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弱視児の見え方は個人差が大きく，個々の見えにくさに対して適切な配慮がなされなければ学校生活上さまざまな困難

が予想される。しかし，弱視児の中には通常の学級に在籍し，弱視教育の専門的支援を受けていない子どもが一定数存在

する。本研究では，小学校の通常の学級に在籍する弱視児 1事例を対象として，見えにくさと認知特性に配慮した教材や学

習方法に基づいて個別支援を行い，その効果を検討した。さらに，本児は自らの見えにくさに関する認識不足が援助要請を

行えない理由の一つと捉え，本研究では主に教材の見比べを通して，見やすさ（あるいは見えにくさ）について話し合い活

動を行い，見えにくさの特性とそれを周囲に伝えていくための支援を行った。その結果，見比べる支援を通じて，本児にとっ

て見やすくするための工夫点を発見することができ，見え方の特性に関する自己理解が促進された。さらに，その特性に基

づいた新たな学習方法の考案や補助具の活用を行うことで，教科学習での誤りが改善された。最後に，本児の見えにくさの

特性とそれを改善するための工夫点を冊子としてまとめ，通常学級担任に情報提供を行った。弱視児が今後社会生活の中

で見えにくさを要因とする課題を克服するためには，障害に対する周囲の理解に加え，学齢期から自らの障害特性を理解し，

必要な支援を他者に要請できるような表現力と実行力を身につけることが重要であると示唆された。 

 

 

はじめに 

 

特別支援教育における視覚障害とは，日常生活や学校生活において視覚を用いた活動がかなり制

約を受けた状態であることを意味している。このうち，視覚情報をほとんど活用することができな

い「盲」，そして眼鏡等で矯正しても日常生活で視覚の活用が困難なほど低視力な状態である「弱視」 

―――――――― 

*茨城大学教育学部 
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に大別できる。 

近年，視覚特別支援学校（盲学校）に在籍する児童生徒数は減少傾向にあり，2015年度に全国の

視覚特別支援学校を対象に実施された調査によれば，1970 年度調査における児童生徒数と比較して，

33.25％にまで減少していることが報告されている（柿澤, 2016）。一方で，2017年度に全国の小・中学校を

対象にして実施された調査では，弱視特別支援学級の設置数が 2002 年度調査に比べて小学校で 2.8

倍，中学校では 3.2倍に増加していた（国立特別支援教育総合研究所，2018）。弱視通級指導教室でも，

地方自治体における障害種の受け入れ方針の変更に伴い，2002 年度調査と比較して小学校で 4.2 倍，

中学校で 11.7 倍となっており（国立特別支援教育総合研究所，2018），弱視児が普通学校を選択するケ

ースは増えていると思われる。これに加えて，全ての小・中学校において必ずしも弱視児を対象とした特

別支援学級や通級指導教室を設置してはいないため，通常の学級に在籍して弱視教育に関する専門的

な支援を受けていない子どもがかなりの数存在しているものと推察される（大山・小林，2017）。 

弱視児の場合，見えにくさはあるものの，適切な配慮をした上で視覚情報を活用した学習，すなわち活

字を用いた教育が行われていく。しかし，弱視児の見え方は個人差が大きく，個々の見えにくさに対して

適切な配慮がなされなければ学習上の困難を引き起こすと考えられる。また，弱視児は，自身の見えに

くさに関する認識が不足しており，成人であったとしても自らがどのように見えているのかを他者

に説明することが難しいといわれている(氏間，2013)。小林ら（2020）が報告しているように，これ

からの共生社会は視覚障害者が自らの障害特性を理解した上で，日々の状態変動に合わせて，数あ

る選択肢の中から適切なものを選んでいく時代であるといえる。その際に，自らが必要とする支援を

交渉していくためのセルフ・アドボカシー・スキルを高めていくことは重要であろうと思われる。 

本研究の対象である弱視児（以下，D 児とする）は，小学校の通常の学級に在籍しており，学習場面

で黒板の視写やプリントへの書字の際に困難さを示していた事例であった。しかし，D児自身が教

師に対して見えにくさを訴えることはなく，自らの見えにくさを理解できているのか疑問に感じた。

そこで，本研究ではD児とのやり取りを通し，D児自身が見えにくさを認識し，その見えにくさを

少しでも周囲の人に伝えていくことができるように支援を実施した。さらに，D児が学習の困難に

気づき，自らの見え方の特性をふまえた学習方法を工夫できるように支援を行い，その効果につい

て検証することを目的とした。 

 

 

対象児 

 

１．プロフィール 

D児はA小学校の通常の学級に在籍する 3年生（支援開始当時8歳4か月）の男児であった。医

療機関において黄斑低形成との診断を受けており，眼球振盪，弱視，遠視の症状がみられた事例で

あった。D児は眼鏡を常時使用しており，拡大鏡は学校に持参することはなく，家庭でも稀に使用

する程度であった。 

２．支援開始前の学習と生活の様子 

読み書きの際には，眼球振盪のために顔を小刻みに動かす様子がみられた。教室内での席は最前

列の中央付近で，黒板の文字は視写できている様子であったが，実際にD児への聞き取りをした際，
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文字が小さく文量も多い場合には見えにくく，とりわけ未習漢字の板書はよく見えないと訴えてい

