物からの情報収集

※図書、雑誌、新聞、ウェブベ一口、図鑑

白書など

.K社園宣銅2年生学習の手引吉みちしるべ

※図書館やインタ ネットの情報の活用

ることはもちろんなんですけれども、やはり

同時に考えていかなければいけないのが、こ

ういった多様な学びを支えるメディアという

ものを読める方式でどう提供していくかとい

うことになってくるだろうと思います。

学習指導要領の改訂の話は先ほどもありま

したので簡単に触れますけれども、特に学力

観を転換していくこととともに、今回の柱と

して言語活動が非常に重視されているという

ことです。

なかでも学校図書館の活用ということが言

われています。学校図書館を計画的に利用し、
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L」」」一~Ji.ム\\Ji.!長バ!一岬…ど胤山郎山も似机ω!に同こ花と刊
5図室喜誉書室鎗宮iはま陽・町

時 f量産めない・読み難い本jが殺るゆ絞図書警
豊富
坤緩みに困難のある子どもにとって、寄せ約の
大安い続著書環境、学習環境

その機能の活用を留り、生徒・児童撃のi主体的、

殺欲的な学習活動や読望書活動必然災ずること念

とういった学習指導要領の改訂に対応して新

しい数科署警のゆでも図書館の資料を使い

しよう、閣議費留の本などを活用していきましよ

うというような記述が、とれまでになく見ら

れるようになってきていまサ。

ただ、とういった影で数料畿で閣議館後使

いましょう、図書館の多様な資料母使いE較しよ

うみ1寄っても、読みに困難のある子どもたち

にとって、図書警護ってどういう場所なんだろ

うと考えてみると、務めない本あるいは務み

にくい*1J¥滋んでいる場所、禽い方を変えて

みると、議みにI!I難のある子どもたちにとっ

ては非常に制約の大きい環綴?と、と

うと患います。

るだろ

ですか、ら、読める環境を学校の中に作って

いくというごとが必要?とろうと忍います。今

日のζれまでの綴i去のやでは、授業作りとい

うか、授業のゆでのいろいろな指導が紹介さ

れましたけれども、もう…つ、学校の環境と

3.絞める潔墳を学校i二重1)る

φ読み!こ滋襲撃のある二子どもたちが謹企益
還鐘を学校のなかに搭!J~必婆
=今学校図書蓄豊富にDAISYなど絞め4~1iJ支で作
られたメディアヘ吋前日機器告の幾奇襲
時 2010年1，EJの著作権法改正施行によって
緩みに餓雑のある子どものために、長持i縫する
童話料等を務作権者に無許諾で言葉める方式!こ
毛筆製可能に

して読める環境後どう作っていくかというと

とも同時に考えていかないよいけないのでは

ないかと思います。

そのーっとして、学校の図著書館という

にひAISYなど読める方式で作られたメディア

や情事塁機怒といったものを盤備していくとい

うことが方法として考えられるのではないか

と患います。

先ほどの事例報告のゆで奈良の先生がDAISY

:コ ナーを教室に設けているという紹介があ

り絞したけれども、ぜひそういったものそ

校図書撃館、協護撃の中に設けて、どの学年、

学級のそ子どもた色弟1mできるような環境を

提供していくというのも一つの方法として考

えられるのではないかなと添い;;):;90

事審作権法が変わったとともあり Eまして、読

みに関襲撃のある子どもたちのためには、学校

図害警綴においては所蔵する資料などを著作権

者に無許識で絞める方式に複製して提供して

いくという ζ とが湾総になりました。乙の法
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.どう空襲備するのかけ):1人jの問題
司百1著書教諭はほぼ100%兼任。学絞苦司言書|ま
E主t:50号H..lょの学校で来事己霊童

円 012若手渡、学校積書記置費が初めて士患だ
交付霊長季語義愛されることにM・・約150{意例外、
学校!こ豹9，800入、中学校に約4，500人分〉

'各土忠告義のなかに3紅型車室主主ilの級事譲
11:;を

改正暗号ぜ、ひ有効に生かす形で何か取り組みが

でぎないだろうかと考えます。

ただそうは雲ぎってもどう整備していくのか、

を考えると、謙譲患はたくざんあります。まず、

人の宿題です。学校食休での理解と協力とい

うのは前提の話ですけれども、そのよで、と

いうととですが、学校図幾重喜に濁しで言うと、

臼ヨドの公立の学校は小学校生3中学校も高校も

特別3!1:f.援学校も笥毒事室言語を 12学級以ょの銭楼

の学校には緩くことになっていますが、ほぼ

すべてが談後で、す。つまり、クラス怨任、授

業担当をしながら総当しているということで

して、図書館のきま備に十分時穏を裂けない状

況がおりますc

:Hc、学校司書といって、幾分的には毒事務

戦負扱いの7きが多いんですけれども、とれを

号室いている繁絞は全国的には小・中学校では

50%程度という状況で、まだ半分の学校には

震かれていなし、という状況があります。ただ、

ちょっと明るい状況として、来年度、留が初

めで学校奇書の酉日霞空費者そ機意察することになり

Eました。約 150億円というととで、小学校に

-パネルヂイスカッション

.どうき饗備するのか(2): r予算JO)閉鎖
坤 2012Jj'.躍をもf住民生活iこ光をそそぐ議講義I
交付金、i智義員総主義(350主意向}

俳学校E襲撃事緩め泌宮警務儀、公共図書館の
DAISY:i控室産{織に務F需のケースも(2010年

度'2011年変)

歩学校長室主霊童書の皇室めゐ燦燦づくりへの活用
E寄書き性

ヲ，800人分、中学校に 4，500人分です。しかし、

地方交付税なので交付会れた自治体がとれそ

実際に学校司著書叡襲撃に役立てるかどうかとい

うとiごろが非常に援護室になってをます。

ざらに震えば、司言書教論、学校潟議だけで

わAISYきをき華僑してい乙うと雪つでも然環です

ので、やはり専門的なボランティア変地域の

やでどう苦手てていくかというととも非常に大

きいだろうと思いE置す。

それから予算の潟認で、すけれども、来年度

も、光交付金が継続されるごとになりました。

しかも緩績という乙とです。とれをtぜf

E駁雪警澄喜童慾雲の華磯霊境作り』に亡生かしでい4りけjす，之な主しい、1ださろう

カか、と窓いE荻主tすr。実際;ζ学校E窓会館の関議襲撃菱備

であるとか、公共閣議録の DAISY室の軍基備に

使っているケースもとれまでにありましたの

で、 とれを学校E盟主霊童書ののAISY環境作り、重整

備にうまく活用できないで、しょうかの

制器苦肉



嗣パネJレディス力ツション

@どう豊富備するのかく3):r護憲番号jの問題

時劉望書量官協力cネットワーうi:tfどう滋潟するか

'公共闘著書餓のn滞緩者サービスj

ゐ綴重量密襲撃幸司哲1管総援{共施設〈点字詰重書舘}

""tビヱ(hllp:1l附vw.sapia.or.jp)

b寺寺lJlJ支援学校の図書館

'学校図書締支操セン')1-
司ただし、地域によるj鼠度談、子どもi誘iすの')1
イトJIAJ)少なさなどの閥紹も

φ昔整機iこf均iすで奇 f働きかけ」がキーワー
ド

司黙っていては整銭iま進まない

惨読みに密媛のある人たちの符夜とその対

応の必要性を知らない人たちが*t~'M:!.多
L、
惨学校の管磯町議、害致後fすま堂、蓄量重量毒事の関係
自省方自羽への験機的主主織をかけ望号

@議委バリアフリー法草IJ震を潟f脅す務委
帯主室主主語表のj活字文化機意義によるr~撃事審議及び
E憲議事事?の議後踏襲布留の日l1:t審iこ関するま去争奪{霊安
芸蓄パリアフ')…法)J併IJ~世隠織す童話をき

