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趣旨

平成24年の2月から 3Flにかけて行った文科省の「通常の学級lζ在籍する発途際答の可能

?設のある特別な教育支援を必要とする児童量生徒に濁する議後絡巣j によれば、知的発達iこ還れ

はないものの f読むJまたは「望書くj ζとに困難を示't捻鐙が2.4パーセントで、ある。

日本震警著者リハビリテーション協会は、読むことに困難がある児童・生後きを対象に、デイ

(DAISY:DiヨitalAcζ控訴bleInformation SYstem)を滋潤して、マルチメディアデイジー製作間体

のネットワ…クの連携考留りながら、マルチメディアデイジー形式の教科書芸・思議を製作・提

供者行っており、そのデイジ…教科書の有効性については、先生や保護者、そして教?事務係者

が主主駁するようになってをている。

しかし、上記調査結擦にある対象者の多くに提供できていなし、のが現状である。ぞうした状

況を踏まえ、今回は、参加者にデ、イジ…教科蓄をもっと知っていただくためのワーショップを

をきめたシンポジウムを梼濯する。

組事刷



ブ口グラム

10:30開始:40 開会挨拶

湯漂茂男

(公鎚財盟法人 目本障害者リハピ1) ョン協会事務局長〉

10:40・12:30 ワークショッブM ヂイジ…教科書について知ろうo n 

1.デイジ…教科欝とは?

2，どのような人が対象になるの?

3，どのようなツールで読めるの? (PC， ipad，専用機器、ソフト等)

4.デイジ一教科書の活用合法について事例など〉

12:30 -13:30 昼食(デイジー図書の販売あり)

13:30-16:00 (途中 10分ほど休憩あり)

パネルデ、イスカッション:ヂイジー教科書の普及に向けて

モデレータ:

河村宏(特定非営利活動法人支援技術開発機構副理事長)

パネリスト:

片山敏郎

(新潟市立よ頭小学校教諭・日本デジタル教科薬学会会長)

井上芳郎(埼五懸念坂戸西高等学校教諭}

田中 和美{元公立中学校特別支援教育コーディネ…タ…)

野口武悟〈専修大学文学部准教授}

神山博{青森公立大学経営経済学部教授)

野村奨佐子{尽本障害者リハビリテ…ション協会)

すべての参加者

16:00 窃会挨拶
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シンポジウム

記
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ワークショッブ H デイジー轍科欝Kついて知ろう"

1.デイジ…教科饗とは?

マルチメディアデイジ…教科事警は、通常の教科書と問機のテキスト、画像を使用し、ァ

キストに音声をシンクロ(潟綴〉させて読むととができるものですc

ユーザーは音声を額きながらハイライトされたテキストを務み、問じ闘関上で絵をみる

Zどとあできます。

(公財)臼本灘署警答リハビリテーション協会で、は、 2008年の 9月よりマルチメディア

イジー教科議後滋殺の教科書では読むととが沼鍛え主児重量生徒に、提供を始ました。

2012年度は、協会後中心にボランティアBi:l体等(下記事参照)と協力を緩み、より多く

の読むごとに函数のある生徒に提供をしてきました。

デイジ一教科書製作に携わっている箆休の紹介

・特定非営利活動法入 手JaD(ナディ… |悶奈良デイジーの会}

'特定非営利活動法人 デジタル編集協議会ひなずく

-国立大学?恋人禽山大学人間発達科学部森宙研究笈

・ボランテイアグル…プ デイジ一江戸J11 

・特定非営利活数法人 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 とみCごみドットコム

e社会福校法人日本ライトハウス1警報文化センター

・綴綴選後{土グループ fQの会j

e特定非滋利j活動法人やまゆり

.調布デイジ…

・あおもり DAISY高野望窓会

・特定非営利活動法人 サイヱンス・アクセシピリティ・ネット

.広島国際大学マルチメうF¥ィア DAISY研究会

-ヰ士会福宇止法人 日本点字図書警餓
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2.どのような人が対象になるの?

i選手言の教科書撃では読むととが思難な児童量生徒が対象となります。

特別支援学級、特別支援学校、事費i滋学級、警j議学級+通級などの取り出し授業など、ざ

まざまな児童生徒に緩供しています。

発主義綴華客 (LD、ADHD、自問主主主事〉、銀球主筆動の障害、上肢襲撃害、脳性マヒ、知的際媛、

視覚際寄{全室、弱1J主)、構t若隊欝などの診断があるかたもいらっしゃいますが、診断が

なくても、通常の教科書では読むととが悶燦な児童生後が対象となります。

3. どのようなツールで観めるの? (PC， ipad，専用機器、ソフト毒事}

「マルチメディアデイジ…教科書活問マニュア1(;J ~<:則って説明

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/booklusemanual.html 

れマルチメディアデイジー数料穫の申請方法

通常の教科警察では読むととが臨難な児童義生徒は、デイジ一教科喜撃を利用する之とができ

ます。必ずしも、医学的診断は必要ではありません。

申請は、保護者、担伎、滋級指導担当、校長、教育委員会、支緩著者、本人でも行えます。

1 .囲網繍欝を用意する。

器製務事警は以下の URLより市議事撃をダウン口…ド。

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/bookld昌弘ytext.html

2.申請書に記入.，.る。

• rマルチメディアデ、イジー教科繋援供数毅書」は、パソコン入力でも、手書きでも構いませ

ん。 f総当者氏名Jr児童量生徒の所長護学校名Jr学年Jr連絡先Jr教科書を読むときなど、ど

んなととで盛っていますか ?Jが必須事項となります。

f主義諸警」は、期績を行う担当著者が自筆で、機出臼をご記入のJ二、署名をしてくだざい

・複数の究室生徒に関して、家とめて車議きそ行うととも7!をます。その線は、必要事項そをまを

にしてまとめていただいて機いません。

・製作されている教科畿の…箆は、次の URしで確認でをE去す。製作ざれていない教科議も串

請でき*9'が、すべての教科書ガ戸製作?ぎるとは限らないので、と?ア承くだざい。

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/bookldaisy胎<t.html
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3. Et続審を提出する0

eFAXで提出する場合

03-5273幽 0615まで送儀してください0

.メールにで撲出する場合

daisy_，と@dinf.ne.jpまで、おiぎりください。

その場合、放諸事警はスキャンしたものを添付してください0

.郵送にて提出する場合

以下の宛先にと送付ください。

字 1る2・0052東京都新綴区戸U.Jト22輸 1

公益財間法人日本怒号警護者リハビリテ…ション協会情綴センター DAISY担当宛

2)デイジー数料議を申請後、利潟まで

-援供方法を「サ…J¥からダウン日…ド」で康請した場合、教科議夕、ウンロードサイトの案

内がメールにで癒をます。

-ダウンロードから保存まで

1ダウンロードサイト (http://sl.jsrpd.jp);校務き、送られてきたログ、イン名とパスワ…

ドを入力、 fログイン」ボタンをク 1)ツクします。

メールで送もれてきた

f岱ヂイン名JrJ ¥スワ…ドJ

を入カ

2.ログインするとダウンロードできる教科畿の一覧の問団に移ります。ダウンロード

したい教科議撃を襟し、「群繍jボタンをクリックしますG

ついτいるもむが滋べます。

リック

剛 8 欄



3. r詳細jボタンをクリックすると、教科書警の情毅が表示されます。教科書のダウンロー

ドを始めるには、路建喜左下の「ダウンロードJボタンをクリックします。

本教科書によっては、教科書撃濁りのルビの付いているもの、全文にルビが付いてい

るものが選べます。

4‘教科事警は圧縮;!れた zipファイルで、ダウンロードざれます。

器量 EE織された zipファイルを援癒します。 zipファイルを右クリックし、 fすべて展穏j

をクリックします。

器.r参照jボタンをクリックして、保存する場所後指定します。

7術保存するフォル夕、を作成する場所要旨議び、「新しいフォルダを作成jボタンをクリツ

クします。

8.作成した「新しいフォル夕、jの名前後分かりゃすいフォル夕、名に変更し、治的ボ

タン安クリックします。そのままテキストを入力すれば名前の変更はできます。

注)EasyR桂昌悦rExpressを使われる方は、フォルダ名疫半角焚数にしてください0

9. r爆開Jボタン老クリックします。

指定したフォルダ内に教科書フォルダが保存;!れEました!

とれで、準備完了です。

G主意)

データは、費者断でニコピーしたり、告主の人1<:渡したりしないようにしてください。

保存した教科著書フォルダの名義きは、必要があれば、以下の方法で運~~をする之とがで~*す。

名義ききま繁華1し?といフオルタなクリックして選択した後、布クリック者そして F名前の変更J

なクリックしEます。そのままテキストを入力しますお

3) AMISで、再生

1. AMISとは

AMI5は、無償のデイジー湾ゑソフトです。誰でもインスト…jレしてすぐに使う ζとが

できます。

・3た家が4段階拡大できます。

4静文学と予雪景の色の組み合わせが、 4磁器産から滋べます。

.再生速度を早くしたり遅くしたりでをまず。

.見出しの渚層ナビゲ…シ耳ンがで苦ごす。

・ページや主主などを読み飛ばす設定がありまサ0

・録音された予言で読めます。

・録音;!れ?と簿が入っていない場合には、合成音声 σT5)で読めます。

網 9. 



2.動作潟境 (AMIS3.1.3) 

Windows 7， Windows Vista， Windows XP 5P3 Ilnt詰めをt在xplorer7以上

Java Runtime 1吾150MB以上のハード、ディスクの怨領主義

対応フォーマット:DA15Y2.02とDAI5Y3

3.インタ…ネットからインストール

1. ENJOY DAI5Yの、 AMI53.1.3のページを梼きますG

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/softwar的打lis3_1_3.html

2.雷雲互の…芸書下までスクロ…jレして、 rAMI5ファースト・ステップ・ガイドj をクリッ

クします。

3. rsξtup-AMIS-313.日xeJをクリックしますG

fセキュリティの警告j のメッセージがま提示会れた場合は r~題行するJ ;{fクリック

しますむ

4. rファイルのダウンロード、j霞霊前Eて、「実行」をクリッタしますc

5. r AMIS 3. 1.3(Japanesel セットアップ」画面~Lて、 f次ヘ討をクリックしますG

6. r荷重量ずるJ1をクリックし*1人

7. インストール先フォルダJ(係修先)の場所宅号機認し、変更がある場合は、「参照 J

をクリックして変更しEます。

変更がない場合は、 fインストーjりなクリックし*90
8. r兜7Jをクソックします。

9. rAMIS3.1.3J が起動します。

とれでインスト…jしが完了です。

4) iPad， iPhone， iPod touch '7!開食付00(voice ofOAISY)の場合〉

インストールについて

App 5tor程より購入できます。

お使い(f)機審議(jPad、iPhone、iPodtouch)のApp5tor，日で、 VOD~受検察して、嫡入します。

販売綴絡は、 30ドルで、 2013年2月現在は 2300円です。

http://itun告s.appl日.com/jp/applγod/id335608379?mt=8

デイジー図書を再生するまでの琴線

機器(jPad、iPhone、iPodtouchのどれか)とボイスオブデイジ… (VOD)を持っていて、

デイジー教科欝(窓書}を手に入れたら、あと一患で、す

磯署蓄にデイジー図書撃を転送すると VODで祷生できEまず。

• 1白梅



以下の制I[買でデイジー密蓄を iOS機器lζ転送してく?と、会い。

1. VODを終γさせる

iOS機器の VODが態勢しているときは終γさせてくだざい。

起動し7:いなければそのまま次に進んでくだ~い。

2.パソニコンと iOS機器をつなぐ

パソコンと iPad• iPhone • iPod touchヰrUSBケ…ブルでつなぎます0

3. iTunesを起動

パソコンの iTun邑5を起動します。

4. iOS機器を選んで、クリック

汀unesの「ヂ、パイスj というととろでデイジ…図書を転送したい iOS機器を選択し

ます。

5. r AppJをクリック

題僚の上の方にある rApPJ~をクリックします。

LthL--J6一一一哨
…一一明J鰹賢寿命向性十均ク一点ニピ… T些諮経一切桂一

6. rvODJ ~クリック

fファイjレ共有」コ…ナーの rApPJというどとろで rVODJをクリックします。

7. r追加…Jをクリック

ファイJ~終有

!;lマのAppでは.iPcc I加U とこ(I):Jンピ三一歩との'lUfC吾J'.u~紙i車で占主す

App VQDの望書綴

!_. -tOC国ItAdts
I...J 

蹴胴体附

昼 過 幽 園 圃 圃 圃 圃 圃 圃 園 田

直ヨ駅
rVODの著書類Jコーナ…の f追加 J というボタンをクリックしますσ

「線<Jのダイアログが表示されたらデイジー図書を選択してくださいG

8. VODを起動する

iOS 機器のボイスオブデイジーそ起動するとギタ一の宮善が流れ、転送~れたデイジ

~蓄撃が本欄に表示会れますり

本tr.な画面のうF、イジ-~盗事撃さをタップすると再生でぎます。

“ 11 



CDで、提供を受けた場合

Cひからデイジー教科著書のは言っているフォル夕、をパソコンにコピーします。

フォルダの上で、おクソックして圧縮し*9。
(おク 1)ック→「送るj→rE巨繍(zip形式)フォルダjもしくは、右クリック→「圧綴j→rzipJ) 

揮<(O)

厳じいワィシドつで閥<(伝}

日比.QW，艇 111Arlob胆siidg(!<:5-5，] 

語審陶醐肘醐rltyE捌飽融制抑ン悼すω

持将(H)

l説的ゑバージョンの議定。1

偽物質ートじているコヲイj崎 相嚇tで純情..・

簾混在約

三子泉暖c)

ライブラリに媛瑚Iり

ぞきか.

r. 

〉

1俳

"クし複す，

録制時

旬。'''''fT)
コピーが}
鮎号付It(1')

ヨシヨ ト，，~トの像適度{舗}

務寝静}

名:lfJa;壇lI'(例}

ブ印をティ{司

との zipファイル後 itun巴を使用してVODに追加します。

お EasyReaderExpres事で再生

平成25匁度より rE昌sy氏自aderExpresむという事専念ソフトで持生で~るデイジー教科議

も配布予定。

億単に操作方法をご案内します。

1フォルダ内にあるrDERE.自xeJ唱をクリックします。
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2. iEasyReader Expr告主主jが起動します。

電(再生ボタン沌クリック問団生します。

3. r!¥イライト」の色な変獲したり、ハイライトの再生位置を変更したりするととが

できます。拡大すると路像も拡大し*すり

八イライト

伽イ糊聞

γーと返笠3
t:Jヲルズ叉特建議

細則際議滋三
El仲Jる鴻

13 • 



デイジー教革連替の活用方法について{理事例など〕

.デイジー滋湾事例集の紹介 (別I!Drデイジ…滋般家例祭J後参照くだ'dい。}

毒事例は、小学校の低学年、中学年、高学年、及び中伊校の読むととにI<l]襲撃な兇叢生徒を

対象i亡、それぞれの障害や困難の特性に合わせて、先生や保護者がデイジー数料畿の活

F闘の工炎孝行った有効率例を集めているので参考にしてくださいc

-ァンケ…ト絡泉より報告{報告著書のアンケート結果を参照ください。)

提供している生徒数:937名 (1}善治日現復)

アンケートに協力いただいた件数:2721'や

効果が大きし、項目として

-ハイライトの効果

・読むに対する抵抗感、苦手感、心理的負担が減った

.務みがスムース、になった

疫学げた図篠よなった。

ただし、 272名中 72名は使用していないという自答を得ている。

活用する側の技術的な務懇も3ろったが、「本人が興味をしめさない。」という回答が多かっ

た。本人が使用するにあたって抵抗感が軽減できるような導入方法が出来ればもう少し輿

綾を持って取リ絡みζとができるかもしれないa それには5まず、担当者(先生、保護者など}

がデイジー教科書についてある程度理解しておく必獲がある。*た、生徒に対してヂイ

ジ…教科書が他の人と一緒~L学ぶために必要なツーjしだということそ後搾し

かけてあげるごとが必要なのではないだろうかc

普通学級の先生や滋級の先生、そして保護者の連携など関係者が協力するととで、対委員

の児童生徒にスム…ズにヂイジー数料重量な活用できる可能性もあるので児童生徒に対す

る支援の輪きを作って活動してほしい。

また、対象の児童生徒の個々のニースは異なるので、サポートや華至宝章などについて、

全国に存在するデイジー製作ネットワーク窃体(前述参照)があるので逮絡をすれば支

援者E得るととが可能である。
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パネルディスカッション:デイジー教科書の普震に向けて

河村宏.

皆ざん、とんにちは。とれからかなり長湾総ですが、パネルディスカッションの司

会さをざぜていただきます潟村です。よろしくお願いし、たし*90皆さんをと紹介サる

前にちょっとだけお話したいととがありまサ。

実は今年の6月に WIPOという著作権とパテントを扱っている冨擦関体、国連の機

関ですが、ぞとが外交官の外交会議という乞のを開催して闘際的な簿警のある人のた

めの新しい著作権条約の結識を出そうという会議者予定しています。ずっと長い間検

討されてぎたととですが、日本からは今、外聞にデイジー密蓄を策し出すととはでき

ます。外舗のお本の著作権37条で規定する鰯欝そお持ちの方で、必れば、日本からは合

法的に貸し出すごとがでます。ととろが外国から借りられないととになっている悶

がすごく多いんです。例えばアメリカです。アメリカにはデイジーのタイトルが 10万

タイトルくらいa5るのに借りられない。アメリカの著作権法が禁じているんです。い

ろいろな国の著作権法がそれぞれの閣の中のととだけを考えていて、せっかくあるも

のを菌襟交換できなくなっている状涜がありました。デイジーというのは、もともと

国際交換をサるために国際規格を作っているので、おかしいじゃないかと世界中のみ

んなで灘勤してきました。その結果、今度の6J3にまとめの会議なやるととになり*

した。ぞれができよがりますと、ご存じのようにデイジーはダウンローデイングがで

芳ます。ですから借りたい本がアメリカやイギリスや伎界中どとかにあれば、そこか

ら検索してすぐ儀りられるという悶急速くありません。

それを実現するためにはやはり関線規格というものがきちんと守られている必要が

あります。今WIPOが検討している悶際交換のためのシステムがあるのですが、ぞれ

はデイジーととの次の王PUBきを前提として今、構築しつつありますの条約の結論がおる

と比較的浮い段階でそのシステムが動き始めるということが予想zされています。あと

半年くらい最後のダッシュが必要なんで、すけれども、この条約はほぼ日本の著作権法

37条と同じ範囲の科F弱者が使えるようになります。

もともと今の 37条は、伊jえば両手がうまく動かなくて本が持てない人が、今の著作

権法だと一見、デ、イジーが使えないみたいに文章が惑かれています。ととろがとれは

立法の経過さを兇ると違うんです。そういう人たちも含めて、あるいは、闘はしっかり

見える、であ予定が完全にロックしていて本表操作できない、 A誌の方もそうですが、
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そういう人たちもー絡に使える法律を作ったはずなのに、法律の条文として審くとき

に、技術的な爵題としてとういう表現で合意してくださいという乙とになっていたもの

です。私たちは堂々と、そうした人たちも使えるんだというととで、とれまでもやって

きましたし、会闘の図書館の紫し出しの基準というのは、そういう立法の経過を踏まえ

たものになっているはずです。

ぞれを含めて額際的に、普通の本を読むととができない人たち全てそ含んだ、

若宮持ったJという前擦になりますが、障害者権利条約の実施として WIPOがそういう条

約愛媛終的な段階までもってきている。そういう今の時熊という共通の認識を持ちなが

ら、それではとれからどういうふうに進めていとうかと、少し医|際的な広がりも考えな

がら今日の討論を進めたいと考えています。

前置きが長くなり恐縮ですが、パネルディスカッションのパネリストの方から最初、

大体5分くらいの非常に短い持鶴でお醸いしていますが、畏くても 10分までの闘でポ

イントを最初述べていただいて、とれからのディスカッションの口火を切っていただ管

たいと考えています。

そのあと、午前中いらっしゃらなかった方もいらっしゃると思いますので¥今日の資

料にあります現在の利用者の状況を示すアンケー卜結集の婆旨を紹介していただいて、

ぞれからパネルディスカッションを行いたいと，患います。今日のパネルディスカッショ

ンは、かなり皆さんから発言言ぞいただく時閣があります。聞くだけではなくてぜひ討論

に参加していただきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

パネリストの服務は、プログラムにあります.11院議でお願いします。意義初の発表者、片

山敏郎様。新潟市立上所小学校の先生で、社会科を2設にご担当と侍っています9 日本デ

ジタル教科書学会の会長をされています。では片山様、よろしくお願いいたします。
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片山敏郎・

皆さん、とんにちは。日本デジタル教科幾学会というととろで会長を仰せっかってい

ます片山と取します。とは苦言いましてむ小学校の教員で¥今も6年生の担任をしていま

す。そういった携点からも私の考えな綾部にお話しさせていただきたいと患います。

rDAISY教科欝の普及に掲げてJ
臼ヨドヂジ予Jl-教事毒書学会

片山敏郎

課題1 ーっ
一般救済現場では、ほとんど認知されず6

.デジタル教科書を従道ましている人も知ら
ないことが多い。名前{ま分かつても。
ゾ分かりにくい。取っ付きづらいイメージが
ある?

