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１ はじめに 

秋田県立盲学校は、平成22年４月に「あきた総合支援エリアかがやきの丘」へ新設

移転した。この「かがやきの丘」は、聾学校、きらり支援学校（肢体不自由特別支援

学校）と施設設備を一部供用し、また、秋田県医療療育センターと隣接、連携協力を

図っている。３年目を迎え、それぞれの教育や療育の特徴を学ぶ一方で、盲学校とし

て専門的な教育をより丁寧に実践していくことが求められていると改めて感じる。 

本校の教育目標を具体化し実現するため、教育的活動を通して育む力について「視

覚に障害のある幼児児童生徒一人一人の生活年齢と発達段階に応じた教育を行い、将

来、積極的に社会へ参加し、社会で育ち、社会に貢献する人材を育成すること」とし

て確認した。そして、この教育的活動を支える専門的な教育を「早期教育」「重複障

害教育」「教科指導」「ＱＯＬを高める教育的支援」「三療を含めた職業教育」の五

つと捉え、それぞれの専門性において職員一人

一人が活躍し、一体となって日々の教育活動に

取り組むことを目指した。このことは、校内の

教育活動はもとより、県内の視覚支援教育の拠

点校としての役割を担い、センター的機能を発

揮する盲学校として、相談支援と地域支援の充

実および強化を目指すことにも関係する。 

盲学校のセンター的機能に係る取組として、

今年度から新たに「通級指導教室」と「サテラ

イトセンター教室」を開設した。そして、校

内の支援組織を見直し、新たに「ロービジョ

ン支援センター」を設立した。この組織は、乳幼児支援部門、サテライト・通級支援

部門、生活情報支援部門の三つの部門で構成する。それぞれの部門には、部門長を置

き、全職員が各部門に所属し、支援活動に取り組む体制を整えた。 

本報告では、新たにスタートした秋田県立盲学校のロービジョン支援センターにお

ける支援体制と相談・支援活動の実践について紹介する。 

 

２ 実践の概要 

(１)秋田県立盲学校の概要と教育相談における現状 

ア 学校概要 

 （ア）沿革 

    本校は、明治45年５月１日、秋田市に県立盲唖学校として創立された。当

 

【あきた総合支援エリアかがやきの丘】 



 

時は、２階建て民家を借用し、技芸科・普通科に盲生13名、唖生６名が在籍

との記録が残っている。 

昭和23年、学制改革により秋田県立盲学校となり、今年度は創立100周

年を迎えた。 

 

（イ）アクセスと周辺環境 

「かがやきの丘」は、ＪＲ秋田駅から南東方向へ５キロ程の距離に位置し

ており、秋田市郊外を南北に縦断する幹線県道や市道が整備されている。 

新興住宅地内にあり、ＪＲ秋田駅までは車で約15分、市内中心部である県

庁周辺までは車で約20分である。 

周辺には、秋田赤十字病院、日

    本赤十字秋田短期大学、老人保健

    施設かみの里、遊学舎（県ゆとり

    生活創造センター）等の医療・福

    祉・文教施設が立地している。 

また交通環境として、視覚障害

者誘導用ブロックの敷設や音響信

号機の設置、横断道路のエスコー

トゾーンなど交通環境も少しずつ

整備されてきている。 

 

（ウ）秋田県立盲学校の在籍数と設置学部について 

平成24年４月現在、在籍数は28名【表１】。このうち、高等部生は22名

で７割以上を占め、保健

理療科や理療科に在籍す

る生徒は、三療の資格取

得に向け、日々の学習に

励んでいる。また、移転

時に新設した幼稚部、専

攻科保健理療科、専攻科

生活情報科も、指導内容

や方法が安定し、関係す

る多くの方々と機関等か

ら理解と協力が得られる

ようになった。 

     

 イ 秋田県内の教育相談における現状 

（ア）本県の身体障害者手帳（視覚障害）の取得者数 

県内で身体障害者手帳を取得している方は、3,775人である。その内、１

学部・科 人数 男 女 舎生 自宅 

幼稚部 ２ ２ ０ ０ ２ 

小学部 ２ １ １ １ １ 

中学部 ２ １ １ １ １ 

高 

等 

部 

 

 

普通科 ３ １ ２ ３ ０ 

保健理療科   

  