時隊法雲撃でi久際や地方公共矧{本iこ学校露軍
事撃金書密会主;fn童書讐際軍害者等のための読書E華
t章改善警鈴澄j策定や必要な財政上の精霊童等
を主盛り込む

そして 3つ目としては連携の問慾です。

から DAISYを作っていくだけでは乞ちろん難

しいですので、どうネットワーク者安全かして

いくかというとどです。サピえという誌も今

日の滋のやで、出て'i!'ましたけれど色、そういつ

ものなどもうまく活用していきながら提供

していけないだろうかと思います。ただ、地

域による;大きな湿度差があります。

やはり、まだ淫解毒を示してくれる人が念体

的1:少ない、あるいはそ色そもとういう状況

を知らない人たちをみ若手くいる中で、特に学校

総係著者、教事言委員会、あるいは議員等への動

かけがき重重要になってくるのではないだろう

かと患います。

今後の展望の一つJごして、議室議バリアツリー

i去を制定しようという動ぞがありをEす。昨年

の夏、超党派の機関i議長自で、ある滋字文化議員

議室患のゆに、 Yリアフ 1)一法に関する小

というのができました3 実はその書官か

ら勤労があって、習会の議員会館で集会など

も聞かれていたんですけれども、少し霊設すが

具体化してきたかなというとと('す。
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留や地方公然溜偽;に学校図書宣言を含む読書

湾号葬者害事のための鋭機嫌燐E文章善計霞の策定、

あるいは財政Jニの措援護;などそ求める、そうい

うようなものにしていζ うというのがとの法

案の脅格として示されていEまず。 1と?であくま

でも~とういう動きがあるだけで\実際に

るかどうかはまだわかりません。その

笈礁でも、働きかけを強めていくというとと

が非常lζ君愛媛ではないだろうかど考えていま

す。以上ですc iEりがとうござ、い涼したG

制 91-
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ご静聴ありがとうござい設した

く文献〉

話事お霊霊祭事露著?一人むとりの読書を支える学校E話番書室
号事如i貰f護教務から昆えて〈品二-;てとサポート』正義警主主等

書岳協定手

参争 t芳主義アヂジタ)v教科書と読みの困難な子どもたちへ

め:li:1語、著4無線記長改革と教科書デジタルtによる学晋支

援母可後後1自第LD域会報告斑料。 201号室事
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マルチメディア DAISY図書製作の負担軽減には?

神山 ↑専 (青森公立大学 経営経済学部 教授)

開 Lムムムー-r… …ωm……則一一一昨畑山幅一風川崎抑制向山知町一…一…一…ωFザー

マルチメディアDAISY図書製作の

負担軽減には?

青森公立大学経首経済学部神山博

干030回 0845青森市合子沢山崎153-4

kam iyama@nebuta.ac.jp 

乙んにちは。青森公立大学の神山です。先

ほどの 3人の方と違って、私は製作する立場

からお話ししたいと思います。コーディネー

ターの方から、まず、最初に言いたいととを

言うようにとのととなので、二つお話ししま

す。

一つ目は、私は製作する立場でとの 2年間

やってきたのですが、最初に教科書を聞いて

驚いたんですね。非常にバラエティーに富ん

でいる。色のついたカラー稿が多いというの

はともかく、どとから読んだらいいのか分か

らない。それにまず驚いたんです。コラムが

あり、四角囲みがある。どれを先lこ読んだら

いいのかわからないというところで困った。

因ったというのは DAISY図書化するときに

困ったんです。ですから第一番目の主張とし

ては、 DAISY以前の問題で、紙の教科書のレ

み五時".，:9'..u.;.~t.-p

-製作者の負担増大
ー需要の増大、ニーズの多様化

~製作者数・スキルの不足、ソフトウェアの機能制限

・編集作業での手作業を極力省略→負担軽減
ー手順書の作成、半自動化ツールの開発

ーツール利用を前提とした製作者養成

イアウトをもっとシンプルにしてほしい。

れが私の一番目の主張です。

τ， 
ιー

二番目は、乙れからお配りした資料に書い

てあるととをお話しするわけです吋れども、

利用者の二一ズがだんだん増えている。とと

ろが製作ボランティアはなかなか増えない。

一昨年は 6~7 問、製作者の養成講習会をや

りました。去年で 4~5 回、今年は来週 2 回

やる予定です。そういったととを踏まえてお

話ししますと、とにかく製作ボランティアが

足りない。私は青森県で製作者も増やしたい

し、利用者も増やしたいと思っていますが、

製作者を増やすととろでなかなか思うように

いかない。何が思うようにいかないのかとい

うと、やはり養成に時間がかかるんです。使

う人はこれからどんどん増えていくでしょう

けれども、その需要を満たすための製作者の
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不足。それから、今使われている製作のため

のソフトウェアは侭緩類かありますけれども、

完全に無料でイ使えるものというのは限られて

います。先ほどもお話があり荻したけど、十

数年の怒受さがあるソフトウェアですので、今

の綴互設から考えると機能的に不十分だという

のも否めないわけです。それを補うためには、

製作者のスキルが必襲撃になってくるわけです

けれども、ぞれ考溝?とすような製作者養成講

座を作ろうと思うとなかなか難しいととろが

ある。ということで、議成務は欄えるけれど

もスキルのある養成者はなかなか機えてとな

し、G

ではどうすればいいか。需要は増えている

けれども、イ乍る側はもっと楽になりたい。こ

れが二番目の主強です。 今おお濁りした資料

は、その二番目の主張にしたがって用意して

あります。

結論者を先に言言ってしまいますと、犠力、

を抜ぎたい。主義に作れるようにしたいんです。

その一つの方φ法として、手作業を極力省絡し

たり、そのための製作衡の餐成のカリキュラ

ム告さなものを作りましたc 意義初の主張の中で、

教科畿のフォーマットカミバラヱディ…にとん

でいるどお話ししましたが、不必警警な檎i創立

非現潔に作らなくでいいんですよね。!烏費量、生

徒;!んが教科署警にアクセスできて、その中身

輔パネルディスカッション

を緩解するたいうのが言語きで、1すから、何もそ

れほど畿懇でない矯i設は作る必要がないの

いうととで機力、事葬式を統ーしてシンプルに

したい。そのシンブjじにしたものを前提にし

て製作の手11震護者去作成する。そのそドi願書1<::従っ

た半忠動化ツー11/を作ってみたというのが、

今日のお話です。

今、 }Jyf，除しているのが、 Sigtunaというソ

フトウェア校中心に使って DAISY図議後作る

手績です。ミド11隠の段階は 1緩から 12番まであ

ります。登場するソフトの委主は、メモ帳も含

めて7種類あります。 ζりに焼くととまでを入

れると 7種類。 7つのソフトをとっかえひっ

かえ使いながら、ある時は HTMしのタ夕、の中

見ながらやらなくちゃいけないんです。

しかしパソコンの初心者は、この%τMLのタ

グをyf，た総辞討に…歩引きたくなるわけですの

ですからとの村TMLタグの慾分は極力ブラッ

クボックス化して、綴ブJJ毛ないで済むような

編集作業をしたいんです。との手Ii慢の中でそ

の作業が必要になるのは、伊IJ，;えば「ソフト日

夜使って必婆なタグを挿入するとか、とのヘッ

ダ…線分をき差し瞥えるとか、そういった作業

がありEますが、ぞれをブラックボックスfとす

る。僚主菱ゾフトきを起動しなくても、結局はa

重誌で起動9"るんですけれども、タグを意識し

なくて済みまサ。
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…-U'Nl a只 叩 出 向精 O叩一