まずは、勉らせること。広報活動が一著書。

デイジ一教科擦は、すばらしいものだなと私は常々患ってい荻ず。ただ、意普及してい

くにはすごくハードルが高いのが残念というか、何とかしていきたいと思っています。

大体今、 1，000入くらいが利用しています。けれども資料の最初を見ると 2.4%の子ど

もたちが必要というか対委設になる。ぞう選手えますと 40入学級だと 1人ぐらいはζれ安

必棲としている子どもたちがいるというととです。今誌のテーマである普及というとと

がすごく大事なんだろうなと患っています。

いくつかハードルがあって、府議毛音楽;こするととが必要だとか、ぞれから今日、操作

講習があり荻したが、 10を使うときに、ファイルがもっと容務に入手できたり、もっ

と使いやすくなる乙とが必獲だと思います。あるいは教室撃で使うためには、 1人1台、

他の子ど乞たちも普通に iPadやパソコン後使う状態のEわであれば教獲に畿通に持ち込

んで、遊撃うソフトを起動していても気にしなくていい、子どもの気持ちも多分楽になっ

ていくんだろうなとか、そういうような視点、が必饗b'と思っています。

今回私の方では、一番の問題としてまだ一般の教育現場でほとんど認知されていない

というととを挙げたいと患っています。私はデジタル教科蓄営及、推進をする活動をし

ていますが、その私でもデ、イジ…は釘となくわかるという感じで、同じ推進している仲

鐙たちでも、名前は種いたととあるけどもとb¥どういうものなのかをあ家りきちんと

理解している人は少ないのでサ。また、そういうととろに興味のない…般の先生方はま

だ、ほとんどご存じのない状態という、残念な状態だと怒っています。 まずは、普通の

先生方に知らせていく広報活動を第一に震きたいと提案をいたします。

畿でも思いつくような鱈単なアイデアで申し訳ないんですが、すばらしいホームペー

ジが今、デイジーさんの方にはありますが、学がたくさんあってなかなかパッと視覚的
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に飛び込んで、くるものとしては少し難しいという印象者をどうしでも持ってしまいます。

…般の教員ってそういうのを、正直、あまり読んでいきませんので、*ず視覚的に、

ども向けのページのつもりで、ことを見るとデイジ一教科事務が何となくわかるよという

ようなアニメーションだとか、あるいは実擦の画面が出るのもの。少し滋媛を下にた

くやっていくとあるんで、すが、「教員の方はとちらJというととろから入ると、とういう

ふうに使えるものなんだというととがわかりやすくあって効果が明確であるというと

とが書いであると、一般の先主方にも入っていくかなと患います。

E広報活動の方略

害義1 HPの改善5 1 
“ターゲットは、数録。子ども肉けのつもりで。

闘アニメーシ2シ空事後用いて紹介する。

室長2 デジ教研や学会など発表の主暴の浴用

. デジ教研cヂジ告jレ警主総著書学会をう*<l活用
してください。ワークシ袋、yブ寄撃も。

L 鴨

一般の先生方の間で本当に必要惑があるとなっていきますと、そこから校長に話がい

き、そして教育委長会に話がいを、ボトムアップでだんだんと必要感が出てきて、実際

の教室畿の中に入れていこうという勤きが起こってくるのではないかと思っています。

もう一つは、私が仲間とやっています学会だとか、あとデジタル教科書の研究会もご

ざ、います。それらをぜひ上手に活用いただいてアピールしていただいたり、あるいは多

分学術的にも、特別支援の学会ではたくざん発表もされていて、そちらの先生はわかる

と患いますが、デジタル教科畿のいろんな教科をまたいた、先生方が発表できる場がうち

の学会です。そういった場でいろんな先生方にアピールしていただけるといいかなと

患っております3 簡単ですが、よろしくお願いし、たします。

河村宏・

片山完全、どうもありがとうございましたの続きまして、埼玉県坂戸西高校の先生でい

らっしゃいます井上芳郎綴に次の発表をお願いし、たします。
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弁1:芳郎・

皆さん、とんにちは。井上と申します。襲警務も短いので、自己紹介は簡単にいたしま

す。本業は高校で情報という教科を担当しています。学習指導要領が変わりまして、出

来てから 10年ほどの教科です。今日主催の臼本障害者1)ハピリテーション協会ざんと

は、デイジー教科書撃や務作権法のことなどで、いろいろとお付き合いをざせていただい

ています。

中身に入ります。それから、別紙資料もお配りしています。まず資料1ですが、先

ほど来、之ヰパーセントという数字が出てますけれども、その根拠となっている文科省

の調査結果抜粋です。ぞれから資料2が、午前中にお話が出てきた教科書バリアフ 1)…

法関係。資料3はDiTI(デジタル教科書教材協議会)という民諮問体で、デジタル教

科書を推進する協議会ですが、そこが出しました政策提言の抜粋で、ず。そして同じく

DiTIが出しているデジタル教科書法案をご参考につけました。

私の発表では、今ここにお示ししたスライドの1から4*で、自問自答というわけで

はないですが、私なりに考えた悶題点をあげてみEましたの

1 子どもたちはfヂジ告ル教科著書jでなくても(紙
の教科書だけでも}古学べる?

2 子どもたちは(紙の教科懇でよりも)fヂジ告ル
教科書jでのほうがより浅く学ベる?

3. fデジタル数料幾jでないと塁手びにくい/学べ
ないそ子どもたちが存者Eする?

4. ~語学"総大福録音版教科書やデイジー飯教科
望書があれば学べる子どもたちが存在する。

※ fヂジイ量)[，事室斜書JIまプ1)ントディスアどリティ
(Printdi絡むility)などの子どもたちのニーズ
!こどこまで応えられるのか?

まず1番街は、デジタル教科議事などなくても、現実に学習できている児叢生徒がいる。

今、デジタル教科事撃というのはキーワードになっていまして、新問、ラニレヒf、インター

ネットなどでデジタル教科書の話題が飛び交っています。しかし現実にはデジタル教科

E主だ存在しません。というのは、いわゆる文科翁の検定教科警察のことを指しますが、

文科省では紙のもの以外は検定教科寄として認めてい笈せんので、デジタル教科書とい

うものはないのです。だからカッコつきで議いであります。デジタル教材の扱いで¥教

科書会社が製作しています。実際にいくつかの学校で使われているとも開いています。

実物はいくつも私は箆ております。そういうデジタル教科書が無いと困るのか。現実問

題として、私が教えている高校生も含め、紙の教科書で、勉強しているケ…スが大都分で

すね。ほとんど 100%です。ならば必要ないという話になってしまいます。
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では2番呂、紙だけで、はなくデジタルにした方がよりよく学べるのではないかという

とどです。最近の若い人たちは、紙の新離は銃まない人が増えている、そもそも紙の新

獄後取っていませんo もはやスマートフォンで競む時代になってきています。コミック

雑誌も携帯端末で読む時代です。ペーパーレスになってきています。学校の教科叢だっ

てデジタルの方が良いのではないb¥よりよく学べるのではないかというととです。私

も片山先生と同じくデジタル教科醤学会に所属しています。とれだけ世の中がデジタル

化しているのですから、いつまでも「学校だけは紙でJというのはあり得ないとも患っ

ています。

3祷目、デジタル教科書でないと学びにくい、あるいは学べない、そういう子どもが

いるのではないかという乙とです。これ忠最後に i?Jがついていますが。乙ζで言言う

デジタルというのが実はくせ者で、逆にデジタル化したととで使いにくくなるとともあ

るかも知れませんね。

最後にヰ喜善局です。ことだけI?Jがありません。とれは自信袋持って震えるととだ

と患います。例えば録躍をや点学販の教科餐がなければ全奮の方は読めませんo 弱視の方

のための拡大教科書やデイジ…絞の録滋教科番、古くはカセットテープで、したが、紙の

教科室撃では夕、メですが、こういうものがあれば学べる、デイジー教科欝があれば学べる

という子どもたちは縫実に存在するわけです。ただ残念ながら、なかなか社会としての

認識が進んでいないということです。

そして、※印そ付けたところです。デジタル教科言警は当時の民主党政権の施策で、当

初は 2015年までに艶儀という話でしたが、その後トーンダウンして、 2020年までに

となりました。果たしてそこで考えられているデジタル教科蓄というものが、プリント

ディスアピリティという、通常の印刷物にアクセスしづらい方にも使えるのか、考慮、が

"dれているのかという疑問なのです。室経は議初はあまり考えられていなかったようで、

1れその後の饗議会のまとめなどでは、配慮すベミ?と議かれるようになってきましたが。

それでは会く新しいものを、ゼロから作らなければいけないのかというととです。

実はデイジ…数料畿がすで、にあるではないか、それを使えばいいので、はないかと思うの

です。
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|錫遥障がいや、その徳大事費総織することに医難ゆある猿重量象!

畿のため母マ何メディアヂイジー教科書の昔E促進を栄治る!
|意見書{致事李} 平成22年61116白索後務総会

現宜、デイジー教科繋1ふ文器官科学者問調査研究事講師対象とおって
いるが、その言問驚暫f3誌綴詩書ぞおるにもかか均らず、平成21受容12舟!El主
で豹300人的』思議5主催{こj霊湯され、喪主華考などから学習l盟解が向上し
t=1:の効時が難関される註ど、ヂイジー数軒書出普説II思議への期待が
7:変種革まっている。

しかし‘ヂ(~一教科書は教科書器苦言給与時総書まだなってい主互いことに
;諮えて、その製件は、多大な時間1:費潟警護するにもかかわらず、ボラ
シヂィア詰語体聖書みであるため、必要とする児童室主主範的諮霊童に十分に応え
もれ毛よい状況にあり、実憶にゆ、協が平成21'京畿!とデジタル也吋Zした
ヂイジー教科書i主、小中学生問教科議全体的鈴4分的11二型まっている。

こ出ょう主主義試を滋まえるιまず軸科III特定告書害等母曹主突進由ため
叫予算出さも在る拡充が求められるa

ょっ吉、重におかれて!ι 必畿とサる兇盤強徒、担当教員等f二デイジー
鞍科書を安安して重量帯・主義語で寄るように、そ由普及促進的たさわ的韓議i
目撃情且びl島彊な苧葬祭義金者選韓ずること巷強〈要望する。

今お見せしているスライドは奈良県議会の意見書です。問機のものが全雷の自治体議

会から挙がっています。全部議ベたわけではないですが、北海道、九州、沖縄まで議長く

の自治体から出されています。 3意見著書は出ていないが、議会での質問で取り上げられて

いるととろも多いですの奈良県議会の意見警には、とても良いととが醤いであります。

とれだけデイジー教科幾への期待があるのに、をちんと予算措登がされていなし、。最後

には「強く要望するj と響いてあります。欝の取り組みは今ひとつですが、地方自治体

レベルではとういう窓見が出ているわけです。

本当はヱンドユーザーの方が、どしどし声を上げていただければいいと患います。な

かなかそうならない事情もあるので、とのあたりをしっかり踏まえた上で、進めていき

たいと怒っています。

河村宏・

井上さん、ありがとうござ、いました。続をまして元公立学校の特別支援教育コーディ

ネーターと資料には警かれていますが、現在、大学院で研究を滋めておられます留中和

美さんに、と?発表をお額いしたいと足まいます。よろしくお願いします。
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毘中和美.

支援教育に関わっておりますが、今日は大学院で勉強しているととを皆さんにご報告

し荻ず。

2011年度よりセンタ…入試で発達簿警のある生徒にも特別措置が行われるようにな

りました。でもまだ、デイジーのような読み上げソフトぎを使ったテストは認められてお

りません。デイジー教科書で効衆を上げた子どもたちが、テストなどで評価さを受けると

きにはデイジー販が認められないわテストでもデイジ…が認められて、子どあの街毒事感

情があがるといいなと考えています。

ぞとで、テストの合際的配慮というととで、読み上げソフトきそ使ったデイジー版テス

トが、公平で、しかも個別のニーズに応じたものと言言えるかというニ側商から検討し、

ぞとからデイジー教科醤の滋及について考えてみたい、というととで、今日、ご提案し

たいと思います。

マルチメディアデイジ一教科書官普及
!こ向けて

ーテスト・アコモヂ…シ耳ン止しての複滋からー

問中平日築

まず、テスト問題2媛、 1霊童は普通の紙のテスト、もう 1題は、読み上げテスト、つ

絞り、デイジー版テストきを用意しました。デイジー販のテストは、奈良デイジーの会、

今度、 11日から NaD(ナディ…)となられますが、そちらにお願いして作っていただき、

iPadで爽施しました。との紙テストと iPadテストの此績を比較しました。

通常の学級に住籍する中学3年金約 150名iこ紙と iPadでテストをしてもらったので

すが、テストの諸条件を揃えたととについてはととでは割愛合せていただいて、結論だ

け申し上げます。紙によるテストと、デイジー販のiP認によるテストの結果、通常の

学級の生徒では、議示条件の差はありませんでした。つまり、一般には、紙のテストで

もiPadテストでも、得点iに有意な差はないという結果を得ました。
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iPadテストの実路と結果

-良妻宅緩みJニげソフト(DAISめを使ったテス
トi主、公平牲と{建]]lJのニ…ズの対応と考えら
れるかを溺らかにするため

・方法条文設務:><:.養護毒事テストABC3銭安問委事
の問題に作成c委主勢Iiを確認したBC'ff紙と
DAISY版(iPad)で作成しも中学校3年金通常
の学級で実施

・被験者も紙B.!:::紙CそしてiPadBiP泌Cも同等
性を確認する

紙とiPadのテスト得点
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jPad胤紙溜，;.

ぱ臨時間臨持参混同怖、右辺町出品川恥

もちろん、紙とiPadテストは、会長建問じ点数だったのではなく、資料を用意していま

すが、個別に点数禁を見ますと、(下図参恕〉その援は、ほぼ正規分布をしていEました。

その山の両サイドの裾野は、得点皇室の大きし、生徒という乙とになります。

豪正康得点とiPad得点の室長(J)分布図

{紙一iPad)

F山町削剛剛、

ー ト一昔→ i

::ま

~-7 -6-5 ~ -5 ~ -10 1 2 3 4 5 6 7 I 

右の方の平均より lSD以上離れたととろには、紙の方が得点が高く、 iPadでは得点が

上がらない子どもたちの群があり*90また、友の裾野の lSD以上の得点差のある子

どもたちは、 iPadの方が評価が高くて紙の方が低いという差のでた子どもたちの群です。
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おと左の端の子どもたちを比べますと、左の iPadで点数があがった子どもたちの群

に特徴がみられました。…つは、教科の先生方に伺ったととろによると、読みにつまず

いたり、読解の読み閣議いが滋る子どもたちが有窓に多かったのです。それから、成議

の分布では、その群は、紙得点がかなり低いが、 iPadでは平均よりちょっとよになる

というような成績でした。

iPad得点が紙得点より
高かったまた徒の特徴

-読みの課題のある予が多い。

・紙得点iま1S0以よj!fく、 iP舗が高くて1S0'怯
j織の分宿である。{義援得点がかなり低く、議く
なったiPa誌でも、平均のちょっとよが多い。〉

吋憲章者量点が高い方.!:比べ、よみにつまず

いている可能性がある。

感
とのごとから、 iPad得点の方が紙よりも成績が上った子どもたちが、読みにつまず

いている可能性があるのではないかと怒われました。 j選手訟の学級にも、現夜、いろんな

つまずずそ持っている子どもたちは、(先ほど井上さんがおっしゃったように〕い蕊ず。

教室にいる子どもたちのやに、読みにつまず守、かつ、読み上げが向いている子どもた

ちがいる可能性があると考えられました。

また、テストの際、子どもたちに iPadテストの意識調査をアンケートで伺いました。

iPadテストは、点数・評価が上がりそうですか。逆に、低くなる・自分には合わない

と慾いますか。あるいは、どちらも変わらないと患いますかというアンケ…トそ行いま

した。

その結祭、突は先ほど設った、 iPadの方が紙よりも効果が出?と子どもたちに効衆の

気づきは、はつぎり出ませんでした。自分には効泉があるという認識は、で、きな台、った

というごとです。
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もう一つ。 iPadと紙得点には相関がありました。紙の高い子は iPadも高い。それから

紙の低い子は iPadでも低いというのが一般的でしたc

意識調査アンケート

1 iPad滋得点裏手よりiPad!g;得点のアヲカ仁 iPad
子ストに宵定的。

2 ~患のあった方の紙低ìPad高得点!こ、効果あ
りの気づき!"I立、はっきりでない。
3マルチメディア教科喜撃を

使いたい・役立ちそう 83:3 
操作完全総しい偏向かない 59名

わからない 6:3 

その中で、之の意識調査で、は、 iPadでO点とか 1"-'2点とか、点数の低い子どもた

ちの方が iPadテストにとても脅定的な回答でした。その生徒の自由開述を読むと、最

後まで問題を読むととがで、きてわかった、ぞれから、読めない漢字が絞めたので解けた

気がすると惑いてありました。

ととから考えられるζ ととして、ます線、評価が上がるそFどもたちが気づかないという

ととろから、やはり効果を本人に伝えていくととが必要だというととです。それは本人

にはなかなかわからないので¥認知的な WISCなどいろいろ検査があり荻すけれども、

そういう検査からどんな子どもたちに向いているかというととを検読して、逆にそうい

う子どもたちに勧めてみるというととも考えられるのではないかと思います。また、得

点は取れなかったけど持定的な子どもたちにとっては、入試問題は、正解までいくのに

八一ドルが高かったかもしれません。でも、そのi:tで点数には結びつかないけれど、わ

かるとか助かると思った子どもたちが、もっと早くからデイジ←教科書と出会って学ん

でいたら、諾桑とかいろんな面で、違ってくるのではないかと思います。
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読み慰難の生徒でも翼施

-号:siこ実施

a読んでくれると助かる溢緩めない漢字
がわかる・最後まで緩める

調 1SD以上差があった生徒OPad高い〕

ウェクスラー検査でl立、

霊祭緩解が、他の絡事震より，奮い
知覚統合.*目覚推理>終E盟速度刷、

処理速皮j立、{廷し、

~1r:JI-;.闘難でDAISY効果のある生徒

器22もの災害弘通言語読黙佐誌意:践詰き
基金主主哨JlZLJ主主I:t:響詩認欝;FLlM

マルチメディアデイジー教科書の饗亙

の提案

1。どのような児童量生後に向いているのかにつ
いて、根事協にさ基づいて勧める

2.使ってみたい・使ったという子どもたちの資
後鶴いてその効泉(語葉，知識}についても硲
認していく

3 子どもたちの議i総会れるテストについても考
えていく

綴後ですが、マルチメディアデイジー教科書というものがあるんですよ、使ってみたい

と思いますか? という問いには、半数以よ、 83名が「ぜひ使ってみたい」と回答し

てい荻した。わかるようになりたい、もっといろんな方法で学びたいと思っている子ど

もたちがいるζ と怨む報告したいと思います。以上でございます。
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矧す宏.