５ ４ １ ３ ２ 

専攻科保健理療科 ４ ２ ２ ２ ２ 

専攻科 理療科 ６ ４ ２ ３ ３ 

専攻科生活情報科

  

４ ０ ４ ０ ４ 

計(人) 

 

28 15 13 13 15 

【あきた総合支援エリアかがやきの丘】  

【表１】 

表

１】 

 



級と２級の取得者数は2,038人で半数以上を占める【表２】。しかし、本校

に生活情報科が設置されるまでは、医療機関での治療後、視覚障害者のため

の生活訓練等を行う専門的な機関が無かったため、専門的な支援を求めて、

他県のリハビリテーション施設を利用するケースが多かった。中には外出に

不便や不安を感じ、家に閉じこもりがちになる方もいた。 

 

【表２ 平成23年３月 秋田県発表】 

等級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

視覚障害

（人数） 

 

1,140 

 

998 

 

389 

 

281 

 

540 

 

407 

 

（イ）専攻科生活情報科の設置 

視覚に障害がある方が日常生活の技能を身に付けるためには、多くの時間

と専門的な支援が必要である。また、教育相談をしていると、成人の方から

は見え方の理解、視機能訓練や歩行訓練、パソコン操作、普通文字や点字の

読み書き、視覚支援機器等の紹介や使い方を習得して生活の不自由や不便さ

の解消を求める要望が多かった。  

これらのことから、盲学校にある人材と情報を生かした支援に取り組み、

視覚に障害がある方のQOLの向上と社会参加を目指し、平成22年度に高等

部専攻科生活情報科が設置された。 

 

（ウ）本校の教育相談件数の推移 

     次の表３は、平成2１年度より平成23年度

までの外部からの相談件数を対象者が所属

する幼稚園・保育園等、小学校、中学校、高

等学校、その他の項目でまとめた。その他の

項目には、学齢以外の乳児、成人の方を示し

た。相談は、対象者本人やその家族、在籍す

る学校等からの相談、その他に病院や福祉施

設、市町村役場からの問い合わせと幅広い。

 相談内容は、指導や支援方法、見え方の状

況や実態把握、就学や転学等、進路や就労、

視覚補助具等の使い方、他機関との連携、個

別の指導計画等の作成など多様な相談であっ

た。 

     平成21年以降、相談件数が合計100件を越

えた要因としては、センター的機能として校

内体制を整備し、関係機関との連携を図り、
 

【視覚支援担当者研修会】  

 

【定期教育相談】  



相談者の多様なニーズに応えることができるようになってきたためと推察さ

れる。具体的には、平成19年度から始まった盲学校サテライト教室が地域に

定着してきたこと、専門的な研修を行った歩行指導員が、白杖による歩行訓

練に対応できるようになったこと、本校の職員として視能訓練士が配置され

たこと、職員一人一人の専門性への意識向上と技能研修が整理されたこと等

があげられる。 

     平成22年度は、幼稚園・保育所等、小学校、中学校、高等学校の相談件数

が前年度より減少している。これは、盲学校での定期的な教育相談として受

け入れ体制を整備したこと、なにより対象となる幼児児童生徒が在籍する学

校等との連携協力を図る中で、それぞれの学校の支援体制が充実してきたこ

とによるものと推察される。一方で、成人の方を対象とした教育相談が増加

傾向にあった。 

     平成23年度の特徴として、幼稚園・保育所等からの相談件数が増加した。

幼稚部を設置し校内体制が整う中で、各幼稚園

・保育所等に出向いて早期教育の大切さを伝え

たり、医療機関等との連携強化を図ったりして

きたことが要因としてあげられる。 

     全体を通して、年度毎に相談件数が増加傾向

にある。盲学校に在籍する幼児児童生徒の教育

活動を充足し、県内の相談支援と地域支援をよ

り丁寧に行うために、新たな体制づくりが課題

となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(２)センター的機能に係る組織と実践 

ア ロービジョン支援センターについて 

平成24年度４月、県内の視覚に障害のある乳幼児から児童生徒および成人の方

とその家族、関係機関等に対する相談支援と地域支援活動の充実を図ることを目

的として「ロービジョン支援センター」を盲学校内に設立した。 

ロービジョン支援センターは、「乳幼児支援部門」「サテライト・通級支援部

門」「生活情報支援部門」の三つの部門全体の掌握と運営を行う組織であり、全

 幼稚園・ 

保育所等 

小学校 

 