0・
;t;..財団"-始W得.調~~:U;f-' :z豆忌J

一一言明主豆歪ミさ至宝E 旺豆主主註[E歪口

一芳繋全日判所特別
刷守....，t~日

仁、干高:iFJ

喜翼線t霊行1=合わ材て>fl事ン#押す
吋I!TML世グの繍喜章作員長費量まらせる ε 

ζの認のようなインターフェイスですね。

実際は必要なソフトb'裏で動くわけですが、

その衣としてこういったものを使う。よか、ら

I!頃にボタンさをクリックしていけば作業が終y

するkいうような、ガイドラインヰを兼ねたソ

フトです。 じこの中では、{りも昔十事事者をしていな

い。他のソフトぎを総務;ずるだけの非常にシン

プルなものなんですけれども、乙れを使って、

き壁際lζ講習を受付て、 1ページほどの DAISY

図書をを 2つ3つほど作った入、製作の初心

者に、ある!除去をのサンブル考作ってもらって、

どれくらい時閣がかかったのかを針ったのが

次の闘です。さと[:gHま燃にツーIvを使うことな

く製作してもらったもの。お燃はとのツール

を使って作ってもらったらのです。棒グラフ

1つのiゃにヨつの要素がありますが、これは

3入というごとです。 1回呂、 2毘問、 3回目。

異なるページを 1ページ呂、 2ページ段、 3

ページf](ごいうふうに作ってもらい恋した。

匝二五通画区二)
つ川町蘇持獲五ラヲE

1<"宮下一一円高〔 ウボッウス1~したい
竺i後滅玄同占学順4，7，州重量E紛 争
川 タ嚇総務範 1)ックlこ意電器換え

h1正謀議議f翌主 ~保対応の告側畑作
…t.精工主総ろおおお一一 重齢者ウ1)ッって干

_..1...:..1....出塁金持続略発 刊一一一 J 

主主長
iG繍 強錆日盈二つ

必い，91.1;仏o'""争惨

初心者3人の、従来手際での製作雲寺算書(家法、

手作業を省略した場合の製作詩襲警{毛主)(1)上む験。

初心者でも製作時間が学分1::綴審議し、務総もE料、。

とれを作ってもらって、だんだん慣れてく

るんですね。慣れてきたことで蒋濁短縮にな

りますけれども、従来の方法でやったものt

簡単なツールを使ったもの、半分まではいか

ないですけどかなり製作時間が緩くなりEます。

そういう総長誌になりました。
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講習をする際にとのツールを取り入れて、

とのツールを使う ζ ときを苦言援にした講轡にす

ると、講習会;こ震やす袴織も惣くなるの習熟

もE手く、実際の草製作器専問も短くて済むと。そ

ういう結果が得られたというお話です。

ときちになりますけれども、実襲撃にそのそド

微労使ってみると製作時間が短縮する。潔熟

する時間も短くなります。

先ほどの潟村完全のお認にもありましたの

れども、新しいツ…Jlヘソフトウェアを使う

とやはり裁々は災になるわけです。ですから

その新しい使いやすいソフトウヱアの議場を、

くして待っています。それまでの聞は、

やはりとうした方法で負担を少なくしていく

しかないかなと思います。 以上です。

語パネルディスカッション

まとめ
aふ<W'#u込品品"".

.~富豪製作(1)手作終後一綿翁聖書する率fJ)効果検証
呼重要惨事寺務が綴綴

一事耳>L'畿でも、ま草郡寺側で官軍需島で寄る可能性

'DA1SY議議議事へのニニ…ズr;t，今後ますます媛大
側警護す学3主主義ツー}~、 i車苦言力')牛ュラムで製作者舎を鍛え、堅幹
撃事機波紋畿のー効となることを期待

・今後(1)!i重姿
--t草加のふーズiζ合わせたツールの開発

・緊緩みや色毒事など

白書式統一i二声~Itたガイドライン
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制パネJIIディスカッション

パネルテイスカッション

3写村・ 霊草間用紙の追加はまだあり Eとす

か? ある方がいらっしゃいましたらでる

だけ緩くスタッフに渡してください。あ絞り

鎚簡がなかったので、毒受初lζ議案闘係だけ共

有しておいた方がいいものから質問にお答え

したいと5まいます。

まず私に対する、 EPUB3の凶擦がパブリツ

シャーで開けるかというとと、もう一つ Tobi

という無料のソフトでは潟けないのかという

綴附です。私1予知るととろで、は、今現在は

だ開けないようですが、普段か開いた方い*ず

か? 何かちょっとやって Tobiで開いて使え

たという方、いましたら教えてくだざい。多分、

最終的にはひAISY4，こ対応し?と製作ツ…ルにな

るというのがロ…ドマップですので、 EPりお

から DAISY4のソ…スiとするというツーんは

で、きるはずです。貴重終的には To闘が、五PりB3

でおカしであれば、それに音声をシンクロ

きるようになる乙とを私は期待していますが、

まだそのアナウンスはないですね。

会場・ Tobiの緩終版が昨年 12見当主に出た

ので、私、 2月 10悶の一太郎の発売をe待って

いるんです。それが出たら EPUB3を作って

ストしようと思って綴っているところなので

ちょっよ伺いましたびありがとう e'ざいまし

た。

河村4ー そのZ更は、総ハi先生c商港先生に

ご質問です。 i鐙級't:DAISYを導入する際に、

他の子どもの税への説明はあったのですか?

あれば、どのように説明したのか、ざらに

殺の反応はありましたか? ということです。

i鼠級で DAISYを使うとをに、実際に使て〉

いるお子さんの場合には、親に説明している

と思うのですが、それ以外のお子さんに説場

はざれたのですか7どのように裁期し、それ

に対する他の子の親の反応はどうで、したか?

というのが銭関です。高津先生と細川先生へ

の質問ですが。

芝草議事. 学級すべての児童量に使う一斉の

諮の授多量の手立てとして考えていましたので、

特別に何か説明するようなととはありませんp

乙れ以前に子どもたちも何回か DAISYを使っ

た授業を受けていますので、':rどあたちは8

然!t:受け入れていEます。

細川・ 私は学級主主体で使いたいというと

となメインに考えてやってきたので¥まず子

どもたちに、 r~こんなんあるんやけど、見てみ

よかj という fごとでクラスの子どもたちには

絡めていきました。ぞれから、学級滋僑萩欝

いてるんですけれども、その中iこDAISYはご

んなものだよと。号?とにはもともとはま見党F薬

害警1f持つ?と方のためのデ、ジタル図書です、今

は文学者を読むのが難しい人でも使えるように
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なって替でいるんですというととを載せ合せ