ありがとうございました。おかげさまで待問約にスムーズ、に、重量かさなくても淡々と

進んでおりEます。ありがとうござい荻90続きまして、専修大学文学部准教授、野口先

生からお願いいたします。

野間議室館・

皆さん、とんにちは。専修大学の野口です。とのリハ協のマルチメディアデイジーの

シンポジウムでは、過去2年間のシンポジウムでも登壇しまして、学校の中でマルチメ

ディアデイジーさをどう普及させるか、学校鰐繋館の機能との関わり後中心に話をして~

たのですけれども、今密はもっと根本的なととろで、学校の先生、あるいは学校司勢、

もっと広くとらえれば地域の公立閣議館の笥書、そういう人たちの養成とか研修という

ととろでマルチメディアデイジ…をうまく取り入れ、終介することが必要ではないだろ

うかと援案といいますか問題提起をさせていだたぎたいと患います。

教員・司書養成と現磯研修のなかでDAISY
を学ぶ・知る

専修大学 野口武儀

@現職教員w学車交を号喜撃のDAISYの認知居室lまE主だjtj;

司 DAISY(教科書蓄・図書}の学校滋主義での事普及lζ
i立、大学における教員・奇書害事室長主之、教事奪事告策
会宅撃における現職研修で印AISYを学ぶこと・知る
ことが重重要

.大学。〉署長負・E号書養成におい'"CDAISYIま取り上
げられているか

=叫:ê.~屋教員主喜符による

私は特別支援教育のやでの盟書館活用教務や、あるいは公立悶欝館の障害者サービス

を専門としています。そういったこともあって学校であるとか教管委員会であるとか、

あるいは各地の公立図書館などから研修の講師に呼ばれるとともあるのですけれども、

そういう機会にマルチメディアデイジーを紹介すると、そういうものがあるの校初めて

知りました、あるいは名前は聞いていたけれども爽際を見るのは初めてで、す、と苦言う先

生方や司書の方が非常に多いのが実感としてありEまず。

今巴のテーマは教科幾ですが、教科繋だけではなくて図書も含めて学校の現場でマル

チメディアデイジーの普及を密っていくためには、やはりとれから教員になる、あるい

は笥義になる人の養成を担う大学での幾成教育とか、あるいは現職の教員や司委の現職

研修といった場でマルチメディアデイジーを学ぶととができる機会を設けていくこと

が雲監婆だと患っています。
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では、大学での教員養成や司書養成ではマルチメディアデイジーは取り上げられてい

るのかというととですけれども、乙れに聞しては、担当する大学教員いかんというとと

ろが大きいと思います。私は主に司書養成に携わっておりますので、実際に司書を養成

する段階で、マルチメデ、イアデイジーを扱う機会がどれくらいあるかというと、現行の

カリキュラムの中では、恐らく図書館サービスを概論的に学ぶ科目で、 1時間あるいは

2時間程度、障害者サービスについて概説する中で取り扱われるだけです。ですので、

実際にマルチメディアデイジーそのものを見る、あるいは触れるような機会は非常に限

られている状況だろうと思います。

その中で、全国的には例えば、関西ですと悌教大学、京都産業大学、関東ですと私の勤

務している専修大学や明治大学などでは障害者サービスに特化した科目を図書館サー

ビスの特論などの形で設けています。乙れらの大学ではマルチメディアデイジーについ

て、概説よりも詳しく学べるようになっています。ただし、乙うした大学は、全国的lζ

見ると数えるほどしかないという状況があります。やはりきちんと障害者サービスを 1

つの科目として位置づけて、その中で数時間かけてデイジーについても学ぶ、そういう

カリキュラムを構成するととが必要ではないかと考えています。

=今カリキュラムに位置づける事例も

①専修大学の事例、②明星大学の事例

@教育委員会等の現職研修においてDAISYは取り
上げられているか

司ごく少数・対象も限定的

司事例:島根県教委の研修(特別支援教育課主
催)

φ大学や教育委員会への働きかけを

司そもそも、教員・司書養成を担う大学教員、現
職研修を担う教育委員会担当者がDAISYを知ら
ない可能性も

=今大学や教育委員会向けに講義や研修でも使
えるDAISYについての小冊子等の製作・頒布など

カリキュラムの事例というととで明星大学の事例を挙げさせていただいています。今

日は明星大学の二村先生、平井先生がお越しになっていますが、実は私が一番注目して

いるのは明星大学での取り組みなのです。明星大学では、「図書館サービス特論及び演

習」という科目を設定して、マルチメディアデイジーの製作を実際に授業の中で行うと

いう取り組みをしています。

どとの大学でもそれができるかというと、確かに環境面、また指導する教員の問題も

あって難しいにしても、乙ういう取り組みが大学教育のレベルで広がっていくことが重

要なのではないかと思っています。
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もう…点、今の話はこれから司書あるいは学校の教員になるという人の養成の話でし

たけれども、既に現場にいる方々に対してはどうするかということです。現職の研修、

教員あるいは奇書対象の研修でマルチメディアデイジ…が取り上げられているかとい

うと、やはり限定的かなと思います。特別支援学校の現場に呼ばれて話後ずる機会があ

るのですが、その際、特お支援学校の先生に、マルチメディアデイジーを知っています

かと箆いても、あ*"り反応が返ってこなし、という状況が多いで、90
そういうやで、私が関らせていただいた昨年度の取り組み後ご紹介したいと思いま

す。島根県は今、密書館活照教育』ζ県知事金導のむと取り組んでいます。県教育委員会

の特別支援教育課でも学校関書館活用に関する司書教諭や学校司書対象の現職職員対

象の研修会を聞いています。私が議筋書を務めたこの研修では、マルチメディアデイジー

を爽際に操作してもらいました。

現状では、とういうことを県レベjレの研修でやっているところはほとんどないようで

す。やはり現職研修でこういう機会を設けることもかなり認知度後上げていく議礁では

重要ではないかと考えています。

最後に、 ζれから先生、尚喜撃になろうという人や現職の人の餐成や研修・餐成俊担う大

学や教育委員会の担当者が、マルチメディアデイジーそのものな知らないと講義や研修

のなかで、取り上げるととにはなりませんQ 大学や教育委員会への働きかけが不可欠で

す。

とれは誰が行うのか。まずは、マルチメデ、ィアヂイジーを必要としているお子さんが

いる保護者、あるいは関心を持っている保護者が教育委員会などに対して声を上げるこ

とが重要だと怒います。そして今日とのシンポジウムを主催しているリハ協であるとか

関連する団体・グループによる働きかけももちろん重要です。

その際に、ただマルチメディアデイジ…というものがありますよ、必要としている人

がいるのですよと議つでもなかなか具体的に伝わりにくいととがあります。 1)ハ協の方

ではマルチメディアデイジーのパンフレットを作っていますけれども、今日、午前中κ
野村ざんから紹介があったような活用事例なども含めた、もう少し詳細な冊子などを大

学や教育委良会に甑布するということも一つの有効な手段だと考えております。

私の話は以上です。ありがとうございました。

河村宏.

ありがとうございました。続きまして、ご所属は大学なんですけれどもデイジ一教科

事務製作グループの中核メンバーとしてご活躍の青森公立大学経蛍経済字部の神山先生、

よろしくお鎖いします。
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神山博・

ζんにちは。 fあおもり DAISY研究会jの神山と申します。偽の先生方は制度上の問題、

養成の問題、あるいは組織ょの問題についてお話しくだざい荻したが、私はボランティ

アとしてデイジー罷蓄やデイジー教科書を作る立場から考えられる問題についてお話

ししたいと恕い5ますむ今自は議簡についてだけお話しします。

題委 DAISY関審製作用(J)務質
とどまぞ空"~域特訓ト婦側ハ 川町一 得勺明枝円以L

・務糠度、親しみゃずさ、第三者援供

・if(ランティア朗読者
-望書綴綴得時期/庖霧は肉声審会1必護軍!

-ニーズに会ったアクセント、続みカの基準と劉i襲撃
.朗量豊it:.:;;ンティアとの協力

・アナウンサー/アナウンサー08との協力

・蛮声合成システム ("-200万+)
，ト~OYA: VoicaTaxtシリーズ

.悶立:ボイスソムリコE、業奮ヱ軍事

・AI: AITalkシリ…ズ
い…ムi圃みに4孟E手もE韮もlfI沿い

音声なデイジー図畿に組み込むというのは、人の声を使って録音するという方法、音

声合成後便って録音する方法、同じ音声合成後使うのでも湾生時に音声合成な使う方

法、大きく分けると三つありを安す。肉声を使う場合はボランティアの朗読者が鑓脅する

わけですけれども、音声合成と比べると自然な日本語の発声がでるというζ とから、

特に、小学校低学年の言語獲得時期、あるいは儲諮の教科書については肉声が必須だと

私は思っています。もちろん異論はあるかと思いますが。

人がしゃべる場合、ニーズに会ったアクセントというのがあります。特に地方で使わ

れるアクセントですG 務森なら南部弁もありますし津軽弁もあります。また穂高弁であ

るとか大阪弁であるとか、それぞれのアクセントがあるかと思います。どのような場合

でも標準議がいし、かというと、必ずしもそうではない。

それから読み方の基準です。どこで切るか。特に単穏を覚える時期の子どもたちにとっ

ては、ずらずらと読むよりは、単語や文節ごとに切って読んだほうが間労やすい、ある

いは練習しやすいという特徴があります。その際、ある穏l哀の読み方の議議はそろえて

おいた方がいし、とJ思い*す。

青森の場合は、朗読ボランティアも参闘してくださっているんですけれと、も、祭入、

読みの訓練そ受けていなし、人が録音する場合は、やはり朗読ボランティアの協力が必要書

かと思います。 NHKの技術の方と話し合ったとに出たアイデアとして、 NHK、公共

放送のアナウンサー、あるいはアナウンサーの OBと協力関係が築けるのではないかと。
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音だけ彼らに録音してもらって、後から合体するという方法です。以上が肉F訟に燃する

宿題とその霊祭です。

簿 価人が提供する隠寄用の合成務
ぷ安心柿吋沼認ム三三ぷ談慾と可制ω倫手一叩四一一一一一戸ふさ主燃忽)(;，話芸L

・民主主潤(OEM) 0.5-2万
• AITalk: VOICEROIDE+シリーズ

-告書人ならば背j!f在籍2患者に提供可ド惑のれa軽量~()

・Voiceτext 主義太3(一太郎) ，しゃべるんです

骨ボイスソムワヱ;Producer.t級品主主み
• TextAloud:Aτ盈T，Nuance、Acapela，Cepstral 
• Windows(Mary， Mike費Sam/Haruka.Ziral 
・ドキュメントトーカ

ー守イヲロソ7ト社がDAISY綴待望雪潟けに無担翼配布

• ScanSoft Kyoko 
・DolphinPubli国her紛み込み

・製作照に華11m冨1室主な軍基穫はゆない

資j'I'i合成システムについては、スライドに 200万とありますが、主義殺は丹です。 100

万円、 200方問のお金を払わないと音声合成システムは使えません。もともと企業向け

の音声合成システムですので。例えばコールセンターの自動応答音声であるとか自動ア

ナウンスであるとか、ぞういった用途に販売ざれているものです。

いろいろありますが、ととには3つほど挙げました。 HOYAの rVoiceτextJシリーズ、

自立の「ボイスソムソニιシリーズ、コニーアイの rA打alkJシリーズ。こういったもの

がありますが、ボランディアが資うにはとても費えない値段です。

一方、とれら音声合成システムの技絡を使って、民主レベルで販売ざれているソフト

ウヱアがあるので紹介します。例えば rAIτal主Jで、したら rvolc王将OID付シリーズと

いうのがあります。とれが1万円台です。とれの良いと乙ろは、お金の宿題た、けではな

くて著作権法上の制限も少しゆるいという点で90音声合成システムの場合は、偲人的

に奪三F設する場合は OKだけれども第三者と共有するととはできないであるどか、公開す

るととができないなど縛りがきついのですけれども、 rVOICEROID+Jシリーズについ

ては、 1つを除いて個人の資格で公開する場合は第三三者に提供可能。逆に YouTube等

で、どんどん公開してくれと、そのような販売戦織をとっているソフトウエアです。

rVoiceTextJのエンジンを使ったもので、はワープロソフトの一太郎に内蔵されている

「諒太3ムぞれから「しゃべるんですムそういったものがあります。 fボイスソム 1)

エ」については、デイジーのオーサリングツールの rproducer J ，ζ組み込まれています。

あとは英語音声合成で、したら TextAloud。とれは英語だけでなく海外、いろんな留の音

声があります。それから Windowsに闘しでは、とれ"*で、英語の音声しかなかったので

すが、 Windows8では最初から8:<ド認の音声も肉薄まするようになり恋した。しかし綴

人がWindowきを起動している拐にしか使えない。もちろん音声の共有はできないとい

う縛りがあり荻す。
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「ドキュメントトー力」は、クリコこ…トシステムという会社のソフトですが、マイク

ロソフト社がデイジ…製作者向けに熊僚機供している音声合成ソフトウェアです。との

ドキュメントト…カな使えば、ボランティアが音声を組み込むζとがでをEます。とれ

は rproducerJ 1<:総み込まれている「ボイスソムリヱj についても同じです。…番下

の iDolphinPublisherJ については、 rScanSoftKyokoJという音声が組み込まれてい

E較す。とれもデイジ…をつくる図的でおれば使えるというものです。

以上、 91J挙しただけですけれども製作に利用可能な膏湾は殺外に少ない。私は

Windows8が出たときに、日本語の音声合目立が使えるととを期待していたんですが、残

念ながら新しいWindowsでも百本語の音声の公開はできない。個人的な利用しかでき

ない。ちょっとがっかりしたんですけど、とのi設のととが、何とかなればいし、なと思い

ます。

…つの解決策としては、閣がお金を出してボランティアの間体に対しては提供してく

れる。あるいはりハ協さんでもいいですが、こうい'ったソフトウヱア、あるいは民生照

ではなく企業向けのものを購入いただいて、我々のような製作者が使えるようにしてい

ただく。

先ほどサイエンスの鈴木先生がおっしゃっていましたけれども、 rA昨alkJは非常に

管がいいんです。ちょっといろいろな音のパリエ…ションをご紹介します。湾生してみ

ます。

(管声1)脅森市には世界に諮る財獲がたくさんありますの

(音声幻務森市には世界に誇る財援がたくさんあります。

とれは rAITalkJで、す。

{音声 3)青森市には懲界に諮る財産がたくさんあり荻To
(務声4)青森市には能界に誇る財産がたくさんあります。

(議声引青森市には世界に誇る民主援がたくさんあります。

(音声引驚森市には世界に誇る財主義がたくざんあります。

いろいろな音がありましたが、非常に閲きやすい議声ですね。どの音声も、アクセン

トの類整等を一切していEません。アクセントの欝獲をすると、さらに自黙なものになり

ます。
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{音声7) ζれは私が小ざいとをに村の茂平というおじいさんから聞いたお話です。む

かしは、私たちの村のちかくの、中山というととろに小さなお城があって、中山ざまと

いうおとのさまがおられたそうです。

の資芦はアクセントの調整を若干していますが、非常にお勧めの声です。

VOICEROID十の f結F.lゆかりJという音声です。宣伝するわけではあり家せんが、個人

の名前で提供する場合は第三者への提供がOKの音なんですねc 最後に滋品名後出して

恐縮でしたが、これで私のお話はおしまいとします。ありがとうございました。

河村宏・

ありがとうございました。それでは発表の議後になりミますが、日本障害者リハビリ

ヨン協会の情報センタ一長の野村ざんからお願いしたいと思い5較す。野村さんに

は時憶を延長して、今日午前中にいらっしゃらなかった方も含めまして、アンケ…ト給

泉を共有したいと思いますので¥アンケートのことについても触れていただきたいと添

います。では野村ざん、よろしくお瀬いいたします。
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野村幾依子.