中学校 

 

高等学校 

 

未就学児 

成人等 

合計 

 

平成21年度 １７ ３７ ６ １２ ７５ １４７ 

平成22年度 １４ １２ ２ ３ １６８ １９９ 

平成23年度 ３８ ７ ３ ０ ２０２ ２５０ 

【表３ 教育相談件数の推移（件）】 

表１】 

 

※ 対象となる児童生徒が特別支援学校に在籍する場合、その所属する学部に応じ

て、小学校、中学校、高等学校にカウントしている。 

 

 
【盲学校 幼稚部】 

表１】 

 



教職員が各部門のいずれかに所属、それぞれの部門の特色を活かした支援活動に

取り組んでいる。また、スーパーバイザーを視覚支援教育の専門家である大学の

先生と盲学校の視能訓練士に依頼し、指導と助言を受けながら丁寧な相談支援を

目指した【図１】。 

 

 

イ 相談支援・地域支援への取組について 

（ア）よつば教室 

乳幼児支援部門では、0歳児から就学前の乳幼児とその家族、関係機関等

に対して、相談支援を行う「よつば教室」を運営している。 

毎週火曜日午後を定期活動日としており、乳幼児の発達や障害の状況等に

応じて、訪問支援も行っている。また、幼稚部の職員が主に所属しており、

木曜午後の幼稚部登校日に合わせて、合同保育、交流行事を計画している。 

平成24年度は、４名の乳幼児に対して保有視覚やその他の感覚を十使って

遊ぶことができるように、「見る」意欲を高める支援に取り組んでいる。併

せて、保護者や保育にかかわる方に対して、見え方や障害についての情報提

供の他、育児相談、就学相談等を行っている。 

 

（イ）サテライト教室・通級指導教室 

      サテライト・通級支援部門では、「サテライトセンター教室」「サテライ

ト教室」「通級指導教室」を運営している。 

県内には、小学校８学級、中学校３学級の計 11 学級の弱視特別支援学級

があり、サテライト教室を活用しながら保護者、学校間と連携協力した学習

支援、相談支援に取り組んでいる。次の図２は、盲学校とサテライト教室、

ロービジョン支援 

センター 

乳幼児支援部門 

よつば教室 

サテライト・通級支援部門     

   サテライトセンター教室 

   サテライト教室 

   通級指導教室 

生活情報支援部門 

あいサポート教室 

    地域相談支援室 

【図１ ロービジョン支援センター】 

表１】 

 

各連携機関 



弱視特別支援学級のある市町村の位置関係を大まかに示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ サテライトセンター教室 

       今年度より、秋田市内の２つの小学校にそれぞれ弱視特別支援学級が新

設された。また、県央地区の教育相談の多様なニーズに対応するため、本

校を会場とした「サテライトセンター教室」を開設した。１１名の児童生

徒を対象に、月１回程度の来校日を設定し、個々の障害や発達の程度に基

づく指導・支援活動を行う。 

主な活動は、教育的な視機能評価を行い、見え方の理解、単眼鏡や拡大

読書器など視覚支援機器の操作、触察活動、白杖による歩行など自立活動

の内容で、本人への支援・指導の他に保護者や担任等への助言や情報提供

を行っている。 

 

ｂ サテライト教室 

今年度で 6 年目を迎えたサテライト教室は、遠隔地から通う相談者のニ

ーズに応えて、県内３地区（大館、大仙、

横手・湯沢）に設置し、それぞれの地区で

月１回、相談支援と地域支援を行っている。 

午前は、各地域の弱視学級等に在籍する

児童生徒、午後は通常学級に在籍する児童

生徒、成人の方、就学前の幼児等を対象と

し、視覚補助具の使い方、点字や歩行の学  

【サテライト教室】 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

サテライト教室設置校 

秋田県立盲学校 

弱視特別支援学級 

【図２】 

 



習、教科学習の補充など、視覚に関する様々な教育相談に対応している。 

次の表４は、過去４年間の活動件数をまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ｃ 通級指導教室 

平成 24 年度、新たに開設した通級指導教室は、秋田市近郊の小中学校

に在籍する児童生徒を対象として、年間 18 日 36 単位時間の指導を行う。 

今年度は、小学１年生が在籍し、目の使い方、目と手の協応動作の学習、

視覚補助具の活用の練習、各教科の補充的学習、自己の見え方に関する理

解を促す学習等の内容を取り上げ、在籍校との連携を図り、快適な学習環

境づくりに努めている。 

 