てみらったり c あと保2護者向けには、授業参

観のときに DAISYさを使いますというの後先に

お知らせして、実際;ζ使ってみたりしましたさ

保護者の方からは、事きに反応はなかったの

ですが、多分使っている観察がすごく自然で、

対象のおそ子ざんの保護者の;おからは fすごく

量パネルヂイスカッション

効だというととが、非常に端的にいい実践が

明らかにれたと思うんですの少し議論で祷っ

ていただ管たいのは、残漆先生が少し蝕れて

おられたと思いますし、級)11先生も触れてお

られたかとJ思うんですが、最初に、との子力

必婆だというととがある程度わかって使い始

めた子のそばに、裂は本当は必要だけれども、

自然で、したj というととは禽っていただをま なかなかぞれが8分からも震えないし、わか

した。 らない予が滋んでいて、実線に使える環境が

潟村4島 ありがとうございました。あと、

事例報告の中で、 AMISのインスト…111'こ総限

があるという滋がありましたが、 AMISのllItlに

はどζでどうインストールずるという制限は

全くあり放せん。これが繁絞で、すと校内ネッ

トワ…クの制限ということなのかなと思うの

でずが。蓄基窮された15はそれで、よろしいです

か? どなたが襲警濁ざれたのか、名紛がない

のでわからないんですが。よろしいですね。

AMISに関する限り、ど乙でどのように使おう

と色、インスト…jレに制限というととはあり

ませんo tと?を¥仕様上、例えばWindows95だ

と使えないというととはありますが、ぞれ以

外の制限は特にと?27いE安全さんので、 e'湾問く

だ:ざい。

それではパッと答えられる質燃は、一応と

れで答え後共有したという Eごとにさせていた

だいて、今おの本題であり*ず、どういうふ

うにもっとりAISYの読める教科書を届けてい

くのかに議論者絞っていミすたいと患いますα

そのi擦に、今日ずっと確認されてきたのは、

とのように実践されるととういうととろが脊

あると、 iああ使ってみてよかったという子が

出てくる。まだまだ、本当は使った方がいし、

んだけど、そういう子たちが出会ってない慾

分があるのではないかというのが、今日の報

告告の中からも感じられましたし、とれEまでも

そういうととが苦言われていたと緩うんです。

ととろが)l:怒科学雀の方の、特に入試セン

ターの場合の偲慮事項に襲義務なんですけれど

也、これまで読むととが襲撃しい子に入試にお

いて配慮をするという中で、たとえばDAISY

な使ったらというのは、ほとんど教事著書芸災会

では考慮されていないし、入試センターでも

議論が表には出ていなし、と思うんです。その

一方で、学校ではいくつ力、の翼連践の中で、と

れはやはり必主要だと見えているし、端的に奈

良の務校の入試では代続必要だという俗言語宅を

した子が最終的には護者られてしまってい*90

非常に残念な状況が出ているわけです。

もう少し、実際にはまだ手が扇いていない

けど待っているそ子どもたちがとのようにいる

んだというととについて、なぜもっと広く溜

けなければいけないのかという辺りを、まず

議論していただきたいと思い*9c
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その点について、問中先生、いかがでしょ

うか?

問中・入試カ、らですけれども、入試とい

うのは公平とか平等でなt-}ればいけないと

われる。そういう<:e乞壁になっているので、

はと思うんです。つ絞り、ひょっtこしたら議

みの子に有利になっちゃったら平等ではなく

なるんじゃないかということです。ぞれとい

うのは検証する必要があって、確かに平等性

とか公平牲は禁事鏑するときにはすごく大奇襲で

す。だから、イ例えば同じようなテスト間員選考を

やってみて、読みに慰霊撃のない子はデイジー

でも紙ベースでも符じような成身誌で¥だけど

読みだけがミ苦手な子はとても大変く途うとさ

れたら、続みのととでその予は正しく評価さ

れていないということになります。ぞれから

磁持率なの必読みなのかの辺りで評価1夕方れる

といい。例えば‘数学の問題の務えが出せるか

というのと、さつをUJCやさんがおっしゃって

いましたけれども、読みを問うているのか、

それとも怒考を務いたいのかというととろが、

これから検証され、データとして出できたら、

平等な評俗、アコモデーションとして、デイ

ジーが認められると、私は、評価の点では患っ

ています。現時点では、とても、読みの?若手

どもたちに不利な評僚ですQ

河村・ ありがとうございました。パネリ

ストの方、今の点に闘して他にどうですか?

井よ・先ほど私が発楽したスライドのや

で¥韓国とEヨヰ立の佐翼県の潟;般の例を挙げま

した。 B*でのフューチャ…・スクールの認

は賞受近ややトーンダウンしていますが、

何年かわかりませんが、すべての児震にデジ

タル数字i警を導入するとしてい""9"事章ま認で

は2015年までにとしています。そのときに

は、みんなデジタル数料議を使うわけですの

どういうものになるかわかりませんが、伊jえ

~;J:' EPUB で作ったもので、アク1zシブJvP:~きち

んとしたデジタJレ教科書であれば、読みに困

難のある子が f発見される、されない」とい

う話は築象的に慰霊警にならなくなるはず。逆

にそうならなければいけない。

韓国のいろいろな情報が入ってくるのです

が、いろいろ気になるとtこがありまサ。私も

係人的に鍔聞が、セミナ…や大学の研究会な

どに入り込んでいろいろ言語ぎを鰯いてみました。

あちらの専門家、事選留の大学の先生に、務み

の回襲撃なぞ子ども遂に関して、 日立ドの事情と併

せて斡溺の事憶を聞いたのですが、「そうなの

ですか」と言われたのです。ですからあちら

ではあまり進んでないのかも知れないの毅患

では確かに点写教科事撃や爾の方への支援研

究iまされているようです。しfj、し発達陣緩や

その他で読みに関襲撃のある方については、払

自身ハングJv諮も読めませんので¥情報が少

ないの守浅くわからないのですり

佐賀燃の高校については 2013年度までに

阻布ということです。爽は来週依翌電機の先生

にお会いするととになっており、詳しい話を

総いてみたいた患っていをまず。新関記者畿では、

タブレッ卜裂と縫いてあり荻すね。 iPadなの
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かどうかわかりませんが。逆にパソアフルな なかなかとちらから{働きかけも術祭ないです

タ}v教科書になるかもしれませんよねα がの

このデジタ}v教税率撃ではコンテンツtこしてど

ういう作りにするつもりなのか。懲らく、今

年は多くの人が依爾猿詣になるのでしょうか、

先進祭という;ごとになるのでしょう。とうい

うアクセシピソディの閉鎖ぞきちんとクリア

して汲めているのかどうti、知りたいですね。

私としでは、当然ぞれきをやっでいると怨いた

いのですがコ

入試についでは私も高校で教えてい*ずし、

知り合いに滋宅学校で教えでいる著者がおります

ので、いろいろ騒いています。非F智Lζ大変です0

4例えば弱視のお子さんにはフォントサイズな

ど、一人ひとりの見え15にあわせて入試問緩

を作りますG

そういうととは滋然、配慮しなければなら

ないととです。芸撃するに入試問題そのちのに

アクセス出来ない状態にしていて、イ汚点取れ

たからという織にはなりませんので。公平性

を担保する必獲があると望書われでも、きちん

とアクセスの条件がそろった段1震でやっと公

平になるわけです。アク勺スができてからは

じめて公平かどうかという詩が始まると思い

*すむその辺はしっかりやるべきだと思って

います。

高校入誌では、教資委員会からの綴示で「部

慮しなさいjという項巨があるのです。しかし、

ほとんどは、例えば室長いすで、受験する生徒が

トイレな使えるようにとか、そういう配厳が

大議事分なのです。読み畿をに怒幾な生徒の闘

機はない。今までのととろ申し出がないので、

潟村・ ありがとうござもいました。他のパ

ネリストの方、ご意見どうですか?