先ほど、アンケートについては少しお話ししたのですが、資料を隠いていただくと f平

成24年度マルチメディアデイジ…教科幾提供者に濁して」というととでアンケ…ト結

果を出しております。 との中には考察はありません。

まず最初に、提供生徒数、 937名になります。その中で学生存別の内訳がありますけれ

ども一番多いのが小学校4年生。その次に小学校5年とあり荻ず。とれはきっと、小学

校3年になるととても難しくなってきて、どうしても伺か必婆だというととろで使う方

が多いのではないかと思います。提供者数の中に瀦校一年のさと徒がおりますが、中学生

の教科警を使いたいという方です。緩初、文科省とのやりとりでは対象者は「教科義に

代わるものj というととだったんですが、その後、担当の先生がその子にとって…議い

い学年、適当な学年が下であると判断した場合には、その教科書を使つでも良いととに

なりました。

都滋府燦剖の生徒数を見ますと、一番多いのが大阪府なんですね。良く見てみますと

提供著者Oという県も(¥;)るんですが、本毒事業の会獄黍員会においては、教青委員会の頑張

りの度合いが亙映しているのではないかという猿見がで、ました。

それからヂイジー教科警察利用の策任者として、担任の先生、通級指導按当の発念、保

護者、特別支援コ…ディネータ一、本人の数がでております。とれらの数は華料議畿の際

に提供会れたデ…タの資任者になります。

提供さを受けた児童生徒の在籍学級についてですが、ととの霊祭投手主ると普通学級に 119

名いるのですが、彼らが普通学級で使っているかというと、そんなととはないわけで、

との場合、最終的には保護者が責任者どして府議著書後出しているととになります。在籍

があっても普通学級の中で、パソコンな使用して使っているという事務iはあまり多くあ

りません。大獄は滋級で使っている方が多いのではないかと患います。

また、使用しているデイジー教科書警なんですが、やはり国語が多いですc どうしても読

みに困難を抱えているというととで国語のカが弱い、閑語の本が読めないというととか

ら、国語に室長iやして、提供者としては製作しているという現状があります。

fデイジー教科書をどのようにして知りましたかJというととろでは、 f講習会で知っ

たム f知人から薦められたj という方は、結機多いです。

デイジー教科書を利用している機会についてですが、さっき申しましたように、業外

と自宅学習が多いです。その綴点から考えますと。学校というよりも、保護者が緩初に

子どもの読みが悶難であるZごとに気がついてて申請書を警かれた方もいたように怒い

ます。
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次に、「デイジー教科書そどのぐらいの期務、使用していEますかj という質問がある

んですけれども、私どもは 2008年からやっていますので、最多で4年になります。し

かし、 とのデータをごらんになってお分かりのように2年以上は 16人しかいなし、ん

です。というととは継続が少ないと感じています。

「どのような効巣がありましたかJという責務には、 11¥イライトの効果を感じた」と

か、 f読む乙とへの抵抗感、若手様、心理的負担が減ったj という効果を感じたζとが、

アンケート結泉からお分か引となると患います。

また、「テスト問題などあきらめずに解こうとするようになったj では「大いにそう

思う」人が犯人いるというのはすごいζとだと患いますが、実はとれはデイジーによ

るテストではなくて紙のテストなんで、す。せっかく、デイジ一教科惑な読んでも、

終的な効果がわかる部分がまた紙に渓ってしまうという部分で、「あまりそう思わないJ

という人も多かったように思います。テストをヂイジー化した場合は、かなり効果が

あったということが加の調査研究からは出てきています。

ぞれからデイジー教科書についてもアンケ…ト安取りました。具体的には、音声につ

いてですとか、議声スピーにハイライトの長ざ、コントラスト、フォントの大きさ、

ルビ、行問、表示の設定についてお聞きしています。またパソコンに験しよらされる 1ペー

ジの文学績についですが、アンケー卜結集によれば、大体、私たちが作った基準で俊え

ていたのではないかと思います。ハイライトの長さについては多分、学年によって事警護

が選っていますが、 ζういうときはどうしたらいいのかなということが見えてきたとζ

ろがございます。

デイジー教科欝の再生に使用している機材についてで、すが、ほとんどの方がノート

PCを使っておりまして、 E主た、 iPad、iPhone、iPodtouchとかタフ、レット老若使ってい

る方も多いように思います。ノート Pζ と震いながら iP泌む使っているという方も多

かったように思いますむ

デイジー教科書を読むパソコンですが、大体の方が学校供与のパソコンを使っている

んで、すが、個人の機材者使っている方もおります。というのは、学校のパソコンでのダ

ウンロードを規制しているところがあるからです。学校でパソコンは使えない場合、ダ

ウンロードには家のパソコンな使ったり、d5るいは先生個人のあのを学校に持ち込むと

いう場合がござ、いました。

最後に、図番館の部分で、「デイジー閣議を読んだことがありますか」という質問な

のですが、ほとんどの方がデイジー鴎畿の存在を知らなかったと患います。例えば公共

図義館、学校図番館など約 136館においてデイジー図書を扱っていただいているんで

すけれども、そういうところに、借りに行っていなし、という現状が見えます。

こからは、パワーポイントのデイジ一教科幾普及の課題について見ていただきたい

と思います。
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デイジー教科欝普及の議題

4是供者の観点から
.常静校の毒事入環境1::顔霊童
術パ、ノ:コンへの再生ソフト， DAJSY教科醤デ-9の
ダウン口…ドなどに畿i綴
*ヂイジ…教事}喜撃の湾生に{使用するパソコンの不~.
先生の!CT生毒事器不足

・デイジー数料慈善説作における閣の予算機義援がない
. 技害警豊哲な幸義援護
*無償の製作ソフトの開発終7
車母本務環境で{濃いやすい袋持ソフトがない。

a ヂイジー教科書撃の移援を紛らない行政や教湾関係
容が多い。
地利問者のDAJSY教科畿のま襲続につながらない

普及な進めていくためには、デイジ…教科議例えば学校の導入環境に問題がありま

す。ぞとには、パソコンの湾全ソフト、デイジ…教科書データのダウンロードに制限が

かかっているという現状があります。たぶんとのごとは、先生方はすで、におわかりでは

ないかと患い荻すが課題の一つだと思います。ぞれから先生の ICT知識不足ということ

があります。なかなか fAMISJのダウンロードができず、とちらの怨当著者に問い合わ

せをした先生もおりますが、それでもダメだったというととがございました。;:どちらも

課題ですむ

またデイジ一教科書というのは本当にボランティアベースでしているというととで

す。拡大教科欝は予算措穫が出ているんですけれども、意外と知られていなし、のがデイ

ジー教科畿にはそ予算措置がないというごとです。法律の中では、教科潟特定園書として

「拡大教科番等j と書いてあってその等のなかにデ、イジ…教科書がはいります。「等Jと

うのは便利な苦言葉ですが、異体的な名前がでていないので理解されないととも多いよ

うに怒います。

技術的な課題としては、製作者の方々は fうんうん。」とうなずいていますが、無償

の製作ソフトが古くなっていEまして、開発が終了してしまったものを使っていますので

新しし、ソフト開発の要望があり荻90しかし、プログラム関発にはすごくお金がかかり、

ボランティアベ…スでは作れないという状況があります。

デイジ一教科事警の存夜を知らない行政や教育関係者が多いというととも議題ですむと

れは講飾の皆さまにもおっしゃっていただきましたけれども、意外とデイジ…教科蕎が

知られていません。特殊教育学会で発表者E合せていただきましたが、やはり特別なもの

として兇られていて、一般に繋及が進んでらいないととを感じております。

アンケ…トにもありますけれども、デイジ…教科撃を継続して使用していただきたい

のですが、繋がっていないというととも課題です。デイジ一教科擦の申誘は毎年行わな

ければいけないんですけれども、ぞのまま教科番安使っていて申請をしない先生が結構
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おります。ぞうすると利用者の数には反映してこないんですね。毎年申請が必婆だとい

うことは、申請釜の要項の最後に毒事いであるんですが、そこを読まない先設が多いと思

われます。

-デイジー教科番器及iこ向けて

-密iこ!却すた重要塑
*予算約機霊堂

控室護憲襲撃識の倒的配慮としてのデイ

*そのための記長約/後境整備と提供システム(J)
篠:rr.
*幸投資奇襲員会(J)協力を得るための支援
*各学校におけるICT支援員の被保

• 1.盤{共有雪としてま著書芸なこと
・参加者への要望

F普及に向けてJですが、国の要望については、いつも震っていることなんですが、

デイジ…教科畿に対する予算的措置と、ぞれから合理的配慮としてのデイジ…教科惑の

傑簿です。ぞうすると、そのための法的な後押しがあればもう少し広がるのではないか

と思い荻ず。それから、先ほど申しょげましたようにダウンロードに関する環境懇備と

デイジー教科書提供システムの確立をお願いしていきたいと思います。

ぞれから教育委員会の協力。とれはとても県ごとに反応は違います。そのととがよく表

れているのが利用者に関する県ごとの内訳です。

教育委員会の協力も必獲で、す。教育委員会のほうで、 103定機輿の確保をしていただけ

ればというふそうに思います。

f援供者として可能なととj としては、とのようなワークシヨツを開催するで?とか、

例えば fAMISJではなくて rEasy飴aderExpressJで簡単にコンテンツ読めるような

提供休場iを構築するか、もっと先生がフォルダ管理ができる方法後考え出すとととか、

あるいは、各地で地域に根ずした私どものネットワーク安過して先生や利用者のニーズ

に応えていくことが可能だと思います。

参加者に対する婆望としては、とういったこと後ぜひ広めてほしいと患います。デイ

ジー教科書撃のアンケート結果では、「知人に薦められた」ので、知った"j=jが多かったよう

に怒います。というととは、皆ざまがそれぞれ、ぜひブロモータ…になっていただいて、

必ず一人には紹介していただきたいと患います。今日は 110人の方が参加tぎれていま

すので新たに 110人の方に知っていただけることを期待しまして私のブレゼンを終わ

らせていただ'd'ます。ありがとうございました。
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[パネIレディスッション]

潟村.

それでは湾関したいと思います。とれから討論の時絡になります。

先ほど、パネリストの方からいくつもの問題提起をいただいたんで、すが、次の5つに

絞って、ちょっと震なり会うととろもあるんですけれども際議にみんなで討論を進めた

いと思いますの

一番最初に、まずデイジ…安現場の先生をはじめとして、もっとi玄く知って色らわな

い止まずどうしようもないんじゃないかという指摘がありました。その点について、ど

うやったら色っと宗く知ってもらえるか。特に現場の事普通の先生にも知ってもらう ζと

ができるのだろうかという乙とについて、意見交換校一議闘にしたいと思います。

その次は、ご発君愛のjI償替では井上先生とE日中先生が発表ざれたことに関係するんです

が、いわゆる合想的配慮という制度的なところで、教科審が読めない子どもに読める教

科書を渡す、あるいは試験問題が読めない子に読める試験宿題を援供するのそういう基

線整備ができていないときに、ぞとでとりあえずできるととをして支援するという会議

的配慮としての制度的な問題点、あるいは打開策について、そとでデイジーをどう使え

るようにすべきか、制度設計などが入ると思いEますが、 2番目に合理的配慮としてのデ

イジ…をと?のように進めていくのかという論点受取り上げさせていただきます。

3番目は、やはり人の養成が必要なので、中心になる人材主義成をどういうふうに進め

ていくのかというお話があったと思います。公共密議館の司警察あるは学校密書館の司書

の方の養成をどう進めるかというととでもおりますし、とれから学校の先生、あるいは

様々な教育機震に巣立っていく学生ざんにどのように学んでもらうかというとともあ

ると患います。それから既に現職についている方やボランティア活動をしておられる方

たちにどのようにデイジーを知っていただくのか。そういう人材養成、あるいは今ぞれ

を必要警としている人にどういうふうにデイジーを広げていくのかの支援者と言ってもい

いかもしれません。そういう人材養成の課題を3番目に議識していただとうと思いま

す。

そして4番目に、どう作るのかのやはり作るときの悩みというのは、今、私たちボラ

ンディア活動で、作っていますので¥作り挙がもっとこうなってたら作れるんだけどとい

うのはどうしても避けて遅れない課題t2、と思いますのどうやったらもっと作りやすくな

るのか。作る方をどう考えていくのかについての草案箆交換を4番闘にします。
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最後に、教科署警というととで、今日は集まっておりますので¥実際に必婆としている子

どもたちに教科書をどうやって届けていくのか。それがS番目のテーマにさせていただ

きます。

乙のSつの論点に沿って、乙れからそれぞれ時間校区切って意発交換をしていきたい

と患います3 その際に、関連する質問がありましたら、そのときに出していただぎたい

と恐います。今までの椀ですと、議初に質問を受けてしまうといろんな質問がウツと出

で、時砲がなくなる恐れもあります。今回、できるだけ大勢の方から発言をしていただ

くという患い薮込めまして、今のように課題そ整理させていただきました。緩初にパネ

リストの方のに争力、ら、そのテーマについてお一人ご意見をいただき、その後、会場から

ご意見をいただく。その後は手が挙がったl備にさせていただきます。

では今主将しあげました順番に沿って、認知度をどうやって上げていくかというごとに

ついて、とうやると認知度が上がるのではないか、今のやり方だどととが樗題だという

ととでご意見ある方、ぜひご意兇いただきたいと患いますむ何か名案ありませんか?

先ほど、片山先生からご提案がありましたけれども、それも含めてご意見がいただけれ

ばと患います。

会場・

教員で、す。教員は 10 年たつと免許の吏新があり~す。そのときに必ず 30 単位、授

業授受けなければいけないんです。各学校がそれ後開いていますc 各学校じゃなくて、

いろんな大学が丹戸後開いていろいろ講座を{やっています。私も去年受けたばかりで

す。その中に一つ講座を入れていただけたら、先生たちは必ず受けなきゃいけないわけ

ですから、ぞれそ選択なさった先生たちに稜及できるんじゃないかなと。ぞれだったら

協力してくださる大学を探せば、それなりにできるんじゃないかなと今ふと思いまし

た。

潟村.

大変具体的な提案者Eどうもありがとうございました。今のc二議箆についてのe'意見で

も結構ですし、その他の別の角度からのご意見でも結構ですが、どうでしょう争会場の

方もパネリストの方も。
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会場・

特別支援学校と大学で非常勤去やっていEます。教科書書無償でやっているのは検定教科

書と、 Z設立ドと、 107条本という形がありますが、その中で教科欝として検定本が今部は

上がっていると，患って言いEます。その中でも紙綴体のものと拡大教科義、点字盟議、そ

してデジタルとあります。饗は媒体がどういうものであるかというとと安保護者や本人

が選択できるようにすればいいんですよ。そうすれば、本人が選択すれば、学校の教員

は使わざるを得"*せんから。そうしたら学ぶんですよ。一番のユーザ…である子どもた

ちが選択できて科照合れれば教員は学ばざるを得ない。ぞれが一番だと患います。

井上・

お配りした資料3のととろに、施策提言言とデジタル教科察法案があります。 問n
(ディット)という民間団体が提言したものです。このなかで、まさに今ご意見いただ

いたととと岡機なことが塞いであります。ちょっと始象的な書きぶりですけれども。

実は、以前P汀す事務局で慶応大学の中村先生にお会いして、お話ししたことがあり

荻す。以前から片山先生が主宰されている、インターネットょのデジタル教科書の研究

会のミミーテインク、が名古展でありまして、そのときにお会いしてお話ししたのです。そ

れでというわけで、もないですが、ここに惑かれているような方向性が既に出てきている

のです。とれは2年前ですね。だからいろいろな方が、考えてはいると思うのですね。

ただし、幸喜作権法や教科書芸制度などのしばりが厳しく、大変なようです。ですからいろ

いろな方が、ニーズを叫んでいかないと、実現していかないと患い荻す。

ぞれから、教員懇成や免許更新のときのカリキュラムに組むと良いので、は、というご

毅見についてです。学会なと、がやっている教職員向けの資格があります。例えば持部支

援教育士などです。そういうところでぜひ組んでほしいということで、実は私もそうい

う学会の関係者だったので提案したととがあります。 2""'3年前、やっと遅ればせなが

らと苦言ってはなんで、すが、 ICTの活用というととで資格認定のカリキユラムに入るよう

になりました。ただデ、イジ…そのものがそとに入っているかどうかの詳細は、わかりま

せん。まだそういう段階です。先ほどの方のご猿兇の方に私も賛成です。いろいろなカ

リキュラムに組み込むべきと思い荻す。

3明柵

ありがとうございました。今、みんなでデイジ一教科書として記布しているもの、実

はお本i滋養者リハビリデ…ション協会が中心になって苦労して腐けているわけでサけ

れども、との配布にすごい労力がかかっているんです。今ご提案がありましたように、

選択できるというふうになると、無償教科書を提供するのは各教育委員会の責任になり

ますよね。恕手持する代わりに、作った後は流通して必擦な生徒に箆けるとζろは教管委

長設会がやってくれるという ζとになると、ボランティアグループの負担は随分減ると思
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いますが、なかなか、ぞとがすっとはし功、ないんです。今の教科書パリアフリ…法の規

定や著作権法の規定を見ますと、文科省は、教科書のデジタルデータという一つのカテ

ゴりがあって PDFデータがそういうふうに扱われているわけですが、よく考えてみる

とこれもデータです。デイジ…になっているものもデータだと考える立場もあるみたい

です。ぞう考えると、 PDFデ…タを配るのと同じような形でデジタルデータとしての

デイジーを都道府県教育委員会が、教科書と一緒に、必要警があれば提供するというふう

になるということも、制度的にはそんなに難しいことではないだろう。恐らく次の…歩

として、配ればどうやって再生するんだというととを必ず聞かれる。そうなったときに

どうしたらいいのか。教育委員会として鎮を抱える。予算面、人員菌、それをどうする

んだというととがあってこの足を踏んでいるという。逆にやれるとともやらないでい

る。そういう場面があるのではないかと思うんですが、その点、どうなんでしょうか?

教事著委員会は、そういう擦祭をすれば、すっと「やりましょうJと言ってくれる感じ

なんでしょうか? いかがで、しょう。何か、特に教育委員会関係の方、ご意見あります

か?

実は、西宮市の教資委員会からは力、なり熱心にサーバに置けないだろうかというご意

見があって、法令を晃るかぎりではやって問題なさそうだし、特Lζ市にある市立盟書館

が、著作機法 37条を使ってやれば市立関欝館と学校密書館のネットワークで管理して、

会部37条の範囲で管理できますので、それで必要のある子どもに渡すというのは法規

約にはできるだろうと考えていたんですが、なかなか爽現していないんですね。いろん

なお織策に繋がるのではないかと思われます。

その他Lζ、認知療な上げる、もっと先生透、教湾黍閥会や校長先生、鶏の方にもに知っ

ていただくにはどうしたらよいでしょうか?と、提言ないでしょうか7

野村・

教事奪委員会からは結構問い合わせが多いのですが、教育委長議会自身が提供するという

ととろにはいきっかなくて、無料であるというととろに「いいですね」と言われるぐら

いなのでなかなか難しい問題だと患います。やはりそとのととろは、国が指導しないと

何も変わらないと思います。

それから、媒体後本人が選択できるととは、立候当にいい乙とだと怒うんですが、媒体

が何であるか、どういうものであるカ、というがイドラインを作らないと、なかなかでき

ないという簡を文科雀から、私がデジタル教科書を蛋の予算で、と取し上げたときに言わ

れました。

スウヱーデ、ンの国立点字録滋i謡番館で略称がTPBというととろがあるんですが、最近、

名前が変わりまして、略称、はMTMになりました。とれはスウェーデン語なんで、すが爽

語訳は 5w邑dishAgency for Accessible M告dia(スウェーデンアクセシブルメディア局)
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になります。媒体であれば点字教科擦でも拡大教科警でもマルチメディアデイジーで

も、利用者のニーズに合わせて何でも擬供するというサーピスがこの点字密書で始まっ

ています。但し、スウェーデンでは小学校から議事校Eまでの代総教科書については、点字

開審館ではなく SPSMという特別支援教育庁が管理してい"*すが、高等教替の教科書に

ついては必婆な媒体を点字図書館により無償で提供できていますe

そういったふうに、いろんなメディアを提供できるセンターがあれば、対応できると

思います。また、留が簡潔するというふうにもっていきたいと患っているのですが、そ

こまでどうやればもっていけるのかというのが、私たちには大きな課題です。何度かそ

ういう話をしているのですが、なかなかそこ"*でいかないという現状がございます。

会場・

製作議幾会を大阪教育大の教授と特別支援教育担当の教授と遼携してやっていまし

た。年5開くらい、 1国 10人くらいの製作講習会なんですけれども、 2日閥で、大体 12

持題くらいの講習司会の、参加者 10人のうちの5名は実擦に特別支援をやっている教員

の方、あと、学生の方。あとはの半数は製作者正実際にやりたいと考えてらっしゃる参加

者で¥年5回で教員の方とか生徒の方とか 25人くらいでやっていたときがあります。

連携というか、学校とボランティアグループ、爽際iζ泊中先生とコーディネーターと

生徒ざんe親御さんとボランティアグル…ブとも遼携で1"0 ぞれからボランティアグ

jレ…ブとの連携とか。 1人でも幸せなお子さんがいて、牽せだったら、その 1人の禁せ

な生後;!ん後狽当した教員の方とかコーディネーターとか。 1人の牽せな先生がいたら

その周りの方々とか。その沼の連携が。 1人の泰せな生徒さんが連携をもっとうまい奥

合に回転させて、ぞれが大ぎな動ぎになっていくのではないかと思っています。

河村・

ありがとうございました。今、大阪での連携の爽例扱ご紹介いただいたんですが、今

日の資料 14ページの都道府県別の一覧を見ると、確かに大阪は 177と非常に多い。策

京は 77であるのに比べると断然、差があると患います。やはりそういう連携活動の積

み上げの亙授もあるのかとJ吸います。その点でいうと、宮崎県が入自比でいきますと図

立って多いんですよね。必ずしも爽数はことに表れただけではないというご意見もある

みたいなんですが、でも少なくとも窓崎燦が他県と比べても多いのは、やはり何かそζ

にあったんじゃないかなという、今後のヒントがあるような葬祭じがします。乙ちらに宮

崎の方はいらっしゃいますか? …さすがにいらっしゃらないですねG では、今いろい

ろと?慾見いただいたんですが、この後、テーマを移しまして、また盤なり合うととろで、

ご意箆いただきたいと思います。
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続きまして 2議自のテーマ、とれもとても大事なんですが、合理的配慮として学校で

とにかく何とか配慮をしてくれないのなG ぞれから試験のとぎ、入試のどをに記慮がで

きないのか。その中にテイジーの教科議、教材、あるいは試験碕題というものが必要な

のではない力、というととです。之の点、若をめぐりまして制度的な問題、あるいは今切実な

切迫した問題等ありEましたら、ぜひととでご意見をいただきたいと思いますc まずパネ

リストの方、どなたかいらっしゃいますでしょうか?