（ウ）あいサポート教室・地域支援相談室 

生活情報支援部門は、「あいサポート教室」と「地域支援相談室」を運営

している。視覚に障害のある成人の方とその家族を対象に相談・支援活動を

行うほか、小中学校等での福祉教育の手伝いや関係機関との研修支援、一般

の方への啓発活動を行っている。 

ａ あいサポート教室 

成人やその家族を対象として、週１回から月１回程度の来校日を設定、

個々のニーズに合わせて６ヶ月から１年間の期間で開設している。表５の

とおり、平成２２年度は、１２名の方が延べ９２回受講し、平成２３年度

は、１２名の方が、１７２回受講した。今年度は、１０名の成人の申込み

があり、５月よりあいサポート教室を開催している。 

あいサポート教室の開講日は月曜日、火曜日、木曜日の週３日として、

盲学校職員とボランティアの方で対応している。主な活動内容は、音声ソ

 サテライト教室（午前） 午後の相談 

平成20年度 ６名延べ58件 

弱視学級の児童生徒 

特別支援学校の生徒 

 24名延べ27件 

  幼児２名、小学生４名、中学生３名 

成人５名、保護者５名、関係者５名 

平成21年度 ６名延べ50件 

弱視学級の児童生徒 

 特別支援学校の生徒 

17名延べ44件 

  小学生４名、成人11名、保護者１名

関係者１名 

平成22年度 ６名延べ46件 

 弱視学級の児童生徒 

 特別支援学校の生徒 

13名延べ50件 

 幼児３名、小学生３名 

 成人７名 

平成23年度 ６名延べ48件 

弱視学級の児童生徒 

17名延べ51件 

 幼児４名、小学生２名、中学生２名 

成人７名、関係者２名 

【表４】 

表

１】 

 



フトを利用したパソコンや拡大読書器等の視覚支援機器の操作、白杖歩行

訓練、見え方相談、調理や裁縫など日常生活動作に関する内容など専攻科

生活情報科のカリキュラムの中から、受講者が身に付けたい生活技能を選

択し取り組むものである。併せて、支援機器や福祉等の情報提供も随時行

っている。また、定期的に本校の生活情報科生との合同講座を計画してい

る。 

 

 

 

 

 

     ｂ 地域支援相談室 

地域支援相談室は、地域一般の方々への盲学校の教育活動や視覚障害に

ついて知ってもらうことを目的として啓発活動に取り組んでいる。具体的

な活動としては、ロービジョン支援センタ

ー報「クローバー」の発行や小学校、中学

校の総合的な学習の時間等に関する福祉教

育活動、県職員の初任者研修への協力、ガ

イドヘルパー養成講座での講師派遣等を行

っている。特に福祉教育への協力では、来

校する児童生徒が点字を学んだり、視覚障

害の疑似体験をしたりしながら、また、普

段から点字を使用する職員や盲導犬ユーザーである職員が、体験談を交え

て講話をしたりする活動を通して障害理解を深めている。 

 

ウ 盲学校における視能訓練士（ＯＲＴ）の役割について 

本校の幼児児童生徒をはじめ、外部から相談に来る方の年齢、眼疾病は様々で

あり、見え方も一人一人異なる。本校職員も、眼科医を講師とした研修会等で指

導や助言を受け、眼疾病や視機能に関する基本的な知識をもって教育相談に臨ん

できた。実際の相談内容では、「雪道は、まぶしくて歩けない」「視野が狭くて

うまく文字が書けない」「子どもが小眼球症の診断を受けたけど、どのように見

えているの」などロービジョンケアから障害受容まで多岐にわたる。このような

中で、視能訓練士の教育相談における役割は大きいと考える。 

具体的な活動では、本校の職員である視能訓練士と連携し、教育的な視力検査

や視機能評価等の実施を通して、対象者の見え方の理解、単眼鏡や拡大読書器な

どの操作について本人への指導の他、保護者、担任等への助言や情報提供を行っ

ている。視機能評価では、ランドルト環視表や絵視標、森実式ドットカード、Te

ller Acuity Cards（TAC）等を使用したり、読書速度や読書に適切な文字サイ

ズを測定するものとしてMNREADチャートを利用したりして視力の把握をして

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

受講生数 １２名 １２名 １２名 

実施回数 ９２回 １７２回  

 