野口・ 大学入試に関してですけれども、

私の勤務校で、ディスレクシアの生徒の受験

にどう記長霊しましようということが話し合わ

れたととはないように思います。受運委iζ理費し

で申しtちがみるのも、視覚障容など身徐滋害警

の人です。

先ほどの話のゆで大字における DAISY教科

害警に触れましたけれども、大学の授業におけ

る務委学生支綴というのも墓;本的に身体障害

の人中心なんでも90おそらく他の大学、そう

だと思いますT。発途i毒蓄の学生に対する支援

というのは、まだ多くの事室長選が主主識していな

いでサし、そういった宇慾は授業をしている

と必ず気になる学生っているんですけれども、

支援きましなきゃいけないという意識に笈でま

だ高まつでいないというのがおそらく現状だ
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ろうと怒いEます。

私の大学の場合、主基本的に学生自身が申し

ぬない限リ、隣誉学生受援の対象にはならな

いんで、す。つ"*り、教員側が気づいて也、

校Eまで、と違って大学というのは教員の側から

侭か~J農しようというのはなかなかしにくい

環境にある。それはも台ろん変えていかない

といけないけれど、現状はそういう状況です。

神山・ 入試潟皇室については二つ間緩があ

ると思います。一つは入試問題の作成主主言語。

先ほど点字の試験問題という滋がありました

けれども、悪平等なんですよね。真に公平性

を保つために鱈題も必婆iこ応じ'(変えていく

というととも必要なんですけれど毛主、学習滋

芸書についてはまだ議論が進んでいなし、。乙れ

が一つです。読みの跨霊震があるのに滋熊で濁

とえたらおかしいじゃないかという。その議

論するとと自体がおかしな滋で、悪平等の否

定者をしてもしょうがない言きです。公平な試験

をするためにはどうサるべきなのかという

論が必警護です。もう一つの間総として試験に

き至るまでの学校教育で、すねむ学校教務はまだ

紙の教科畿をベースとして教えていEます。乙

れかろ DAISYそ導入しましょう、ひょっとし

たら一斉授業で使えるようになるかもしれな

い、そういう段滋ですので、そちらの議議後

深めてから、試験晃司類の問題絞解決できるん

だろうと潔うんですが、そと宅Ei滋り越してい

きなり試験問題から始めるから状況が見えて

ζないんじゃない力、なと叙いますの

河村. 今、文科雀に合礎的配慮p:::書きする

つ…キンググループというものが、特別支援

教予警に関しではあるんです。ぞとでは普段の

試験と入試について議論しています。普段の

授業のゆでアクセスが保障されていないとと

について試験を行う場合は、記長撃しないとい

けないと誘っています。例えば視覚隣容で漢

字を見るととができない子どもに対して、漢

おで晃るCとによって初めて沼答可能な

潟綴考課すというのは不遜切であり、ぞれそ

漢字の学習をするのであれば、事普段からy:綴

の中でどういう主薬学だtごいうふうに教えてい

るとサれば、それを問うという波う形にする。

形式的に全く同じものぞ跨えばそれが平等だ

というのではないというのが、視覚織擦のケー

スでは議み慾ねられていると思うんです。と

とろが読みの閣議というのは、まだまだ堺校

現場では知られていなし、というととが一つ跨

題なんじゃないでしょうか。

それからもう…つ苦言えるのは、言語校入試は

中学でやっていた記長撃を参考にして配慮する

んだと緩いながら、今闘の奈良のケースは、

ゆ学でやっているのに潟校の教育委重量会は、
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ぞれきを褒定したわけで-90それは中学でやっ

ている総長撃きそ否定しているというととになる

のではないかと思うんです。 ではどうすれば

よかったのかというふうに、逆に私は否定し

た高校の方の教育委員会の見識を疑ってし渓

うんです。ただもう一方で¥お母tさんヌきと

していると、議ろまり無喫に入ったとしても、

今度は然環然環入ってとられたと宅学校のヌきが

思っている之、待合れるかわからないという

もあるわけで、すc しょうがないかう泣言語

に押されて入試だけは酪慮したけど、その後、

本気で配療をやってくれるのかという心配も

当然あると思うんです。

昔、大学でよくまるったのが、商学校の9記念

が点字受験を治まり込みで支援して点訳した

りするわけですけれども、ぞうやってパック

アッブして点家受験者を爽現しているわけです

が、その時に「入った後、初もしないけどい

いですか ?Jと大学が箆いている乙とが結構

あったんで、す。私が大学にいる頃ですけれど

も。あちとちの学生から、とそっと悲鳴が閣

とえてきたんですc 入っ?と後、何もしてくれ

ないんで、 Jこにかく闘っている、仰とかなら

ないか、と。なぜそうなっているかと綴くと、「入

減0)終の約講さなんでj と誘う。 fそれがあるの

で議沙汰にできなしリという大学生が現実に

いました。

今はそんなととがないととを期待していま

すが、やはり本人や家族Jごしては、考案受荒立

てて、何とか入つでも、その後ちゃんと

が{栄嫁されるのかという部分も手李総に3重姿な

になるのか、なた5患います。ですか

ら非字誌に綴tj¥潔い隠語草だと思います。

ーパネjレディスおッション

<9'*で¥優れた実践があるんですけれども、

それ以外にも本当に必要とする子たちがもの

すごくたくさんいるんだという乙とそ私た努

は怨像するんですが、なかなか数では、文科

翁なんかは、パ考人いるんだ、エビデンスそ出

せJとかEぎってくるわけでサ。だけど、そう

いう子どもたちが診断を適切に受けるチャン

スはなかな力、ないわけですし、診断を受けら

れるととろがあったとしても、受けるまでに

何年もかかるというケースすらあるわけです。

ですから、そういう効5震があるんだ、というな

と考私たちは擁認がでを?とと思うんですけど

も、もう…っそれぞ広げていく為には、もう

ちょっと越えなゃならない社会的な壁と言

いと支すか、社会全体が認穣をする、そとをも

う少しキャンペーンなどをやって高めていか

ないといけないと思うのですが、その辺りの

進め方について。私たちはただ教科察を作っ

て媛ければいいというととではなくて、もう

ちょっとおのc:ともやらなすゃいけないc 環

境づくりもやらな公ゃいけない。そのことに

ついて慾免疫もう少しいただきたいとj患いま

すがどうでしょう? 会場の方も、何b'とつ意

見をいただけたら。

赤瀬・読みについてのスクリーニングっ

てすごく襲撃しいと思うのです。ただ私は 1

生、 2年金、今年淡の秋 11月明にあったのは、

2 テストをしましたの

うちの宅学校はヰクラス、 1年生の音鎖性の髪、

糠写、 2年生も同じ、カタカナ、ひらがな、

漢字の聴写と、そして書き写し、文章のもの

を2白書き写す。それは高槻市のを土台にやっ
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ているんですけれども、読み書きテストをし