問中.

合理的配慮って、難しいととだと思うのですが、やはりヱピデンス、根拠そ明確にし

ておかなきゃいけないというのはあると思うのです。「いいわ。よざそうoJとしい、う感じ

だけで

理的配慮なのかとしい、うとと宅をE積みJよニげたりするととが大事だと思しい、5笈ま1すro
今日お話ししたデイジー版テストと紙のテストは、通常はどっちでも得点に蓑がな

い。テストなので公平牲という索、嫌である程度見られなければならないととろがあると

思うんです。慾通には両方どっちでも一緒だ。けれども、その子はiP認を使うと、あがる。

効果があるということは、メガネをかけたらよく見えるというのと寓じことだと思うん

です。発揮できない紙のテストを押し付けられているのは、公平といえる庁。また、そ

の務懇は、何を聞いているのか。関いの中身でなく、読み劉難のために答えられないな

ら、ぞれは、問いの内容の理解を掻いていないととになる。合理的配慮というものに関

して、どういうふうに考えるか、どんなエピデンスを持って伝えたらいいかを考えたら

いいと思うんです。

毘tL特別交機教育総合研究所で、テストアコモデーションに関する研究も行われてい

ます。外関でもテストのアコモデーションはいろいろあり、読み上げソフトもあるんで

すけど、効果がおったりなかったりというような結果が出ています。それは条件がいろ

いろ違うようです。どんな条件だと ζういうととが起とったとか、使ってみたらとんな

ふうになりましたというのを積み上げれば、そういうととろから見えてくるものが、

えるカになるのではないかと思っています。

会場.

保護者です。今、うちの予は小学校5年きたで、読み撃をに問題があるのではないかと

ずっと凝っていたんですけど、はっきりおかしいと感じたのは小学校 1年生でした。い

わゆる作り読み、飛ばし読みのオンパレ…ドで、音読者そζちらが潤いているのも涙が出

そうなくらいつらいという状況でした。彼の場合、 IQは特に問題ありません。なので

内容がわかれば全然問題なく暮らしていけるという状況です。ですが読むのに薄警があ

るということです。大体、彼が持ってくるテストの点数は、調議?と、と 60点取れてれば
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いいほうなのですが、年に数問、 100点を取って帰ってくるととがあり荻す。自信満々

にテストを見せてくれるんですけど、そのときに必ず書いてある、問題文の設獲があり

ます。

rcoで、お話を鶴いで、その問題に答えましょうj

問題文が読めればちゃんと解けるんです。そういうととで、そういう部分からでも音声

言語が有意であるという篠認はできるのではないかと私は考えています。

会場・

現場の中で気になっているのは、実際にデイジ-~妻、デ、ジタル教科警警が入ってくる

中で¥今度は我々教員は、それをもとにワ…ク奪作ったり資料を作ったりテスト後作っ

たりするわけで、す。今の方のようにテストもデジタルでできればいいと思うんですけれ

ども、そうしたときにこ次的利用ですね、教育における特例がありますから、そういう

のが使えるのかも含めて、少し教えていただければと思い荻す。デイジ一図書を二次的

にも使えるのかどうか。お願いします。

河村・

どなたか法律的に今のご質構に答えられる方いますか? 多分ととには法律家のフき

はいないと思うので¥厳密に法律的立場でなくても結構ですので、ご意見し、ただをたい

と思います。…では私から。

実はず、っと著作機の交渉後やっていてもいつも問題になるととなんで‘すが、まず著作

権法違反で問題になるのは複製機と、著作者人格様です。著作者人格権というのは著作

者の人格をおとしめるようなとと、とれは侭年たってもやってはいけないという意味で、

守られるというのは当然だと思います。もう一つ、複製権というのは得べかりし利益、

得られたで、あろう利益を損なわない範菌だというのが大前提であるわけです、どんな場

合にも。要するに、ぞれが大前提でそれを侵した場合には、斉当事・民事それぞれ努に鰐

われるわけです。 f患者察で鰐われれば、いくらの損察があったから、いくら損害賠償をし

ろと。それに精神的な綴饗賠償も含められるととになります。

れは得べかりし科益の損害が絶対ないという場合には、謀本的に問題ないというの

が民壌の世界であるわけです。

刑事の場合はどうなのか。先生が生徒のアクセス安保障するために、ぞれ者をこ次刷用

して何の都議約な問題があるだろうか。那事、民事事のよでも、とれで著作権者が叶本ど

んな損害を被るだろうかというときに、それがないように十分間慮して著作権法のお

条、先生が教室で著作物きそ孝弘lJi認する場合というのは非常に宗い範題で認められていま

す。それを活用するというととで、自信を持って進めていただいていい。
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問題はそれヰをまたコピ…して、またどこかに広く流すことがあると、これは資任の範

密ではなくなりますが、授業が終わった時点では、それは議本的に利用は終わったとい

う乙とで消滅しているということであれば、基本的に問題はないんだとj思います。

ただ、私どもはもっとこれを進めて、すべての先生がいちいち自分で、また繰り返し、

締S@]も何千四も作るのかと。そんなことでいいのかというのがもう一つ、法律上の鱈

緩とは闘に、教事著上の問題としてあるんだと思うんですG ぞれは法律問題ではない、と

私は理解しています。

法律上の問題としては、とにかく箸作機著者に損害を与えないという配怒。そのよで¥

せっかくできたものを、みんなが繰り返しゃるのは侭と色無駄なことだろう。その潟、

子どもたちは待たざれる。これを何とかしよう、そういうふうに法惨な改正しようとい

うこと。あるいはそれが今の法律でも解釈して著作権者も文句がありませんということ

で、特に法律改工在宅をしなくても、そういう解釈でみんなでやっていこうという合意がで

きる。そのどっちかでしか解決できないと思そうんですc

ただ、毛sっと根本的には、もとから教科警察な作る段階でそのととに配慮していれば問

題ないので、あって、私どもの合理的配綴というのはその場しのぎの解決の話なんです。

合潔的関慮というのは慕本的なものができていない、ユニバーサルデサ、インになって

いないので、そこで何とかみんなで工夫して解決する、ぞれが合理的配慮です。でも本

来は教科警をアクセシブルにするというのは基本的条件整備のはずなので、それは関の

仕事としてきちんとやっていただをたいc

そういうふうなことで、教家での先生の活動としては、いわゆる二次利沼と考えるよ

りは、著作権法 35条で認められている教育活動の中での議作物の利用という範密に大

きく含まれていて、経済的な不利益を与えないことという配慮をすればできるというこ

とでいかがでしょうか。今の解釈はおかしいという方がいたらぜひ、ご慾晃をお願いし

ます。

会場・

大学で5盗事懇鎗情報学を教えております。今、河村さんがおっしゃったとおりで、補足

を私の立場からさせていただきます。

実は私も宅専門家ではないんです。私の櫛肢が、臨書館における著作権法の第ーの権威

者です。彼の主張なんですけれども、わざ、わざ著千件おまで伊j外として盟議館と学校を1条

挙げているのそれはなぜ、かというと、事著作権法がですたのは 18世紀の半ばですの学校や

盟議館ができたのはそれよりず、っと以前ですc ぞれらは正当な文化の伝承・発療のため

に働いてきたわけです。ですから翻繋館と学校だけは著作権法の製域だったというのが、

答作権法ができたときのゆえんです。そういう意味で、わざわざ別としているわけです。
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皆さんが今のデジタjレの時代になって海業的な理由というための道具として務作権

が使われていますが、著作機は本来は文化の発展のために使われる璃奥だったわけで

すa ぞの本旨にかえって萎織とか過剰対応とか、ぞれについてむしろ警警戒するのが、

校や幾議、更生などに携わる方々に認識していただきたいととだと患っていますc

井上.

私は高校で教えておりますが、教科欝会社の関係者の方、実は学校に来るのは営業の

方ですが、いつ色伝えているととがありEます。情報の教科書だというのに紙の教科欝し

かないのですね。これとそ凝っ先に、デジタル版を作るべきではないかと。ぞれがない

のは非常に奇妙な話だと。営業の方も「まったくそのとおりJとおっしゃってはいますG

実は、正式な教科警察ではないですが、いわゆる教師用の指導禽の付録にCひROMがつ

いています。その中に PDFで作つであるものが多いですがデジタル妓がついています。

ある大手の教科書会社のものはかなり早くから HTMし版もとおしています。とれはデイ

ジーほど良くはないですが、合成音声で、なんとか読み上げられます。もうそういうもの

があるのです。僚格は何十万円もするかというと、そんなにはしません。?万円ぐらい。

多少は採算を度外視しているのかも知れませんが、現にあるのですね。

章受近は教科書会社の編集の方と会えるようになりまして、いろいろ話な伺ってみます

と、もちろん教科議会社といえども、営科会議長ですから、利益が出る見過しがなければ

進めません。なかなか動きがとれないそうです。なぜかというと、肝心のデジタル化の

仕様そのものや、見通しが今ひとつ定Eとっていなし、から。だったらあるものを絞ず使っ

てみれば良いのではないか。デイジーは以前からあるのですから。

これは結潟は溜の施策としての、「やる気j の問題だと思うんで、すね。現実に諸外国

ではもう進んで、います。去年の護休みに韓国に行ってをきEました。議隠のデジタル教科議

には5また別の問緩があるようですが、それぞれの醤がそれぞれにスピード感を持って進

めているようです。中にはデイジ…を国策の…っとして進めようとしているととろもあ

ると開いています。日本という園の後押しをするのは、有権者である私たちだと思うの

です。

会場・

現在は一毅企業に勤務しているんですけれども、将来は教員になりたいという患いが

あって本因は参加なせていただ容ました。私の意見というか、経験というか、デイジー

からは少し離れてしまうかもしれないんですが体験談をお話ししたいと患います。

私は視党障害撃をさ主まれっき持っていまして、小学校まで、は弱視だったので拡大教科書

です。議初は智通の教科議を使っていましたが、徐々に摂カが落ちていったので両親に

コピーしてもらって最初は学んでいました。それでも追いつかなくなってきたので¥ど
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うしたらいいかなと符殺が思い、私もすごく強っていたので、筑波大学的属盲学校の方

に教育相談に行~~として、そこで、拡大教科警に出会いました。それで自分に箆やすい

教科警察が存在するんだなと初めて短りました。でもその当時は、今会、ら 12年くらい前

の絡になるんですが、まだ今みたいに無償にはなっていなくて、ほぼボランティアの方

に頼んで自分たちで自己魚認という状況でした。

その後、私は点字に切り替えたんですけれども、両親の怒いがあったので、私の経験

も踏まえて弱視考問題研究会という会が全態にまるりまして、それぞれの地域に設けられ

ているんです。その場でそれぞれの地域のぞ子ど宅金たちゃ保護者が拡大教科書を無償にし

てほしいという潔動をし始めて、最近、無僚になったということがありますの

そういった主義い年月をかけないとなかなか盟にわかってもらえないとは患いますが、

こういったシンポジウムですとかヂイジー製作に携わる方々が地域に行っていただい

て、地主義ベースでどんどん誌げていただけば、国もデジタル教科書がQ1載な子どもがい

るんだと存夜をわかってもらえるかと思いますa 教員の方々に知っていただくのも大切

なんですけれども、当事者、子どもたちですとか保護者の方もどんどん湾を上げていく

必要があるかと思います。例えば¥実際にデイジ一事柄ヰ幾を使う方で集まって、 I;i!Uζ提

案していく、要望畿など、そうやって集まる機会をどんどん設けていくことで予算に含

まれていったりとか、今後、デイジー教科警が無償化になっていくのではない必、広く

会総に去がっていくんじゃないかなと思います。

会場・

今のとととも関係し*すし、今のテーマの合理的配慮。緩初に話題になったのは試験

のことだと思うんですけれども、教科書を提供できるようにしたし¥ぞれはもちろん今、

努力していますが、間待に今、学校では最終的にはあまりいいことだとは思わないけど

試験とは自分たちの教育効祭の確認でもあり、生徒たちの指導に援要な役割安楽たして

いるわけです。試験問題な少なくとち議声を併用した形でできればデイジーでと思いま

すが、できるようにしていくことが援護だろうと怒いますの

例えば大学入試とかゼンター試験とか、そういったとζろで配慮できないのか。務予践

を使えないのかというととを領係者に渇いたととがあります。実際、私、センタ…で音

声問題等を障害誉教事ぎの専門にしている先生と非常に親しいものですから、音声の研究

はあるんです。慨に準備は2されているんでサ。音声な縫った試験ができるようにしたい

と。そのためにどういう ζとが必要かと、ずっと研究してらっしゃるんですけれども、

ぞれが実現されない。実際に採用されない。

その最大の理由が、ニーズが伝わってきていないというんです。センタ…の方にそう

いう婆裂が来ていない。
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{例えば視覚様警察落語に対しでは点字教科警察が無償で提供されたり、拡大教科欝が{乍られ

たりと、今言われたようなととがあるわけです。それは長い年月かけて、視覚簿害者の

間体が~媛者と当泰著者と双方で、長い歴史をかけてつかみ取ってきた権利というか状況

なんで、すねっ

私が発達障害、ディスレクシアの関係lζ関わるようになったのはごく最近なんです

が、すごく感じているのは、保護者が組織化されていなし、。ユーザーが綴織化されてい

ないんです。保護者の声がとういうととろになかなか伝わってこないです。その努力さを

もっとすべきだなと患います。

特別支援学校で綴覚障害関係しか私は関わりがありませんが、特別支援学校の先生方

を随分、多くの方そ知っていますが、ずっと弱視できて拡大文字で、をても、点字が読め

なかったらダメた、よってきうんです。確かに視覚i筆害者にとっては闘が見えなくなって

すたら点字は鍾重要で、ぞれは当たり前のととですけれども、弱視者の教事事はできないと。

本後読むスピ…ドが速くならないので、拡大だけだとなかな力、読めないから、例えば大

学入試でもできないので、議校のものでも、ともかく点字を教えるんだと食われるんで

す。

一方で点字が愛護なζとは般かにわかるんですけれども、中学ぐらいで失明ならある

程度箆に合うかもしれないけれども、高校に入ってカ、ら急速に自が懇くなったら、とて

も間に合わないです。やはり音声でそういう滋が開けるようにするということがすごく

援要だと患います。

その両方が関わっているんです。保護者のほうから声がよがらないから、大学やらセ

ンタ…試験等が対応しない。ぞれが対応してないから音声による教育に消滋的になる。

両方に関わっていると思います。やはり、之ういうととろに皆さん関わった方たちで、演

を組織化していくというととが援護ではないかと患います。

河村・

ありがとうございました。 ffi警の資絡試験の中で、あん摩・はりきゅうの試験は点字と

両方とも受験が認められていると思うんですけれども、ちょうどごとに盟立障害害

者リハビソテーションセンターの現職の教官の方がいらっしゃいますので、その辺リの

事情を教えていただけないでしょうか。資戸衡による、滋かデイジー形式の音声だったと

思うんですが、どのようにして悶家試験で認められるようになったか、経緯などご紹介

いただければ参考になるかと思います。

会場・

悶立障害者1)ハピリテーションセンター函館視力障害センターで教憶をやっていま

す。うちは中途失明の方がほとんどなので¥先ほどおっしゃられたように皆さんが点
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学をできるわけで、はないんでザよね。今、あん摩・はりきゅうの富家試験は拡大文字、

組拡大文字、点字、デイジー CDが認められています。デイジ一仁0が認められた綴緯

というのはあっさりした潔白で、テープがなくなるからなんです。今、ほとんどテープ

は使われなくなってし絞っていて、メーカー側ももう作らないと意寄ってきていまして、

テープがなくなってしまうということです。あと、実際、視覚灘宅撃の世界ではマルチメ

ディアでなくて奮演のデイジーが本当に一般的になっています。うちの利用者もクラス

の半分くらいがヂイジ-CD を使って教科書を読んで、勉強も PLEXTALK~C録音してそ

れを繰り返し関くというやり7ぎをしています。

一番問題になってくるのは、そとまでいくと、先ほど禽った試験問題。私たちの教官

側の問題でもあるんですけれども、普段の模擬試験や中間・期衆試験、それから提出す

る資料老デイジーで波ざなきゃいけないんです。本人たちはみんなぞれを求めているわ

けです。ですから教官側が作れるようになるというスキルが求められてくるのが、やは

り…機大変ではないかと患います。私も試験考作るんですけも、 1つの憩験者を作るのに

たって拡大文字、韻拡大文字、点字問題、デイジ一仁Dの問題、 4種類作ります。こ

れがすぐできるのか、先生側のスキルというのも今後求められていくのではないかと思

います。

河村・

ありがとうござい荻したc 合理的配慮についてそろそろ関じたいと思いますがどうで

しょうか、他にと?議見ありますか?

会場.

まさにニーズを感じているので、お伝えしておきたいと患ったんですが、奈良の小学

校の例なんです。 5~6年の 2年を通じてテストのデイジー化を活用している生徒さん

がいちして、乙の春、仁科学に上がるのですけれども、小学校のときは業者テストで私た

ちに審議にテストがいただけてデイジー化をするととが可能だったんですけれど、中学

校に上がると先生が製作されるので直前にならないとデータがなくて、デイジ一化する

限がないということで、 Eド宇に上がるとどう支援しょうかと、先生が今とても悩んで

らっしゃいます。まさにぜひご栂談したいんです。お金がかからずに音声化できる方法

草をぜひ教えていただきたいと思います。確実にその子どもさんは、初めはテストが3部

程度の点しか取れなかったのが、デイジーを使って8割くらい取れるようになった。し

かもクラスに2名おります。そういうニーズがありEますので、そのi設をつなげていけた

らなと添います。
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河村.

ありがとうございましたの中学でも高校でも、合理的記癒を要望すると必ず、「今Eを

でどうしていたんですかj と濁くんですね。今まで、やっていたととがベ…スになって、

「じゃあ検討しましょう」となりますので、今荻で支援して労たお子さんが中学に行く

とそ苦労ゃんとそれが継続できるかというのは本当に重要だと怒います。

会場.