【福祉教育活動への協力】

  



いる。 また、視能訓練士としての専門的な技能を生かして、診断書や眼鏡の処

方箋の読取り、視力以外の視機能（視野、色覚、明暗順応、眼球運動、調節、両

眼視など）の様子をまとめ、相談者に見え方について丁寧に説明している。 

 

エ 専門性の向上を目指した職員研修の実践について 

盲学校の教職員が身に付けておくべき技能として、視覚管理、視機能評価、点

字指導、触察指導、視覚支援機器の活用と指導、歩行指導、日常生活動作に関す

る指導等と多岐にわたる。しかし、この技能は机上では学べないものが多く、様

々な研修や日々の教育実践のもと、幼児児童生徒と向き合う中で身に付くもので

あると考える。しかしながら、盲学校の在籍数は全国的に

減少しており、小・中学部の児童生徒数は、ピーク時の３

割とも言われている。本校も同様の傾向にあり、視覚障害

教育の専門性の維持・向上、そして継承の面において課題

を抱えているといえる。 

この課題への方策として、校内研修の見直しを図った。

「点字」「弱視教育」「歩行」「情報教育」の４つの研修

班を組織し、月１回の研修日を設けた。併せて、各研修班

は、身に付けた研修成果を、他の職員に助言する役目を

担っている。また、歩行指導員養成研修会など様々な視

覚障害に関する研修会へ参加したり、さらに、サテライト教室やあいサポート教

室等での日々の教育相談を積み重ねたりして、職員一人一人が専門性の向上を意

識し取り組んでいる。 

  

(３)相談支援・地域支援の充実を目指した関係機関等との連携 

  ロービジョン支援センターでは、定例の事業として、視覚支援担当者研修会、白

杖歩行講習会、サマースクール、わくわくスクーリング（小学生と中学生を対象に

した各教科等の学習会）を企画したり、ガイドヘルパー養成講座や各種ボランティ

ア講習会への講師派遣等を行ったりしている。これ

らの活動を行う上で、関係機関の理解と協力はなく

てはならないものである。 

今年度は、各市町村教育委員会、県教育委員会、

県眼科医師会、県視能訓練士会、秋田大学、県視覚

障害者福祉協会、秋田県点字図書館、盲導犬協会、

ライオウンズクラブ、地元地域団体、各企業等に支

えられながら支援活動にあたっている。 

     

３ まとめ 

秋田県立盲学校は、今年１００周年を迎えた。先人が、地域に根ざし培った視覚障

害教育に敬意を払うとともに、この専門性を私たちは継承し、維持するとともに、さ

【駅構内の歩行学習】 

 

 

【サマースクールの様子】

  



らに向上させていく必要がある。このことは、乳幼児から成人の方まで視覚支援を必

要とする方に、安心できる場、学ぶ機会を保障する場、職業選択ができる場を提供で

きよう日々の教育活動に丁寧に取り組んでいくことであると考える。 

ロービジョン支援センターは、盲学校で培った専門的な教育や技能をもとに県内の

相談支援・地域支援の充実を目指していく。 

最後に、ロービジョン支援センター報第１号を発行するにあたり、本校校長より挨

拶文を寄せていただいた。一部を抜粋し紹介させていただき、まとめとしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロービジョン支援センター報第１号「クローバー」より【抜粋】 

 

学校の運営もそして教育活動も、常に新陳代謝が必要です。今回の組織改編は、本

校が、新しい意識と意欲を持って取り組むという観点でも重要な意味があります。新

陳代謝は、英語でmetabolismです。これは「メタボリック症候群」のメタボリックの

名詞形ですが、metabolismと言う単語の語源は、ギリシャ語の「変化」を意味してい

ます。  

本校が、創立１００年を迎え、単にこれまでやってきたことを受け継ぎ、次の世代

に引き継ぐのではなく、時代の変化と要請を敏感に感じ取り、常に学校だけではなく

外部の風を意識し意見を聞き「変化」することにより、初めて「新陳代謝」を具体化

することでもあります。新たな取り組みとしての「ロービジョン支援センター」に、

これまで以上のご理解とご協力をお願いいたします。 

               

 