ました。やっぱりそのとをに独特な議き方を

するのです。読み醤t雪隠警警の=rというのは。

だからそれがある子については例入か潤談を

したり、その後、検査に結びつけたりしてい

獲す。

すごく大務だなと思うのは、 1年、 2年と

いうのは赤字常に読みの方法見っかりにくいの

です。むしろ傑綴著者のフきが気がつきまする低

学年では、行関も分かち議撃をになってるし、

文そのもの少なし、です。 例えば何回も何回も、

語訳で 10自とか 20回とか練溜していたら、主主

えていて学校の中では結構それなり

めます。だから買意外と担任の先集は気がつか

ないのです。むしろ保護者のフうがよく気がつ

く。なんで、こんなに綴めないのかとか、なん

で乙んなに嫌がるんだ、ろうとか。なかなか学

校の中で 1、2年のときに兇つけるのは難し

いt.思います。

でも害警きの方は一斉にスクリーニングした

とすに独特の望書き方をしている子どもか1いる

ようにおもいますG 漢字になったときには、

ADHDの終役力、らの芸警告の問題と、ディスレ

クシアの慰霊援なのカ、は、詳しく検査しないと

わからないとは思うので、すが、 1、2年のひ

らがな、カタカナというのは義務様、わかりや

すいかなと思うんです。そういう書量級で、ス

クリーニングは全員を対象にやる悶綴ですか

ら全然関綴ないので、そういうことも名学校

で広げていけたらと怒うんですc そして単く

見つけてやる。お後カミネく見つけてやること

が今後、いろんな支援につなげるζとで大事

かなと思っています。

河村・今、ご発言いただいたのは赤瀬先

生でした。もう少しいかがですか? 会場か

らでも、パネリスト{J)Jすからでも。

西濃・青森の西i撃です。学級会災に取り

緩むのはとても大事な視点だと潔い5ます。一

予審綬塁患の一つの手立てとして考えて学級に

入っているので取り組みやすいと思います。

学級の余震設の!思議にスクリー二ングをやると

いうのもすごく大努力、なと怒っていますO 通

級指導教室というのは務的域にあるので、通

級指導教室の先生がひ対日教科轡にすごく理

解校示すような絞り総みが進んでいけば、そ

の地域に普及していくと思います。 i議事設して

いるしひの子どもへのDAISYを絞った指導Z葬祭

機になって、 DAISYが通常の学級(J)指導にも

影響を及ぼしていくのではないかと私は怒っ

ています。

河村・ありがとうござい荻し?と。ざっ

き私が引用したものの滋爽をはつぎり食わな

かったんですけれども、今兇つけましたので

設い荻す。文書器科学省が今年の 1月 13凶に合

理的配綴宅事選譲渡滋養護検討ワーキンググループ

報告案というの;愛妻奪還賢しました。乙のワーキ

ンググループ(J)綴はやたら緩くて、中央教警

審議会初等中等教宵分科会特別支援教育の在

り方に濁する特別委員会。ぞれが毅です。と

の?月 13EIのものというのはかなり劉照的な

内縁者を含んでおりまして、その中に大きく

われている一つが、合寝的配慮の観点 1I教

管内塁手 e 方法iというのがあります。ととだ

けぜひ皆さん、読んでいただきたいと思うん
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ですが、教務内総点事投資去について、それ

ぞれ会発義的配慮はとうあるべきではない力、と

いう案書r~去しています。その中の教育方法の

ところが、内議事霊コミュ二ケーション及び教材

の配慮jとなっていますo ぞれが一議包めテー

マです。その中に教材が flCT及び議員き潟緩

含むj まで言書いてあります。

ぞれから二議闘が「学習却の機会や体験の磯

保Jとなっていl:!::9"。ととに入学試験と他の

拭験というのが出てきます。ちょっと読みよ

げ家?と、 f学習機会が確保できないととや、

体験不足のために理解が函難であるととに対

し、学習機会や体験を確保する。 また、滋警

の状態により、 5聖書撃がを怒難な学関活動につい

ての活動内容・方法喜子]こう炎ずるtことあに、感

覚と体験者を総合的に浴照で寄る学習活動後通

じて概念形成後{凝議する。をまた、入学試験や

その他の試験において記長設する iと、明確に

議いてあります。

学習機会や体験が確保できない子どもにつ

いては、入試とその他の言葉毅考記長室するとと

は、 ζの中では明石室にうたわれているんでサ

ねα 実は合理的配l畿のワ…キンググル…ブと

いうのは閲送車隙望書著者機利条約を数;設するため

の13*の教育な悶際水率に持っていかなけれ

ばならない。そのときに合理的忍慮をきちん

とやっていかないと批准できないので、その

ための整鑓だという乙とが、とのワーキング

ク、}¥;ープ設置のときにうたわれているんです。

それがおていながら、1月 13日にとれだけはっ

きりした祭が文科衡のとり怒とめ葬祭として出

ていながら、奈良燦の教務委員会が入試の配

E畿管終ぞをしたととは、私には非常にショック

欝パネルディスおッション

なんで!す窃なぜそんなととが起ζるのかと。

他のご意見、いかがですか7 もう少し社

会的な認知表上げていくにはどうしたらいい

かということ7ごったんですけれど、イ協に絡に

と意兇がなければ、次に、どうやって提供者E

燃やすのかに幾みたいんですがよろしいです

か、?

では、どうやって提供者増やすのか。そと

に論点者持っていきたいと思いますりご意見

を求めます。どなたか。さっき、時間が足り

なくて神山会ん、奮い足りなかったととがあ

るんじゃないで、ずか? いいですか? 野村

さんはどうですか? その縁関もちょうど関

わっていると目撃いEますので"

野村. ζの方の意見は、 F来年度の授業と

して DAISY教科書作成者の養成議康の開催者E

予定しておりますlというととで、 f以前より

DAISY製作者が不足しているという Zこみそお

関をしているため、ぜひ取り緩んでい安たい

と患っていEます。…般の NPOで、とのような講

疑者量級くことは可能でしょうかJというとと

なんで与すが。可能です。私どもがとういうと

とをしてはいけないという理由も遂にきうと

伺もないわけです。ですからそれぞれが養成

講座を擦催して、それがボランティアのき普及

につながっていくのではないカ、なと怨い5ます。

例えば、率五どものネットワ…クiζ争参加する

際には、長去にひAISY製作がで、きるという乙と

で参加していただきます。最初にチヱツクを

させていただいて、それで OKで、あればネット

ワークに参加していただいておりますc また、

ネットワーク参加のための養成講座は、 E寺濁
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もないので線俄はしていませんけれども、研

修の依頼というのは受けてはおります。

DAISY製作者1ffぎてるとと込必要ではあり

ますが、私が講i演策の際;にζE俗幹しjよニげE該ましたのlは立、

やはりzボボK、ランテイアだけで

は為な;いと考えますσ 屈がやはり合理的院長援と

して、あるいはそういう子たちの教育の支援

の保隙という観点から、題が担うべき仕惑だ

と思うのですけれども、そのようになるのに

は時間がかかりそうなので、例えば地方自治

体からそういうモデルがでればいいなとい

うふうに怒っております。

山口祭i立、この前お聞きしたととろ、特別

支援事支苦言環係者 400人に対して DAISYの研修

をすると誘っています。それから兵媛県の場

合ですと、教育委員会だと思うんですけど予

算を立て、 DAISY凶悪撃を爽っていただけると

いうことがむざ、い変した。ミどのようなζとを

考えると、地方自治体というところからのア

ブローチもあっていいのではないかと怨い*

t九私は、企業でおるとが公共闘著書館、事襲撃事

ぞれから学校図書館、そういう人?と

ちがみんなでやれるととをやっていただくと

いうのが、広めていくということになるかと

思っています。 DAISYの研修会などでたくさ

んの方にお会いしており E較すが、緩紛に rDAI併

を知っていますか ?Jとを雪い変9と、ほとん

どが、「知りません」とおっしゃるんですね。

だそういう状態ではあります。そういうと

ころ必らの普及の突破口として、例えば地方

自治体もあり得るのではなし、かと患います。

河村4ー ありがとうございました。では、

供給を穏やす、どんどん作って提供するとい

うことについてもう少し3意見受求めたいと患

います。いかがですか?