学習論と機報教育論を専攻しているんですが。今の話とも関係するのかもしれません

けれど、あるととを進めようと思うと、そのととに対する結集というのが要請される。

例えば成績がよがるとかデイジ…教科書を使ってもそれなりの成果が上がるとか。

だけど考えてみると、学ぶというととは到に知識が獲得されたかという以前の問題

で、例えば特別支援教育にデイジー教科書や拡大教科警や点字教科欝というものが必要

とされるというのは、教湾の公平性とか基本的人権とか、そういうような問題であって、

そもそもテストの点がよくなるとか何とか、それは当然、制度にもっていくためには必

袈かもしれないけれど、その以前にある問題じゃないかと怒うんです。学ぶというとと

自体、知識伝途がうまくいったかどうかとか、知識を獲得するとかそういうととではな

くて、文化を共有するとか、そういう乙ととしてとらえ穫す必要があるのではないか。

そういう前提に立たないと、いつまでたっても結果が出ないという話になる。恐らく一

番解決しなくてはいけないのは制度だとj思うんですG 制度とJ1¥報だと思うんです。イ業も

知らなかったんですの井上完全三に教わってとういうデイジー教科著書があるととを知った

くらいで会然知らなかったんです。ぞれはずっと遅れるととなので、今やれるζとは、

僕は小学校の教資実習を担当していますが、教師の教育だと思います。教育実践者は、

どもたちをよくするためにはどういう方法者をとるかを考えるべきだと思うんです。だ

から、自分の中にそういう予がいたら、そういうととが必饗だと思ったら何でも使う。

ぞれは別に点を上げるというととではなくて、知識を共有するというととだと思うんで

す。点をよげるためではない。そういう教師を育てる。私だったらそれしかで'&ないな

というごとなんですが、そういう前援に立つべきだと私は思います。

河村・

ありがとうごてれ、ました。次の人材養成のテーマにちょうどつないでいただくご発言

だったと思います。ぞれからもう…つ、今おっしゃられた犬家なととは、絡遂の解消が

合理的臨慮で、あって、主差別を解消することなんで、すね。ですからその結果、必ず成績が

よくなるとかそういうととではなくて、今、現実に滋別がある、それを解消する。また、

先ほどヱピデンスとおっしゃっていましたが、それも、とういうととが差別なんだとい
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うことのエゼデンスが必要という乙とだと患います。

合理的配綴については、とれで閉じざせていただいて、次に人材養成と政策というと

ごろに入ります。時題が搾してまいり*したので、人材養成と政策も結構人材養成が大

変なので両方併せてご意見をいただをたいと思います。

片山・

今のお話に関係して、そして人材育成の話につなげて考えていました。私、小学校の

教員をやっていまして、子どもが音声有意だとか文学が読めないためにテストができな

いとか、潔解ができないとか、そ21を箆取るというのは、実は、正室わからないという

か難しいです。先ほどのお母さんの詣で、いいお母さんに恵まれたお子ざんだなと，思っ

たんですけれども、それに気づいてもらえる子ども、音声のテスト?と、ったら 100点取

れるんだと。との子は開くのだとよくわかるんだと。我々教師ももちろん専門職として

気づいていかないといけないのですけれど、そのへんは突は非常に難しいと乙ろです。

ですので、人材育成というお話ですけれども、そういう研修というものはもっとあるべ

きだと、今の場に来て強く感じました。

特別支援の研修にはいろいろありまして、自閉症傾向のお子さんなどいろんな棺嬢行

動にどう対応するかという研修は多いのですが、とういう読みの問題だとか、との辺り

の研修というのは公的な研修でも窓外と少なし、。意外と少ないというZごとは、教育委員

会レベルの教誉センターといったととろの方々もそれほどご得じでないのかなという

患いがあります。

ですので、今いくつかの自治体で実際にデイジーについて現解があるととろがあるわ

けですので、そういった先行事例というか、先行しているモデルケースというものを他

の自治体ざんにも伝えていくととをしていかれるといいのかなという気がしてい荻す。

多分、との会を主催されている側の方で、あそとの自治体はちょっと進んで、いるとか理

解があるというのがいくつかわかると思うんです。そういう例を見える形で伝えていっ

て、ぜひ存政の研修の中にもどんどん増えていって、理解が深まっていくといいなと

思っています。

神山・

研修についてで、すが、私は個人的にある特別支援学校で2年続けて、年1自の研修会

の講師としてデイジー製作講習会者をやりました。 1年目は 1人だけ、続けて製作して実

擦に児童に使ってみようという先生が出たんですが、 2年目の今年は早速翌呂カ、ら3人

の先生が、自分のパソコンにもインストールして作りたいとおっしゃったので¥研修会

を続けるのは良いととだと恕いました。ですから教育委員会、 iあるいは学校教育セン

タ←の研修会以外に、我々のようなボランティアが学校に出向いて研修会で講師を務め
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させていただくとか、あるいはし0・ADHD通級指導教室の先生方の研究会があります

ので、その夏期研修会のようなととろでお話をさせていただくなり、研修の場、おるい

は製作講習の場を設けさせていただくと効裂があるのではない庁。一番目のテーマの啓

発という部分にも関わってきますけれども、実際に作りそがの先生方が増えるための後押

しになっているだろうと怒っています。

潟村.

ありがとうございました。文科宅設が今年度、先ほど配られた資料の中に、その…部が

ありますが、活用マニュアルというのと今年度中に製作マコュアルという、ちょうど今、

神山さんがおっしゃったような研修のとそれと配ってでをるだけ広げるというものを文

科省が今、自家灘審者リハビリテーション協会に委託して製作しているとごろですc そ

ういったものが繋っていくということも重要なことかと患い3ます。約にご寂見いかがで

しょう。質砲でもいいです。どうぞ、。

会場・

これは質問なんですけれども。例えば弱視だったら、医邸が客観的に判断できますよ

ねc いろんな検査をして視野狭窄とか。そういう毒事内の方が見える形でどζにでもいま

すよね。読みに困難のある子たちの診断というのは、ちょっと変だなと思っても、どと

に行ったら察観的にわ力、るんだろう。普通の人は知りません。私、知らないんですけれ

ども。そういうのを党えるようにしていく c 専門家がどとにいるかというととそ見える

ようにしていくととがすごく欝擦ではないかと思うんです。今、その辺りはどそうなって

いるんでしょうか。教えてほしいのですが。

会場.

眼科医です。 摂科医に行ってもなかなか診断念れないですね。よくあるのは、眼科医

を受診して鮪織してほしいと患者さんが在って、実際、拘も異常がないというごとで掃

されるというととは結構あるみたいですむ大阪なら LDセンターといって、大阪医大に

あります。どういう医者に行けばいいかというと、小児科の発達障害を専門にしてる先

生のととろというのが妥当な線なんじゃないですかね。

中には根球の、自の機能障害で読みにくくなっている方もいらっしゃいます。本当は

娘科震がカバーしなければならないとζろもあるんですけれども、ぞれを本当にわかっ

て治療提供しているととろはほとんどないのが現状です。今のととろは発達障害を専門

としている小児科医が紹介先というととになると患います。
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会場.

私は発達障害児の父です6 メルマガか何かでとの会を知りまして、初めて来合せてい

ただいて、わけのわからないととを食うかもしれませんけどちょっとお伺いしたいんでー

す。

乙とのホームページでサンプルみたいのを見せていただいたんですけれども、端的に

言うと、議いてある本を統んでいるというスタンスで、読んでいるととろが色反転して

いるだけのものかなという感じなんです。素人がら兇ると。確かにさっきから皆さん

おっしゃっているように、ディスレクシアの7ざとか、~っきのお母さんのお子さんみた

いに絞めればできるんだという人に対して、あと、自が不自由な方に対しては素人著者え

でも、とれは有効なんだろうなと思うんで、すりただ話の中で、 LDとか京汎性発途衛害容

とかにもいいようなお言きがきつぎから出ているんですけれども。それはどういう効果が

あるというか、理屈はどうなっているのか、誰か教えていただきたいのですが。

河村.

今の猿織の方向とはちょっとずれるんですが、もうお一人の方も手が挙がっていたの

で¥そちらのご意見も伺ってから、一絡に議論合せていただきたいと患います。

会場・

乙の会にはたびたび出せていただいて、 1@]ごとに理解が深'*り 5まして、勉強~せ

ていただいているととに関してすごく感謝しています。音訳者のネットワークを作って

おります。

教科畿をボランティアが作るというとdこは、 2ド来で、したらこれはボランティアが手を

出すべき分野ではないと私は患います。ただ自の書官に圏っているお子さんたちがし、るか

らには、誰かが作らなければならない。誰かがやらなかったら子どもたちは行政後待っ

ていたら永遠に学べないという現状があるわけですから、それを2否定するわけではあり

ませんけれども、先ほどからお話にむ出ているとおりに、雨輪のごとく、とれを作りな

がら行政にも機管かけていく ζとを絶対に忘れてはならないと恕いますし、とういう会

にも、そういう方たちにぜひ出ていただきたいと思いE較す。

もう一つは、緑山先生が先ほど、ブレゼンで、おっしゃった肉声というか、朗読ボラン

ディアとの連携、それから元アナウンサ…との連携というととをおっしゃいましたが、

私はそのとおりだと思うんです。マルチメディアデイジーを一般に作ろうとj慾うなら

ば、非常にハードルが議くて、今、ネットワークの方々が作ってらっしゃるのは、もう

本当に大変な努力者去なざって作ってらっしゃると思うんですね。ですから、とれは何と

かして分業がでないものかと常々患っています。神UJ先生が、朗読ボランティアだと

かアナウンサ…だとかとおっしゃったのはまさにそういうととだろうと思います。私ど
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もは、ここにもいらしていますけれども伊綴忠記念財団の方たちと一絡に数料畿ではあ

りEませんが、マルチメディアデイジー臨議後作らせていただいています。音声疑者を提供し

てい5まず。 ζういう協力ができれば、もっともっとたく合んの教科書もそうですし一般

の本もそうで、すが、作られていくのではないかと思い家す。

くれぐれも、ここに祭絞った熱心な皆様で、行政に働きかけていく ζとができたらいい

なと患います。ありがとうございました。

河村・

いわゆる読みの薄害以外の障害。読みの隊饗のお子さんはたいてい他の際議も持って

いることが多いかと患いますが、ご自身のとき体験、支援の方で、こういうお子さんには

とういうのが有効だというお話があると先ほどのお父会んのご質問にも答えられるんで

すが。それから俄の方でも結構なんですが、大阪の方だと大阪~:;たという、かなりの時

間待たないといけないとも聞くんで、すけれども定評あるセンタ…があるのですが、関東

だとどうなのかという情報t樹共もいただ付たらと思います。いかがで、しょうか。こつです。

会場.

今の学校の前に通級指導教室の指導員をしていましたので発達障害の子どもを担任

として教えていました。その経験で言いますと、パソコンというもの自体がとてるとて

も受け入れやすい媒体で、す。教材と言ったらいいんで、しょうか。他のテストで×をもら

うと、とっても嫌な気分がして、ワーワーわめいたりする子でも、パソコンで×をも

らったら平気。パソゴンはそういうものだ念、ら。人聞から×をもらうのだって、パソコ

ンが「合ってないよ、ブーJと曾って、平気なんです。ですから機械対自分ということ

で、入閣と一絡に勉強することですごくストレスを感じる子でもパソコンなら受け入れ

やずいというそ子がいます。ですので、ディスレクシアだけではなくていろんな海軍獲のあ

る子にいいと思い法ず。

今、私がやってみようと思うのが、今いる学校で、多動で教獲にいられなくてなかなか

居場所がない 1年生が何人かいるんですが、その子たちるきっと、とのデイジーシステ

ムであれば同じ勉強をしているところの教科書を座って晃ることがでぎるんじゃない

がなと思っていますo 早速、明日から扮巡の先生とやってみょうかななんて、今日の会

に参加したためにそんなことを考えています。

ただし、逆もあります。私が今担当しているそ子で、私はクラスの子たちに授業で毎日

使っていますが、会わない子もいます。逆iζ。いろいろな条件があると患います。です

から、 100%ではないんですが、試してみる価値はあるかなと思っています。頑張って

ください。
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田中.

環巡しているかどうかわからないんですが。私は ADHDや聴覚障害、知的障警のお

子ざんにもデイジーを勧めたととがありll::すG とてもよかったお子ざんがいらっしゃい

ます。やはり、錨到のニーズ!なのでその子に会えばどういう障容だからいい、というと

とでもなくて、その子に会うんだったら使ったらいいと私自身は思っています。

それから、先ほど質問が出ていましたけれども、お医者ざんの先生から開いた話です

けど、読み書きは、 LDは診断が難しいんだよねと伺いました。どうやって決められる

かは、 DSM明 IVというアメリカの精神医学会が出しているものを、 3基準にされるそうで

す。ぞれをちょっと読んでみたいと患います。 rAその人の生造年齢、測定ざれた知能、

年齢相応の教鳶の程度に応じて期待されるものより十分に低い。 B基準Aの際撃が読字

能力を必要とする学業成緩や日常の活動資著明に妨饗している。仁感覚器の欠路が存筏

ずる場合、読みの困難は通常それに伴うものより過剰である。j というものが、診断纂

準だそうです。

ちょっとわかり;亡くいのですけれど、要するに、例えば知能検査をしたら、その検査

の健よりも十分に読みが下がっているという奮い方が適切かなと思いますO 知能検査

が、平均の 100だったら、読み議きも 100を期待しll::"9。基準としては、 100の知的

なカがあるけど、学年相応のものがまだ読めなくて、読みだけ2学年低いというふうに

なると判断するんです。ただ~留はどのくらいが 2学年遅れた読み困難であるかかが

難しい。難しし、ところもありますけどねと言いながら診断するお医者ざんがいらっしゃ

る。伺った話で、すがお伝えしておきll::す。

会場.

自のトレーとングなんかでも、やってみないとどれが不得手でどの機能がノ…マルな

のかわからない。診断するよりもまず、読めないのであれば読める道具を渡して、使え

るかどうかやってもらって、使えなかったらしょうがないし、使えれば非常にハッピ一。

そとにいる予がハッピ…だったらいいんじゃないかなと思っています。それだけの話

じゃないかと思ってるんですけど。

医者がどう診断するか。読み護蓄を障害は 30%くらいは自の機能障E撃さを伴っていてト

レーニングすればある程度追いつくというかハッピーになる子がいると言われている

んですけど、デイジーに穏しては、読めなければまず、縫ってみるのがいいと怒っていま

す。

湾村.

ありがとうございました。なかなか医学的診断については、いくらでも議論できる余
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地があると患い荻すし非常に難しし、問題だと思います。今後の研究課題というととで¥

これまでとさせていただきたいと思います。

最後に会場の皆ざんから、今後、デイジ…教科書普及に向けて子どもたちの手に庖け

るために、とれが肝心だ、というご意見があり"*したら、ぜひそれをいただいて、その後

でパネリストの皆さんから本当に…議官、二舎になりますが、 Eまとめの発言言をいただきた

いと思います。

まず会場から、デイジ…教科察、今日はテーマが教科書ですから、教科議iござせていた

だき荻すが、教科蓄を子どもたちの手に腐ける上でとれが肝心なポイントだという、ま

だあまり皆さんで、線認していないととがあればご意見そお願いします。

会場.

教科書のマルチメディアの製作者そ始めてまだ1年ほどで¥経験は浅いのですけれど

も。素朴な疑絡がず、っとありまして、バリアフリー法を読み2ますと、提供の流れは、ま

ず留が毎年度購入して学校の設置者に無償で給付すると。カッコして「教育委員会は給

付に関して必要害な泰務を行うJと書いでありますむ何でとのサイクルがマルチメテ、ィア

デイジーに麗しでは間っていないのか。日本障害者リハビリデーション協会合んが取り

まとめて、教科書を教師なり保護者なりに陵接、提供zぎれている流れになっているのが

なぜなのか。なぜ盤はとういった法律にのっとったサイクルを回していなし、のかが気に

なっており荻す。パネリストの方にぜひ轡ぎたいのは、文科省などに折衝に行かれて、

滋は一体どう考えているのか。マルチメディアデイジーに機してなぜζういった法事撃に

のっとった流れにしないのか。何がネックなのかそ濁きたいと思います。とれが解消さ

れれば法律どおりの国の責任のもとに提供される流れになると怒っています。

海村・

ありがとうございました。大変いいご質問者to後で、パネリストの皆さん、お答えを用

しておいてください。では最後のご発言をいただきます。

会場・

事普段は視覚に隠密のある方老若対象にあん摩・はりきゅう揮の議成施設というととで教

える仕事をしております。よろしくお額いいたします。

普及のポイントというところで私が考える態見というか、資関でもあるんですが。子

ど乞たちが通う教室のデザ、イン。学校に本当に通わなくちゃいけないのか。箱の部屋が

あって机が並んでいて、浅いチョークで書く。とれが本当に教室のデサインなのか。歩

けなくて学校に通えない子もいると，思います。そういう子がデイジ一変使って病院で勉

強できる。あるいは家で勉強できる。普通の子でも今、学級綴壌があって学校に行をた
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くない子どもたちもいるので、別!<:学校に行かなくてもいいんじゃないかと。デジタル

教科番って多分、物ではなくて、教室や学校に通うというデザインのととろから変わっ

ていくと、宅sっともっと、デイジーも読みに篠警のある子どもたちでなくて、いろいろ

なたくざんの子どもたちにとって便利な楽しい教科書撃になるのではないかと考えてい

ますc 以上です。

河村・

ありがとうごぢ、いました。それでは、またパネリストの方には今日のご登壇JI績にお一

人ずつ、まとめの言葉をいただきたいんで、すが。大体ぷ分をメドにお願いしたいと思い

5較すο

片山・

今日はありがとうございました。私はデジタル教科書推進の活動をしておりますけれ

ども、今日のお話授受けてますます思ったととは、 2020年までに 1人1合のデジタル

教科警察綴末をとれから入れていくというごとで、国は動いていますが、そうなっていくと

~，<:、そのままデイジーになるかわかり 5ませんが、そのような部分考をすごく大事にして

いくととが大切だと患っています。音声の議節だとかハイライトずるとか、それらが必

婆な子がそれを選んで使えるようになっていくべぎだろうとかその機能が盛り込まれて

いて、自分はハイライトが必要だから使いたいとか、音声が必饗だから使いたいという

ととそ、その子その予が自分で選んでいけるような選択肢のあるデジタル教科書端来、

あるいはソフトウェアの開発を進めていく必獲があると患いました。私も自分にできる

とと授やっていをたいと思います。今日はありがとうございました。

井上.

さきほどの文科省はどう考えているのかというご質問ですが、実は私もそれ各一番知

りたいぐらいなのです。文科省の方にも何回かお会いしたり、メールしたり議話したり

しましたが、つまるととろはお金の問題なのかと患います。視覚障害のための点字教科

書や綴視の方のための拡大教科書撃は、製作費はすごい高いのです。 1冊何百万円ずるも

のもあるそうです。デイジ…教科書の製作警告の詳細を私は知りませんがむさきほどの

2.4%という数字は文科省が出した数字です。小中学校の児童生徒数が約 1，000万人で

ずから、 2.4%というとお万人。それなりに大きな予算が必要かなと患います。ある文

科雀の人がぎうには「数が多いので国難j と言うととのようです。自本の GDPの順位

は確かに下がってますけど、まだ経済大患です。そういう国のお役人が言うベミ雪ととか

とも患います。教科警警の無償給与にかける予算は、小・中学校で400億円くらいです0

400億円というと、文教予算が約5兆F号ですから、 1パーセント以下の額ですね。何で
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そのお金にプラスで出せないのかという気がします。でも皆さんが芦をよげていかない

と、との問題は解決しないのかと思います。

私のお隣の席に、デジタル教科書教育研究会の会長の片山先生がいらっしゃいます。

私も会員で、す。との学会の前身Jこぎいますか、母体となったのは fみんなのデジタル教

科書教育研究会Jと震います。今もインターネット上でのバーチャルな研究会として続

いています。私はとのfみんなのJというネーミングがすばらしいと患いきます。「みんなJ

を付けた遠出は何ですかと片山先生に飽いたのです。「それはみんなが使えるデジタル

教科議、それをみんなでよく考えて、いいものを作りましようというととJだそうですの

とれはいい考えたーと、私もすぐに入会して今もいろいろお世誌になってい荻す。

去年の獲、韓霞に行ミすました。総爵のデジタル教科書は撲は苦戦しているそうで、事業

仕分けの対象になり力、けたようです。私は韓関のデジタル教科書の関係者と話をしまし

た。デジタル教科書のメリットが活かせる道は、アクセシビリティやユニバーサルデザ

インの確保にあるのではないか、デジタルでなければできないととは、*'dにそのとと

だろうと。そしてヂイジーというのがあるとお話ししたら、 fそういえば日本にそうい

うのがあると潤いていますJ とのお答えでした。~議蕊後塁手速資料をお送りしておきまし

た。とのようにとれからも、いろいろな方菌に働きかけていきたいと患ってい荻す。

田中.

最近、 8人以上の前で、錯すととがないので、今日はドキドキして謡をしましたο 今回、

お話を濁いてるとまた勇気が湧くようなζともございましたの子どもの笑顔というのが

一畿大事で、あの子がどうかな、ニコニコしているかというのがとても大きいととだと

思います。ボトムアップとトップダウンがありますが、私は、ボトムから、ヂイジーが

向く子どもたちに、とのツールはぎつといいよ、応援サるはずだよというとと後伝えて

いきたいと思っています。いつも、自分に、今、何がで~るかというととを考えたい。

また、そう怒ってると、教育委員会でデイジーの話をやってくださいというととになっ

たり、教育委員会がダウンロードでをるようにやっていとうと考えて下合ったり、つな

がっていると道が関けるというととがあって、とても不思議だなと思いEます。

私がテストの合理的配慮そ考えたのは、子どもの自尊を考えて、デイジ…版での評価

も入れてほしいなという願いからでした。デイジーは、言語理解がある程度あってワ…

キングメモリーや処理が低いおそ子ざんにはきっと役立つというふうに感じております。

まだとれからも検設しながら、どういう子どもたちに腐けたら、より笑顔が見られる

かを考えていきたいと思います。ありがとうございました。

嗣 58



野口・

今日はありがとうございました。私は人材の幾成や研修というζとで先ほど話をさせ

ていただいたんで、すが、今日のやりとりのやで¥教員免許の更新講習でマルチメディア

デイジーについて取り上げるととが可能ではないかという話がありました。すっかり受

新議留の総点が私自身抜けていまして、なるほどと患いました。専修大学でも東新絡調

を行っていますので、うまく取り入れなれないものかな友思ったととろですG

あともう一点、やはり人材の研修のところで、井上ざんからだったと思うんですが、

特別支援教育士の認定カリキュラムにデジタル教科について組み込んだという話があ

りましたが、マルチメディアデイジ…に限らず、読みの弱難ざとその支援方法について体

系的に研修が受けられるようなカリキュラムのモデルを 1)ハ協が中心になって構築す

るということも必裂なので、はないかと思います。

神山・

おそらく今阜の会場の皆さん方の共通認識になったと，望まうんですけれども、デイジー

教科書を提供するというのは人権鰐題なんでナ。合壊的記療というよりも基礎的環境配

備の範薄。合理的配慮の方は個加にざらに機撃する必要がま5る場合に必要なものです。

ですから人権問題、人権が僚議zされている状潔に子どもたちはあるということです。そ

ういう状況でボランデイアは本来は作るべきではないというご意克、*;!に私もそうだ

と思うんでも9"が、ぞうは言っていられない状法。それでも進むんだというのがデイジ…

教科議ボランティアグループのスタンスだと怒っています。先ほどの音訳ボランティア

の方にも協力してくださるというありがたいお議薬きをいただぎましたのでまた明日か

ら進んでいけるかと患います。ありがとうございました。

湾村・

野村ざんには最後に閉会の言葉も一緒に、まとめてお願いしますので¥私の方でとと

でパネルディスカッションの取りまとめのような区切り者ざせていただきます。今E、

司会をさせていただいて大変有意義なご意見をいただいたと患います。特lζ最後のほう

の質問で、今の形のものを続けていっていいのだろうかということに関わるご質問が

おったと患います。文科翁はどういうふうに、なぜζうなっているんだというととで、す。

実は数年前、私はそのとと在臣家接、文科苦言の当時の特別支援教育課長とお話しする機会

があって、多分、本音だと思うんで、すけれども、公式の会議の場ではありませんがこう

いうふうに設われました。「拡大図書の場合は最大の受益者会主数千人と護まえられる。だ

から受け入れられたj と。これは教科書バリアフ 1)…法成立後の詣で、ずお「予算措置も

“器事総



できるという見通しももって、受け入れるととができた。ととろが、読みの障害答の生誕

は数が多すぎる。教科書、教材だけを提供しても必ずそれが、その次にと、うやって湾全

するのかという再生機の手当が求められる。ぞれ後考えるとものすごい規模の財源が必

獲になる。だから、今のととろは受け入れるととが襲撃しいんですJというご説明を受け

ました。とれは公式の会議ではありません。恐らく文科翁の中にも、いろんな立場の方

がいるんだと患います。 1人の方の考えというふうに受け止めていただいていいんです

が、でも事態安全体としてよく見ると、なぜ研究をくり返すのかと震うくらい研究表

ずっと続けているんです。エビデ、ンスが必護と震いながら、エビデンスはとっくに出て

いるでしょう。あるいはユーザーにエピヂンスきそ求めるというとと自体が無理なんじゃ

ないか。国際的に見てもそうなんで、す。これで闘っている、とれで需とか解決できそう

だというユーザーの声に対して「エど、デンス持ってずなざしリなんて話はないんです。

実際に鰐っているんですから。どうも全体を見ると、やはりそ予算の問題だろうと患いま

す。

予算の問題というのは当然、財務省が、財布の紐を絡めていまずから、文科管まとだけ

ケンカしてもどうしようもないんです。つまり財務省に財布の総を聞けて、とれは大問

題だからちゃんとやらな管やというふうに文科省もー絡に運動を広げないζとには打

絡できないだろう。文科省が fいいよJと苦言えばでをる範窓内の予算規模ではないとい

うととが多分、一番大きな問題だと、私は今、怒っていEます。ですからできるだけ文科

省にも協力をするし、だけどあまりに変じゃないかというところもありますので、それ

については率箆な慾箆きを憎し上げますけれども、文科省が主主敵ではないと考えていま

す。

とういう今のボランティアイませの形というのは、本当におかしいと患います。本当に

おかしいんですけれども現実κ子どもたちがどうなるのか。それはみんなでできる限り

のととはせざるを得ないので、とうやってみんなで集まってやっているんだと思いま

す。

ぞれを抱えながら、た、けどグローI¥}レに関じ問題が爽は海りまして、それを世界中で

協力して解決しようと、規格を開発したりツールを開発したり、あるいは国際条約を

作ったり、とにかく世界中で学者をつないで何とか解決するということ俊一方で、やりつ

つ、忌の前の一人ひとりの子どもの支援者をする。ぞれをしばらくは続けざるを得ないの

ではない力、と思います。

今日は、とういうとりまとめをさせていただく立場で、皆さんに大変いいご意見をい

ただいてありがとうございました。私、大変時開の繁潔が不得手で、オーバーランした

ととをお詫びして、とりあえずここで司会の任者おりで、野村合んのほうに、最後のま

とめのご意見と総会の辞をお願いしたいと患います。野村ざん、よろしくお震いします。

阪寺桂総



野村.

私にとっても、とのシンポジウムがいろんなことを学ぶ機会になったと怒いますo デ

イジー教科書の提供は、 2008年から始まりまして、多分、 2009年には箆が提供してい

ただけるようになるのではない力、という甘い考えで始まったのですが、なかなかそのよ

うには進まないとζろで直面している問題がいっぱいあります。その絡祭として、今回

のワークショップの開催となり、パネルディスカッションでのパネリストや皆様のご意

気を伺う乙とになったわけで、す。

皆様にはいろんな操業をしていただきました。そのうちのいくつかは践にしていると

いうとともあるんですが感謝申し上げます。ただ、ヰ年間乙の活動を行って、確かに進

んできてはいると感じておりEまずc 文科省ともなかなかうまくいかなかった部分もあり

ましたが、やりとりをするととで、どうしたら一人ひとりの「子どもの学習の用に供す

るj力、という観点で、ご緩解と罷整ができるようになって努ましたけれども、やはり私

たちが求めているのは、もちろんボランティアとしてできるととはありますが。ボラン

イアでやるのではなくて、閣が保障するととだと思っております。

そのためにはどうするかというと、会場から教科議バリアフリ…法についておしゃっ

ていた方がおりましたが、教科用特定態畿のデイジー教科書というのはあくまで「等J

なんですね。「拡大教科書等Jではあり*すが、無償給与ではないのです。との法機は、

無償給与の場合のみにすべて遜F号される法律だと思います。無償給与でない教科用特定

関畿であるデイジ一教科畿の場合の適用範呂は、拡大教科警察と同等ではありませんο 多

くの方に「えっ、デ毛イジー教科書って無償じゃないんですかJと聞かれるのですが、確

かに教科慈パ1)アフ 1)…i去に基づ号、法律上は作成して提供はできるのですが、保障は

ないわけなんですむ関の仕事を代わりに行っているとネットワークの皆様は、患ってい

いと思うのですが、文科苦言はそういうふうには患っていないのだろうと患います。

しかしながら、との活動は、やはりいろいろな形で前進していると感じておりまサひ

そのととを一番感じるととができるのは、人との出会いです。との事業主を通して多くの

方々に支援、ぞれから提案、また利用者の要望などをいただきました。その中でで、ぎる

とを私たちは、ネットワーク盟休とともにしてきたのではないかと照、います。

日本障害者1)ハゼリデーション協会の情報センターとしては、ウヱブ (DINF)でデイ

ジー教科穫に関連する著作権の問題について、そして発達障害者の抱える問題などにつ

いて、あるいは当事者がどういうふうに穏題に対応しているかなど、そういった情報提

供を行ってきております。とれはできるととだというふうに思っております。皆様には

そちらにアクセスしていただきたいと思います。@!II繁盛告にはどうなっているかもカバー

しています。とのようにしてデイジー教科書について理解していただくととで少しずつ

でも、前に滋んでいきたいと思っております。

剛蕗守穂



今冊、参加者の皆様にパネリストになっていただ、いたととが少し進歩を意味している

のかなとも患います。いつもですと、パネリストだけでお話が終わって、意見交換もな

く終わってしまうという、これまで、のシンポジウムでごl!'いましたけれども、今闘は皆

様に怠憾のない意見者をいただけたと患いますの令、感謝申し上げます。

乙のシンポジウムは、婆約筆記の皆様、ワークショップのお手伝いをいただいたネッ

トワークの皆様、そして私どものスタッフ、みんなで作り上げたシンポジウムだと思っ

ております。ご参加の皆なまには本当に長時間、お疲れかと患いますが、ととで何かを

学んで、あるいは自分は伺ができるのかという観点から、ぜひぜひご支援し、ただければ

と思います。念日はありがとうございました。
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平成24年度

マルチメディアデイジ回教科書

アンケート

マルチメディアデイジー教科書提供者ヘアンケ…ト依頼

実務 : 2012年 12月上旬

依頼方法: 郵送 (60件) またはメ…ル (450件)

回収 272遜 (回収率53%)



平成24年度マルチメディアデイジー教科欝 提供者に関して (2013年1J善治 8現在)

-提供生概数:937名 -都道府県別内訳

-学年邸内訳

尊重年 禁容器数

小寺f!1 63 
IJ、電酔2 106 
小学3 122 
小学4 136 
小学5 127 
小学6 118 
中学1 111 
中学2 合昏

中学3 話昏

議若校1 2 

総警守 事37

合計 937 

剛 64.



アンケートに協力していただいた方々の内訳

担当者(資任者): 

学年

'性別

uご守三奪三種})IJ

男

女

総計

在籍

;ぶ慈鎗
撃事i農学級÷遂事量毒事
普通学級

特別支援学級

特別支援学校

その他

ノど人数

人数

36 

39 

201 

71 

272 

67 

119 

67 

14 

5 

後屈している教科(機数盟答あり}

使用しているデイジー教科書の教科数

1数料

2教科

3教科

4教科

160 

61 

19 

使用しているデイジー教科書

小学校

小学:I認諮

小学:社会

中学校

ミき教事尊
中学:思議苦

中学築総

中学;潔税務一分野

中伊:滋草寺第ごこ分野

中学;古住環

中学:1液史

I'j:l繁:公民

ゆ有罪:数学

胸 65.

20吾

“ 

ぶ m 入量生
60 
39 

33 

24 

28 

25 

15 

22 



間1 デイジー教科書をどのようにして矧り渡したか{おてはまるもの 1つ恋選択)

関望書 人数

講習会で知った 7語

知人から薦められた 50 

学校から薦められた 39 

ホ…ムページで空語った 29 

その他 76 

関2 デイジ…教科書を使用していまサか? (あてはまるものそ選択)

「 悶軍事 I 人数 i 
i{受用している 202 I 
i使用していない 70 I 

…デイジー教科書を使用している方ヘ糞穏です。(問 3'"'"'問12)………

潤 3 デイジ…教科書唱を利用している機会そ教えてください{複数回答可)

会、関望書!ぃ 人数

事室部学習{遜級指導など} 66 

怠宅学習(保護者と…絡に) 82 

後港学望書(一人で) 50 

学校の授業で使用 43 

その他 ヲ

問4 デイジ…教科書をどれくらいの期路、使用していますか? (あてはまるもの1つを選択)

図書寄 人数

2年以上 16 

学1年年~~21年年
34 

70 

半年来湯 82 

間5 デ、イジー教科書を使用する夢見肢はどれくらいですか?(あてはEまるもの1つを潤尺)

窓答 入数

週 1周 84 
週 2-4鐙 58 

週5回以上 書

その他 122 

-事8・



間6 どのような効果があり恋したか? (4段階評価) (あてはまるもの1つを選択)

事争ぞう怒う

きち群りそう畿わ船、冨・・・・ 塁手まザモ予総わおい

連盟聾 } 

古監くそう思わない酒 会くそう緩めなも

ーま喜一-s4一一定…ぬ 1惚 喜…釣… 42-ω…吾草---ï幸喜一j~6

-ハイライトの効果を感じた

活答 入数

大いi;:そう患う 76 

ややそう悪う 92 

品まリそう畢わない 28 

全くそう!思わない 6 

大いにそう震まう

-読むスピ…ドが適度なスピードになった

会話v 霊童答 入車主

大いはそう患う 17 

ややそう思う 101自

あまりそう思わない 66 

; 金〈そう車わない 13 

.読みがスムーズになった ・文節の区切り方が上手になった

事司祭ん j Y 人数

大いにそう盟う 41 

ややそう購う 123 

事まりそう思わない 31 

全くそう単わない

大いにそうE苦手

喜きまりそうl1Jわ聴い

会くそう緩むIJ:¥

25 -"--1滞日日 -75-- 喜章一一一"12.

問答

一大い記そう患う

ややそう悪う

畠まりそう翠わ主主い

全くそう悪わない

入量生市 ~ 
26 

117 

48 

11 

大ぃJζそう鰻う

喰やそう思う

W
 

E
 

寸而
出

附
開一縄

師

ω

再

唱

な

お

お

抽

出

幅

惑

も
フ
う

そ

そ

り

〈
護

金

お

-抑揚をつけるなど、感情を込めて読める ・読み間違えが少なくなった

ようになった

躍耳害事 入量生

大いにそう患う 11 

ややそう患う 81 

あまりそう患おない 9S 

金くそう思わない IS 

大いにそう患う

争ゃそう慈うぶ

一軍事輩リそう怒わ主主い

金〈そう訟わ君主い宮、£

一治 活子… 百5

器霊祭 人数

大いにそう患う 31 

ややそう患う 109 

あまりそう思わない 51 

全くそう恩わない 11 

有害り号

室〈そう限わない雪

『一一管官 ω …-<<-ij事…一段--n軒

-67帽



-読むととへの紙抗議、若手感、心理的負
・綬議震に自信をもって取り組むようになった

担が減った

大いにそう慾う-E・E ・・E ・-

やや号う富里う圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃

あまりそう思わない

傘〈号う窓わt.tい

-読むととに関心、興味がでてきた

大い|二そう怒う

申やそう草壁う

3õ~書りそう E震わなも

全くそう怒わ主主も

-自分から本を読むようになった

着陸く号

大いiζぞう懇う

診をbぞう怒う

会〈そう諸震わ7.):い l

-授業での発表{発言言}の機会が増えた

大いに号う暗号う

縁者官りそう

-文章義の潔解壌がよくなった

、E韓議除去 入量生受忍
大いにそう悪う 25 

宅診やそう悪う 日時

事まザそう車わ語い 67 

全くそう車わない 10 

*いにそう怒う

飾帯草.