さっき神山ざんからご媛祭があって、工夫

れているのは、ボランディアが製作すると

いうのが前提なんですが、例えばNPひでお

会社でもいいのですけど受注して仕事として

作るという ζ とを数料議会部について展望を

作っていくという、その辺リについてのご意

見はありませんか? やってみたいんだけど

ととで壁に当たっているなどありEましたら、

今、議論するいいチャンスだと思い*90
今、私のと乙ろにゅうべ夜退くに※7主総談

が一つありまして、 2月 16日に締め切りとい

うことで、ある撲で産業振興の助成金が単年

度で出るというんです。各都道府県にどうも

そういうのf}あるらしいんです。そこでは4

つありまして、戦略的E霊祭潟成多言葉、あと関

係ありそうなのは椴域滋議長技術活性化・高度

化支援事業、人材育成事業なんでいうのがあ

るんですね。{例えばいわ沙る学力試験でどと

かの府知壌が言っていたようにわが自治体は

非常に低い、仰とかよげるんだという思擦を

立てるtこすれば、特別支援教育を充実させる

というのは、芸家主選に平均はよがるわけです。

例えばそれが本人の教湾機会にもなるし、も

し、これから EPUBが出てくる、新しい技術で

教科議さを作る技術を開発して、ぞとで護霊F持者を

緩やすというととも展望して、ある祭で、う

ちは 30タイトjレ引を受ける。そのためにこう

いう助成会後提供する、と。よその県で残り
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さを分担してやってくれというようなのが、い が、どうなので、しよう。

くつかの自治体が連合後級品会ば、小中の合計

やめタイトルなんですぐいっちゃうんじゃな

いかと思うんですよね。金額の13治体は 1，700

もあるわけです。だからヰ分の 1が1タイト

ルずつやればカバーできるはずなので。文科

が全部を出すと決める前Lζ、自治体が努力

するごとによってかなりの部分をカバーでき

る余地があると私は思っています。乙の 2月

16臼に織に会うように擬薬害警泰一つ奮いてあ

げようかなと怒ってるんで"9が。色し、うま

く助成金が下りそうでしたら若者なんにお伝え

して、みんなで仕事としてやる取り総みをぜ

ひしたいと患いますので、その室告はよろしく

お綴いしたいと思います。

鈴Jニ4・4住潟県にとだわるつもりはないの

ですが、との新開紀警察後読む滋りは、県立高

校の新入生全員にタブレット会議家宅を蹴ると書

いてあります。?とだ、コンテンツがどうなっ

ているかは書いてないですり端末だけ配つで

もただの絡ですから、当然コンテンツが必要警

になるので、先ほどから話題になっている

EPLJB形式のフ才一マットのものを使っていく

のがよいのわ、なと緩いました。私は姦校生を

日頃授業で教えていすが、先ほど一太践の

話などありましたが、気の利いた潟絞生です

と自分でも EPUBを作れるようになるでしょ

う。やってみな付ればわかりませんがひ E議絞

の授業では実際には HτMしとかζ55、スタイ

ルシートなどのまねごとをやっています。実

際のととろ、神戸の方ではそういう青年たち

がちらほら出ているような誌も弱いています

潟村・ ちょうど今、神戸という言語が出ま

した。tl.J中ざん、まだパネルになってからと?

意見をいただいていないんで、すが、どうで、しょ

うか?

山中・私が所癒する毅の会に、中学の時

代:t:では DAISY教科室撃を援供してもらってい

たけれども、語道校Lε五豪雪詳しc:からなくなって

I!lっているというおそ子ざんがいらっしゃいま

す。そのお子さんのために何かでぎないかな

ι考えまして、たまたま前年度に潟村ざんた

ちの仕事ブロジ、ヱクト、 DAISYを作ろうとい

うプロジェクトに参加した青年たちがいまし

たの守、その轡年たちに、君たちは後輩たち

を助けられるかもしれないと声をかけて、全

員ではないんですけども、委主主主残った子ども

たちに手分けをして潟校の教科署警後作っても

らっていますo 全部は作れないのでゑ人の希

望で伺が欲しいということを認を:t:したら、

守勢攻、数学、国語、社会と名訴さを挙げまし

て、数学はうライトハウスざんにお願いをして

作ってもらうととになりました。国語、世界

史、物理は私たちで作ろうということで作り

始めたんですが、 PDFt;';全部そろったのが秋

でした。まず子どもがいて、機供しようとい

うグループがいたとしても、 PDFをゆ織しで

も来ないというのが、去年、大きなととでし

た。総本義たくさんのタイトルを申し込みなし

をEし?と。ぢょうど幾災の数自前で、重きも慈かっ

たのかあしれないんですけれども。 1ヶ月以

内に来たのは 1タイト jレ。あとはまばらに来
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ました。最終的に一番欲しかった国語が来た

のは 10月ぐらいだったと思います。乙れでは、

欲しいという子どもがいて提供しようという

グループがあっても、実質、提供できない状

態があります。まずそ乙が問題点だと思いま

す。

あとは子どもたちの力だけではやはり難し

い部分もあるんです。高校卒業したての子ど

もから 24歳くらいまで、の子どもでイ乍っている

んですけれども、やはり大人の目、もしくは

ちゃんと技術のある人の目で見ないと、直す

乙ともままならなかったりもします。例えば

1週間に 1回必ず見てあげるよという環境が

そろっていないと、次に会うときには忘れて

いたりとか、彼らの特性でもあるので、そう

いうととろをサポートしながら作っていくと

いうのは、もし PDFがそろっていたとしても、

かなり大変な乙とではあるかなと思います。

河村・ ありがとうございました。 1冊を

きちんと全部作るのはものすごい持続力も要

るし労力も要るし技術も要る、大変な作業だ

と思うんです。

そろそろ時間で締めなくてはいけないので

すけど、お一人ずつ、締めの言葉をいただき

たいと思います。

神山・今、お話をずっと伺っていて、今

までやってきたととと違うアプローチの仕方

があるなと感じました。一つは、今まで義成

をしながら、例えば青森市の方に 1，500人いる

わけですね、青森の人口から考えると。人材

を育てるのが大切と言っているわけですけれ

ども、ただ言うだけじゃダメだなと思いまし

た。その一方で図書館のスタッフ等には協力

を惜しまないと言っていますが、なかなか動

かない。だけど予算がつくような方向に動い

ていかないといけないんだろうなと、今、反

省を込めて感じました。

野口・ DAISYを普及させる、 DAISY教科

書も図書もそうですが、普及させるといった

ときに、学校の先生方の多くはまだ読むとい

うととイコール紙のものを使うというととに

すごく乙た、わっている方が多いように感じる

んです。デジタルメディアも読むというと乙

ろにうまく結びつけていかないと、言い換え

れば意識の変革をしていかないと、 DAISY普

及の壁になってしまうのかなと、いくつかの

学校を見せていただいたりしながら感じたり

しています。

先ほどの私の話の中で一つ、今日のプリン

トの中にありますが、 DAISYライブラリーと

いうのをリハ協が始めたという乙とで、連携

のととろで話をしようと思って忘れてしまい

ました。多分、皆さんのお手元に入っている

と思います。ぜひご覧ください。

田中・今日のお話をいろいろ伺っていて、

DAISYは一つの学力向上に役立ちますよ、とい

うのが要るのかなと思うんです。読み障害だ

けみたいに言っているとなかなか広まらない

ととろもあるので、「学力向上ですよ」、ある

いは「生きる力を育みますよ」というと乙ろ

が要ると思います。 DAISYをみんなに見せる

場面も必要です。例えばメガネの必要な子が
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メガネをかけて本を読んだり授業を聞いても