-語蒙や読める漢字が場えた

害要望書、汽

大いにそう患う

ややそう線う

あまり骨う慾b在い

金くそう』臨む悲い

大いにそう思

努まりそう惑わ紘い

金〈そう怒号，~主い

入費量 二週
25 

99 

67 

11 

-会話等で使用する語録が増えた

会 γ、 回替 、:ぺぷ 人数

大いにそう思う 12 

ややそう患う 71 

事ま')そう車お宮い 106 

全くそう窓わない 13 

大いにそう主要う

あまり弔う滋わ1，):¥¥

全くそう思わ本L

百5叩ìl4 --ilìií-"~巷

.腐りの人も子どもの成長を認識した

E若答 人語陸

'*い院号う患う 21 

ややそう患う 89 

品事りそう患わ辛い 83 

金〈そう車わ主主い 9 

大いにTう鳳ラ

金く

.デイジ…教科書を使用した教科への学管

に意欲が出てきた

大いはそう5R患う ι

車掌リそう窓わ意い

余〈

司王:r--a:r--rli百一一1泌

-テスト問題などあきらめずに解とうと

ずるようになった

童書答 子五%災義1(:1 

ったいに号う患う 22 

やや号う車う 82 

あ官りそう車わない 64 

全くそう畢わない 14 

大いに号う駿う

-自立して勉強する鼠党が出てきた

問書寄

世いにそう思う

'p令ぞう患う

おまびそう患わない

金くそう患l:b草い

大いにそう恋う

やや号う懇う

あま')そう態わ本い

全くそう額約稔い

輸 6建網

.'J，.数

18 

93 

83 

8 



-紙の教科書より長時隠デイジー数料饗きを

続んでいるととができる

5寝袋、必
大いにそう怒う

ややそう襲う

毒まりそう謀長わ主主い

金〈ぞう患わない

大いにそう患う

ややそう思う

あ費りそう恩わ1.1:¥

傘〈そう蛾わ1.1:い

人数
40 

81 

72 

9 

.子ども自身がデイジ…教科奮を使用して

勉強するようになった

霊霊祭

太いにそう襲う

ややそう畿う

あまりそう患勃ない

全くそう主張わ抵い

大いにそう滋う

ややそう思う

"";官り号う~，わ本い

a¥:<ぞう思ねない

入量生

17 

76 

91 

18 

剛 70糊



-その他で、何か効果がありましたち、書いてくだざい。{…部抜粋〉

教喜事}主義語むとと(J)t;ま殺を践践するととも縫ったが、自

分で閲きたいととろを繰り返し、襲撃くことができて心

湾聖書守な認でも負翠が緩くなった商事分がおる。

1人で予獲がしやすくなった。

いつも小さい郊でしか3毒殺なし九でも、デイジーで議

官売する練習をしたら少し大きな簿で読んだり話せたり

するととがで者るようになった。

いろいろなζとに挑戦する姿がみられるようになった。

また、 n，、や，Jrooしたい。Jrっく〉して IJと、滞在

あげるととが多くなってきた。

いろいろな教科で、デイジー教科を撃を使いたいと本人

が言い尚している。

ずっとパソコンにおかわなくても読ん守くれるので、

闘いているま寺胤が多いように患いミまずc

パソコンに、;脅かう姿勢が滋て告た。

英諮の善幸習の綴官費になった

学年が上がって教科慈の内容や俊われている渓字や誘

いが聖堂しくなってをているにも際わらず、読めなくて

も学習雪に対して然カ懇さをもっていなし、。 DAISY教

科を撃を使ってから読めなくてもどうにかなるかもしれ

ないと慾えるようになっている会

漢字は相変おらずできませんが、事量級畿の内需~O)テス

トヤは 70 点以上哀れるようになりました。本人の~号震

にはつながコたと室長います。

語家務のため喬淡はそ苦手でまちるが、デイジーと一絡に読

むと次第になめらかに絞めるようになった。

教科書は点字教科書襲警メインl:'使用し、デイジー殺事i

轟はテスト前の後認として、題くととに使っていますG

メインの数料著書としていないため、効探blfl丘いような

滋答になってしまいましたが¥教科喜撃の内容確緩や復

習に洋海に効擦がおったと患います。

現在、ほ隊三李登校状態込在籍学絞め祭主義の内容と薦議長

した綴裁を通級で行われていたので、 3尊重登校するとき

の心の準緩ができた。

ま警告書に関しては、読むととをいやがらなくなり、毒患の

教科害警に積額約に殺り級むようになり*した@ディジー

教科著書を使って、クラスの授業に先行して歯鱗と喜善室主

の確認と大まかな文畿の読み取りをした後だと、授費量

の活動に争参加で昔るようになりました。そして、ある

とを紙の教殺害撃を音読したととろ、本人、古田艇の先生、

私が怒っていたより緩めて、本人でさえ驚いたほどで

した。品年生になって、ほかの友だちと悶じようにで

-71 

きるととがとても送信になってきたととろです。もし

かしたら、車去の教科善撃に)!-ビをつければ、できるかも

しれない段階にきています。

本墜さんに行っても、じっと絵本者総んでいるととが

あり、内幸霊祭鈴いでみると、内君事も理解しているよう

なので、すごい進歩だと思いますョ

今までは滋で?と絞らなかった個別子誘導の時際者楽しみ

にしてくれるようになった。

自発的な行動にはあまり効嫌がないが、親の祭主患が少

し事まくなった。

随分に合った字の大吉古や言語お幾度がわかってきた。

本人だけでも、隆司~ながら繰り返しZ毒殺が出来、教科

議(J)内容がある緩度理解する事が出来るので、図言寄の

費量業の潔鱗'iが上がり総より予喜ち繁いて設けられる機

になったと患います匂

周霊童(J)子どもも後発されて勉強するようになりました命

内容は分かつていないようですが、デイジ…教科護者

眺めるだけでも楽しいようです。

他}ζ 法があるととを矧り、字を議〈際1<:も、;J'l兄ちゃ

んに簿〈望号いてもらうなど、期分l:'話三否以外の方2在宅を

かんがえる力がでてきました。

告患児の指導;ζ潟たっている悶にも街ままで音識に費支り総

み、有効に綬業待問者i活用するととができたc

対象護法墨字、点字とも官号待できていなし、ために、

教科翁導で初かできないかと患いディジーをflJ隠させ

ていただいてます。~分で操{苧して読み道警めていくと

とができているので、ただ教師が議おのを聞くだけよ

りも、興味をもって文章誌な議み滋めていくととができ

セきているように望まいます。

発言苦はないが、パソコン(J)事告にすわってみたり、自分

の税金イスlζ落着席してみたりして、やりたいという姿

葬舎を見せる場面がでてきた。 また、 トイレに行きたい

ととをアピールし出していEます。ひらがななぞりなど

摘震直ブリントをしないと務ち着かないと、保護者は言っ

ています。

不登絞やですが、自宅学習により定期テスト者受け自

僚を取り戻しました。署警母警に教家への復帰宅を考えてい

ます。



間ア デイジ…教科獲について、以下の質問にお答えくだざい。{該滋を選択)

竹喬声について

i 汚濁答 人数

か
…
も
…
か

よ
叩
た
一
で
一
ら

も
一
つ
一
ら
一
づ

て
…
か
…
ち
一
宏

と
一
よ
一
、
と
一
臨
機

44 

2)音声スピ…ドについて

ヌ図書喜 人数
之 W

ちょうどよかった 150 

手滋かかった
5 

った 12 

霊思童くく速速度度理をを変更した
19 

変獲した 1岳

3) Jミイライトの長;!について

ι 2山2川句 宍 問答い 人数

ちょうどよい 135 

もう少し短くしてほしい 50 

もう少し築くしてほしい 7 

その他(鋼畿できるといい。文字を兎ていない毒事〉 80 

4)コントラスト(背景の色と文学の色}そ変更して使用しましたか?

? い た ミ 璽答ー竺 ¥J人数心心 | 
変更なし 161 I 
塗繁Lt;: 39 I 
希望する色に変更できなかった 2 i 

日フォントの大きさについて

~ 問委 …ι 

人数

そのままでも晃やすい 113 

文学唱を大きくして使湾 82 

見づらい(字が小~い) 1 

しまの型 76 

• 72 • 



6) Jレビについて{総本的ζ鱗轍倒的お送りし悲したが、と櫨脇燃かせくだ乱、}

7)行聞について

8)表示の設定について

義毒事事二。 ιj 人数一

サイドパ…{ナビゲ}ション)を綴じる 62 

衛書議後ホにしている 31 

運~j置なし 10号

9) 1ページ(1ファイlレ)の文字量について

慾望書…コ 人数

ちょうどよい 128 

教科3撃の1ページと問じ鐙がよい 29 

スクロ…1むしない線認まがよい 26 

多い 12 

少ない ヰ

その他 73 

10)函像の大きさについて

戸〆言語審事 人数

もう少し大きくしてほしい 43 

ちょうどよい 146 

小'i!くしてほしい 4 

画像がなくてもよい 5 

その他(教科書と話震動してほしい。 ip泌だと崩れる) 74 

耐 73-



11)操作方法について

回答 人数

義喜怒であった 76 

まあ5主あである 容2

むずかしかった 25 

その他(テンギ一樹乍1.::習を3在・単河名が分からなし、} 79 

12)どのようにしてデイジー教科書そ読んでいますか? (複数問答あり)

回答 人数

関節と音声の跨フきで滋む 1昏5

習者F態のみ喜重く 18 

号菱3諮2こ量誌の教科書撃で餓む 11 

その他 78 

• 74・



13)その他、とんな使いかたをしたといったものがあればお欝をください。

漢字の読みや語義習得に事~F号したい。

宿題の音誌をデイジ一教科警を製鋼くととに機管話題え氏。とTも獲でd5ったように感じる。少しず、つでも言語くととで、議

重量力が増えるからとおもってできるだけ利用する草寺院豊後多くしてあげたいと思います。

音だけで闘いて葬震ま売する。

学級に、外出先で院選けるといい。

役会事専の般日程l'f主、本人(J)関心が高かったので、自由に読むようにしました。一人l'紙の数料綴審議題むのと!殉じように、

3尽に選喜んだり、補の部分iζ戻フたり、声を出して「そうか。jとかつぶやきながら務滞在関告ながら緩んでいました。

今まで紙の教科書撃で理解できなかったことが確かめられたようです。

次のような組み合わせで読ませていた。①金文1レピ版関在自宅もながら滋予義援護若く。G1函聞の漢字1レどを教科書に記入す

る。〈き廼屈を見て読む。④音声を襲警きながら教科著書:iiJ誌で緩む。な奇襲史料3蓄え，t二五事に変え、問国を見ながら言語む。復薄誌の

教科書だけで読む。

緩めて読むと告は、挿入のイラスト

ら、さ手渓効果が3置によがると影、う。

言書の内容者主義んだりしている。イラストだけを画面いっぱいに?き?と

パソコン幸運ïm~を大ぅrv l::、に映して、 j総重量は積極だけを見て学習している。緩(J)教科害警は家Z芸学習で使うの後援はすべ

て綴寝室のみで行なっているο紙だとどとを見たらいいか、どとを見ているのかの綴喜還に善寺隊tN:i、かつてし*う。雲監理室だ

とその綴喜震が饗らないので、大変よかったe

磁器喜と蚤)!5で憲章滋後、消音してハイライトに濠れないように言語んでみる。

複数学年の兎童が-;曜に、「読み聞かせを関くjように鞠銭安楽しんだごともあった。

なかなか自分からやろうとはしないので、 tct言、 BG鱗としてj践しTいます。

音を消して、/ミイライトを音読する。

画面をおえかきソフトで緩衝κして数料畿の代わりに主主つ?とG

国領の物議などの導入の静香に活関したの

少し濃度後ゆっくりにして、 i騒いかけながら読む練習をしました。

Ipadで{使用している

日記滋機毒事で{怒った。自主衰の子は、パツウに音楽が流れていると、スムーズに鈴むことがで菅波す

議議宅街とても援がっていたのでデイジーを使用しましたが、議室る喜幸に言語み閣かせに利F目していますa

通級で大判のホワイトボードに、小見出しE樹立の文章後零しだして、内総緩解の綴苦提唱正行ったので、教科書警の内容を正

確に読み取るととができた。また、2~3人で教科3撃の記述内容や僚や移築などの愛車ヰから歴史上の出来事の原図や経過、

結果について討論して考えるととがで~tr:.ì:> 'dらに、 ドとその窓礁についてスリーヒントヲイズを互いに出し

会って話し合うととができた9

所定の王者湾スピードが、主苦F若者E議題いて後i<:意義いで読むのにちょうどよいスピードで、読み間違えずに緩めるごと守、主主

人はとても気終ちよく絞めていたようです。

菱重~jの3主意義者本文後見ながら積雪殻世、その後、文章の内容の質問iζ答えるζとがT!をてい*した。とれ*では、淡み

に空襲くのエネルギーを使うために、内容の議み取りは厳しい状況だった(J)T!音響菅波し?と。

官苦F諒(J)ilI!さを事王室哲して音読がなめらかにできる迭さを務節した。

音読書をはじめての所をよむ時は、何度も議声(J)iJ子響いて、 30分ぐらい響いて、 E堅苦喜をみながらよみ、それがなれた

ら、教科毒と音声でよめるようにしていました。

綱 15繍



14)とんな機能がほしいといった饗認がありましたらお蓄をくださいG

あまり新しい糊告に詳しくないので、 f患の7拘?活用法等l'闘が欲しし、。

んどを全部にふれたり、教科書(1)返りにしたり、全部取れたりすると、漢字(1)緩みの練習司にも使えると患います。

事UF霊している生徒本人は，今年も01J還や{理解を深めるための)練習電線総がたくかんあるといいのにといっておりますc

議本的に教科書撃に絞っていなし、のだから増やすととはないと窓いますが，デイジ…教科書撃と開じ符え方やシステムを活

かしたりーヴブッウ・罪器産霊祭などがあるといいと思います。もちろん，これは有料でもいいのです。

との生徒は、紙の数草寺襲撃にちう少しで移行する段階なのですが、音声の読みのスピ トについて、ナチユラルスピ…ド

に近いスピードで続けて喜善ける機書きがあるといいとぎっています。

全文ルピ版の効果はたいへん大きかった。

• ipad対応ソフトi<:VODがありますが、縦畿音対応しておらず、教科畿管読ができないため犬変磁っております。卑重量

i<:対応、もしくは対応しているソフトを紛介して欲しいです。

偽名が築3語で事監示されるとどんな色なのかわかりにくいので、急3宅*が出てくれるとありがたいです。

本3ただけを需要くとか、 E震の部分だけを毘くと由港択できる機きがあれlまよいと思い笈す。

繍衡のぬで、緩みあげて欲しい場所をマウスで選択したい。

:!J(ページに移ると曹に紙がめくれるような媛じになったらいい。

次ページとメニューが必ずしも…聖堂していなし、ので、矢印キ で一つずつ進めているe 不審君。

自分でウリックしたら、次の行iζ移譲語できるような設定も可能になれば裂いと患いました。

クリックすると、次のハイライトキE緩んでくれる

自分でハイライトがかえられるようになったら空襲しい。

主事慈、文豊臣、一文と言うように、学務長童書室によってかえられると指導撃にも緩いやすい

VOひの縦著書が欲しいです。また、せめて今の積雪量~"('行来が切れるの祭敬喜善して欲しい

5撃の人の予皆、t.の人のF簡の選択ができるとよいと思います。{子供本人(1)後室リや好みがあるようなので}

数料望号滋りの配列より、分かち蓄をしたものの方が読み取りゃすいように思いEます。

漢字の綴り仮名も兇えたりj躍したり出来たら良いなと思います。警言語が主義も洗濯"('j!i:るといいと懸った。

うZウンロ ドの方2去が、 YouTu阪でみられるt二、鱒しい。

オーディオブ'Yウ普通総: 綴滋記者壁際擦があるのでヂイジーのさ量作がうまく出来ません。そのため獲さまオ…ディオブッ

クを購入し 般の文学蓄を織かせていlfす。デイジーに事費税害警のある制位(ある時聞からある善寺襲警まで}射議定して繰

り返し再生出来る機能があると非常κ助かりEます。 *t主、オーディオブッウを聞いていて途中で察てしまう事があるよ

うなのでスリーブ機能があると使利に使えそうです。

・5売脅署員接連盟交の襲警喜重がよく出るので、学年にあった内容の本会1緩めるといいとmう吻終株会1簿量産できるように、抑揚や声

f思の変化がもっとある&ょいと思う。

・将来ある綴議室→量的な文章撃が自分で読む事が出来るように、漢字だけの読みの後縫うはトなどが、簡単にできる機能が

あるとすごくうれしい?す。

画面をEPI援ができるといいと思いEましたB

ファイルサイズの大宮;!の閥綴があるかと緩いEますが、 I憾の教科書分が 1つのデイジーファイルie:*と絞ると、総重量

?主が高まって良いと患いました。

ー 教科書警本文の上をハイライトが移動していくというス空イルより、ほぽハイライトは画面中心部にとどまっている狭義重

で教科警本文の全体が移動していると慾います。教科意書女別立長調t患で、ハイライトが移動していく方法の方が、子供の

おへの災努が少ないような気がいたします{ページが変わると曹には、聖堂線審撃本文とハイライトの位置が大きく変わる

ととになりますが)。

フォン卜の講義類、学問、行語患の務総設定をしたい(たぶん(55をま李ればできるのでしょうけど)

. 事選著書1!'機事警官後五量E慢できれば、と縁った。

書軽量売の音戸時のイントネーシ翠ン毒事に道義和療のある場合があり、それに気を取られて内答i<:集中でぎないととがあったの

で、もう少しいい音声で緩ければと添う。

“76. 



閣官警の0ページ~Oページまでと、ファイI"~とに関示しておいて欲しいG 際総fÊページの見出しに家とめるととがT予

告ず、保護者から翁襲警になっていますG 可能な方法があるならば、教えてほしいですe

また、語句寄?<ッブしたら意号まが後f表されるようになると、議事毒事iの事苦手な没後は助かります3

機能ではないのですが、音声が警護者づらい、と答えた型車陶は、罪事きづらくはないのですが、子供が音声の議""J言受妻子ま
なかったから守す。 r<: ども目隊機総I~ラン+t-J というソフトも使胤していますが、そちらのように明るい絡し1JfJ好

きなよう令、デイジ 教科壌の議声は暗い感じがして、あまり隣くま抗にならないのです。重要望E重量いしても激効果かと思

うので、様子を克ながら絞り緩みたいと思ってい荻す。

教科襲撃とまったく閉じ状露震で、全霊童蛮表示守苦難めるとよい{ と、怒うのですが、それではもしかしたら、字が小古く

なってしまいますね。)

教科署警にメモがで寄る機能があればよい。

3ま味を競べるととができる機能があればよい。

111ビを自由につけられる {εx ヤフーキツズのように、 1• 2年湾、 3-4年間など、そのそi'-(J)漢字の読みのカiζ合わ

せて，"ピがつけられる。

漢字の読みの阪は別にまとめられるとよい。

画面を望書嫁して、ハイライト部分のみがスクロールできるといい。lI:た、キーワード議事分をクリックすると関速する廼

聞が表されて、 5蓄や毒事言語交が出てくるとうれしい。さらに、重量殴も出てくるとなおうれしい。また、銭高率カテスト問

題も{寸いているといい。

ハイライトを手動でスウローlじするとと守、本人の読みのi議官iζ合わせた殺かし1Jができるとよいと思いました。

ハイライト部分がいつも図面の左側に出るので次の文議後先取りして読むζとができない。ぜひ、ページを画定してハ

イライト怒分のみが襲おくようにで菅ればいし、合9Gの文主義者を5もるととがで者ると安心して審議で~~Q

理科のデイジーはとっても言語みにくい。実験や観察の能うまの言語碗}本キーワードをウリックすると上告でくるようκして

ほしい。告イトル・小晃t起し・ 2主主とを読んだだけで内務が分かるようになるといい。そうすれば、間くだけで内容が分

かるようになると思う。

.77刷



問8 デイジ…教科書の再生に使用している機材を教えてください。

閏答 人数

デスクトップPC so 
ノ…卜 PC 135 
I pod， i phone， ipod touch 15 
その偽 72 

間9 悶8でPCと呂答した方に質問です。 05のパージ刻ンを教えてください。

ゴジ
回答 人数

Windows8 2 

wWii rsdows7 84 
ndows Vista 23 

WindowsXP 75 
その他 幸喜

関 10 再生に使用しているソフトウェアな教えてくだざい。

国答 ヘYヲ 人総

AMIS2.昏 30 
AMIS3.1以降 146 
をasyReader 
lPプレイヤ…

Voice of DAI5Y (jpad， iphone用) 12 
その他 82 

潤11 使用している PCについて教えてください。{複数問答可)

( 1 )児童・生徒鼠唱で使用している機材

図書喜ぶ 人数

本人専用の機材 15 
家族共F患の機材 望書

デイジー毒事般の縫材 2 

自主さでは使用しない 80 
その他 7 

同 7臨補



(2)学校等で使渇している機材

語護号事 人数

先生個人の機材 23 

:学校共mの機材 7宮

i デイジー毒事局の機材 11 

学校では後浴していない 83 

その総 9 

問 12 デイジー教科議以外にデイジー図書後読んだととがありますか?

話霊祭 i 人数

包: 55 

147 

隠 12 で r~まいJ と回答した方

そのデイジー盟書はどこで入手したものですか?

、問答 人数

自本障害者リハビワァーシ沼ン協会サイトより襲警入 14 

自本障害者リハビリァ…ション協会サイトよりダウンロ…ド 24 

デイジー関連間体 9 

公共図書警銭 7 

点字図書撃委事(サピヱ) 4 

その偽 5 

……一一一デイジー教科議後使用しなかった方に質問です。…一一ー

なぜ使用されなかったのですか?

箆答 人数

本人が会く興味径百可さない 27 

銀5話番苦が後F善方法が分からなかった 7 

本人が告をF君主まが分からなかった 3 

手専5主ソフト (AMISなど)をインスト…iしできなかった 3 

その他 30 

賂 13 来年度もデイジー教科書を希望され荻ずか?

|事警護する

|務援しない

鼠答 十
ト
ト
L

人総

224 

48 

• 1脅 u
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