誰も文句を言わない、マルチメデ、ィア DAISY

を見て、そっちが役に立つなら、それで、読む

子はそれがいいんじゃない? という意識感

覚みたいなものもすごく大事だと思います o

それが平等だという感覚を子どもたちに育て

たり、周りの教師がそう思うととが大事だと

思うんです C

今日の西津先生の中で、 DAISYは役に立た

なかった子もいました。それでいいんだと思

います。自分が生きるために、生涯教育を自

分で構成したとき、何が要って何が要らない

か、要るものをちゃんと選択する力は大切で

す。周りも、選択されたものはその人にとっ

て大事なものだと認める感覚ってすごく大事

だなと思います。

今、個の教育と言われていますが、孤独の

教育ではなく、個別ではありますが双方の教

育、すなわち伝え合ラ力が言われています。

マルチメディア DAISYで基礎と基盤を培う、

そしてそういう力があるので自尊感情が下が

らない、とのこつをそろえて、読みにしんど

い子どもたちが、持っている豊かな力を発揮

してほしい、いろんなととをいきいき学んで

いってほしいと思います。いろんな場面で私

たちがデイジー教科書を伝えていくととが大

事ですね。

また、まだまだ環境整備ができていないと

ともあると思います。でも、今、パソコンや

携帯電話を持っていない人は本当に少なくな

りました。そういった意味ではツールみたい

なのはどんどん出てくるので、私も勉強して、

-パネルディスカッション

それをうまく使えるととをあちこちで考えた

り、伝えたりしていかなければいけないなと

思っています。

井上・私は最近は SNSで情報交換してい

ます O そういラものを活用して、私は「トモ

ダチ作戦」と勝手につけましたが、おじゃま

虫と思われでも、いろんなととろにネットワー

ク上で割り込んでいく。中には拒否される方

もいますけれども。でも大分、お友達が増え

ました。別に情さんにもやりなさいといラ乙

とでもないですが。

その議論の中でよくあるのは、やはりデバ

イス志向なのですねc アップルのとういうも

のが出たとか、何とかが出たとか。確かにそ

れはそれで良いのですが、「ちょっと忘れては

いませんか」と言いたいわけです。いくら良

いデバイスができても、中身に詰めるものは

何ですかと。そうすると、また「また標準フォー

マットのととでしょ ?Jと言われるのです。

でもそれを今きちんと考えておかないといけ

ない。大事な時期だと思いますので、ととで

とっちの道を行くのかあっちの道を行くのか、

道を間違えると大回りをする乙とになると思

います。いろんな機会をとらえて、おじゃま

虫と思われても、いろいろなととろヘ顔を出

そラと思っていますO 以上です。

河村・ありがとうございました。今、井

上さんはおじゃま虫とおっしゃったんですが、

国際的に見ると、 EPUsっていうのは、まさに

最先端のデジタル出版の技術です。とわから
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t投与平の三駐車悪な企業iJ~との技術を自分のものに

しようと先キ号令って採F殺し、そとに勝った企

業が次にさ主管抜くんだろうというふうに言わ

れているんです。その後先立織の技術というの

は、実は先ほど申しょげたように、港整事撃のお

る人のニーズに応える技術開発のゆから出で

いるんですね。そういう意味で、おじゃま滋

どころか、やっぱり引っ張っているんで、すね。

これからのき士会というのは超高齢化社会で

すよね。綴滋義務化社会の一人ひとりのニーズ

が社会のあり方廷決め、方向づけ、引っ張っ

ていく。そういうふうにしていかないと、社

会そのものは成り立たないというととだと思

うんですむ

本滋iこ金の卵の若い子どもたち一人ひとり

の数務機会をfきちんと傑i慈して、社会参加し

て自立していくために、メガネのようにず、っ

と必要望なものがあればちぞれさま早い段階から

使いとなせるようにしていくというのが本来

の教育の姿だと裂い繁す。そのやわ、ら、ゆっ

くりではあれ、自分で議む能力を獲得する

どももいるでしょうし、ずっとメガネが必褒

な子どももいるんだと思うんです。必主要がみ

るとtTには、社会的なシステムとして支援す

るο ぞれそ支えるために DAISYはメインスト

リーム化して、お緩や凶悪撃館のあり方そのも

のを根本;からユニバーサルデ、ザインに変えて

いこうというとと老やって、今、それは一歩

次の段階に EPUBという形でいこうとしている

わけです。

やはり今、私たちはボランティアとして支

えるとともすごく大畿で、務おのニ…ズlζ応

えるにはそれは欠かすととはできないんです

けど、もう一方は、全怒の教科さ撃をそれで支

えぎるなんてととはとてもできないのはわか

りぎっているととですよね。ですから同時に、

社会全体の銀総そ言語めていって、図、自治体、

それぞれが巣たすべ管室約後者安楽たすtいうと

とについても積極約に取り組んでいくりその

ための私たちの実銭に慈づいた証拠が、今包、

たくさんすぐれた実践の中から確認できたし、

それからまだまだ出会っていなし、子どもたち

がたくざんいるんじゃないかということも確

認でをたのではなし、かと思います。

パネルディスカッシ日ンとしては、あまり

たくさん発震がなかったというととは、通費;こ、

皆の認識がそういうふう って&tとか

らなのかなというふうに怒いました。やはり

次は行動があるのではないかと思います。

とれ宅をもちましてパネルディスカッション

主主務じざせていただきたいと思います。ご協

力どうもありがとうごずいました。
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臨閉会議拶

閉会挨拶

野村美佐子(公主義財閥法人 日本i毒害者リハビリデーション協会)

本Bは長善寺間おつきあいいただきEどしてあ

りがとうZございました。特にネットワークの

皆様15は朝からず、っと緩い一日だったと思い

ます。お疲れ様でした。

来年度の DAI日数料議撃の製作というのは、

本滋に織しいものがあります。その一つに、

山ゆざんがおっしゃったように PDFが綴いて

いなし、んですね。今、既に申請しているんで

というのは、中学校でとん紋もの僕は使えな

いと拒否する生徒さんもいらっしゃるという

ごとゑんです。そとで、先生のお著書主主んです

けど、ぞれはあなたにとって総の人と…絡に

学ぶための一つのツールなんだから、恥ずか

しいζ とはないんだ、よと言っていただきたい

なと、もし先食がいらっしゃったらお願いし

たいと思います。

すが、 PDFが騒いていなし、というととは、 4J司 いろんなヒントをいただいたど患います。

1 Bに織に合わせることが難しくなっていま このシンポジウムが皆様のよりよい機会に

す。そういったことだけでも、もうちょっと なっていただけたことを願っており

翠くしていただければいいなと思っていますO

ぞれから、 DAISYを広げていく、絞殺して

いくたいうのは本当にいろんな方法があるの

かなと思いEます。その一つに、赤瀬さんがおっ

しゃっていたスクリーニングなんですけれど

も、フィンランドやスウヱーデ、ンは小学校 1

年に入るときに、必ず検ままが護るるそうなんで

す。そういった機会に早めに見つけるという

ことがすごく重要ではないのかなとj添います。

それから今聞の瀦師の皆様、パネリストの

皆様、そして賞受後Eまでおつきあいいただいた

参加者の皆様に心からおネしを憎し上げます。

ありがとうございました。
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マルチメディア DAISY教科書の提供

2008年9月 17日施行の「教科用特定図書普及促進法(教科書バリアフリー法)Jと「著作権法第

33条の 2Jの改正により、 LD (学習障害)等の発達障害や弱視等の視覚障害、その他の障害の

ある児童・生徒のための「拡大教科書」や、デジタル化された「マルチメデ、イアDAISY教科書」

等が、製作できるようになりました。

(公財)日本障害者リ1¥ビリテーション協会では、 2008年の9月よりマルチメデ、イア DAISY教科

書を通常の教科書では読むととが困難な児童、生徒に、提供を始め、 2009年度より、当協会を中

心にボランティア 13団体(下記参照)と協力を組み、より多くの読むととに困難のある生徒に提

供をしております。

<DAISY教科書製作協力団体>

-特定非営利活動法人奈良デイジの会

-特定非営利活動法人 デジタル編集協議会ひなぎく

.国立大学法人富山大学人開発達科学部森田研究室

・ボランティアグループ デイジ一江戸川

-特定非自利活動法人 支援技術開発機構

・特定非営利活動法人 かかわり教室

-特定非営利活動法人 こみこみドットコム

-社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センター

・朗読奉仕グループ rQの会』

-特定非営利活動法人 やまゆり

.調布デイジー

・あおもり DAISY研究会

・特定非営利活動法人 サイエンス・アクセシビリティ・ネット
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