た。授業中は，課題への取り組みが速く，意欲的に学習に参加する様子がみられた。 

小学2年生までは拡大教科書を使用していなかったが， 3年生になってからは通常の教科書では

見えにくいために，国語，算数，社会では26ptの拡大教科書を使用するようになった。書字につい

ては，学年相当の漢字を書字できるが，接合部に誤りがみられたり，余分な書き足しや書き抜かし

があったりするなど，漢字の全体的な形態は捉えられているものの細かな書字エラーが多くみられ

た。これらの書字エラーについては，D児自ら気づくことは少なく，他人から指摘されてはじめて

誤りであることに気づくことが多かった。さらにプリント学習では，記入する枠が小さく，それに

合わせて小さな文字で書く場面があり，疲労感があるように思えた。 

学校生活では，見えにくさによって階段を踏み外したり，人や物に衝突したりするといった様子

はみられなかった。対人関係も良好で，休み時間には自ら友達を誘ったり，誘われたりして，仲よ

く遊んでいる様子がみられた。弱視児にとって苦手であるとされるボール運動（大山・小林・森，

2013）にも積極的に参加していた。 

 

 

アセスメント所見 

 

支援開始に先立ち，主に 201X 年 7 月～8 月にかけ

て，観察あるいは視機能検査や心理アセスメントに基

づいて対象児の実態把握を行った（図１）。以下に，ア

セスメント所見を示す。 

 

１．視力検査 

 遠見視力と近見視力にはいずれもランドルト環を用い，眼鏡装用時（矯正）と非装用時（裸眼）

の視力検査をそれぞれ実施した（図 1 の#2, 4）。遠見視力は単独指標（5m）を，近見視力はログマ

ー近点視力表（30cm）を用いた。遠見および近見視力測定の結果を表1に示す。なお，ログマー近

 

図１ 支援内容と期間（青：アセスメント，赤：支援） 

セッション ＃1 ＃2 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 ＃10 ＃11 ＃12 ＃13 ＃14 ＃15 ＃16

WISC-Ⅳ 　

MNREAD-Jk

近見視力

音読評価

遠見視力

アムスラーチャート

拡大教科書

黒板視写支援

社会(地図)

国語（漢字）

算数(筆算)

まとめ

7月 9月 10月 11月 12月

表１ 視力検査結果 

 

左眼 右眼 左眼 右眼

裸眼 0.25 0.3 0.1 0.13

矯正 0.4 0.3 0.13 0.1

遠見視力（5m） 近見視力（30cm）
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点視力は小数視力に変換した。視力測定の結果から，眼鏡装用によって左眼の遠見視力に若干の改

善がみられ，矯正時の遠見視力は両眼とも 0.3 以上を示していた。教室の最前列で 10cm2程度の大

きさで黒板に書かれた文字が見えるのには 0.3 以上の視力が必要であると報告されており（湖崎，

1999），実際にD児は教室最前列の座席であれば，黒板の文字を一定程度認識できていたことから，

視力測定値は妥当な結果を示していると思われた。 

２．アムスラーチャート（格子型中心暗点表） 

黄斑低形成による中心暗点や変視症の可能性は低いと考えられたが，確認のためにアムスラーチ

ャートによる検査を実施した（図1の#14）。片眼で白線の格子表を見た際には，「全体的に線がくっ

ついている」，「線の間にもう一本線が入ったように見えた」と回答しており，線の歪みや消失など

の報告はみられなかった。したがって，D児の回答から黄斑低形成による中心暗点や変視症の疑い

は少ないと思われ，視力低下と眼球振盪が加わったことで線が二重に見えたものと推察された。 

３．MNREAD-Jk 

 読書に適切な文字サイズを推定するためにMNREAD（Minnesota Low-Vision Reading Test）による

評価を実施した（図1の#2）。MNREADでは，弱視児・者が最も速く効率的に読むことが可能な最

小文字サイズ（臨界文字サイズ）を求めることができる（Legge, Ross, Luebker, & Lamay, 1989）。そ

の日本語版であるMNREAD-Jには漢字かな交じり文によるMNREAD-J（小田ら，1998）とひらが

な単語の分かち書きによるMNREAD-Jk（中村・小田，1999）の2種類の課題（チャート）がある。

いずれも縦書きで白地に黒文字と黒地に白文字のチャートがそれぞれ用意されており，コントラス

トの反転効果を調べることができる。MNREAD-Jでは小学校 3年生までの配当漢字が用いられてお

り，D児にとって未習漢字も多かったため，MNREAD-Jkを使用することとした。 

MNREAD-Jkでは，文字サイズごとに計 24文字からなるひらがな単語の分かち書きが羅列されて

おり，対象児にはできるだけ早く正確に音読することが求められた。文字サイズごとに音読時間を

測定することで，1 分間あたりで読める文字数（読書速度）を算出することができ，最大読書速度

で読める最小文字サイズを決定することができる（臨界文字サイズ）。測定は 30cmの視距離から大

きい文字サイズより順次実施し，1文字でも何とか読むことのできる文字サイズまで続けられた。 

図 2には白地黒文字チャート（MNREAD1）と黒地白文字チャート（MNREAD2）における文字

 

図２ MNREAD-Jkによる評価（MNREAD1：白地黒文字，MNREAD2：黒地白文字） 
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サイズごとの読書速度がプロットされている。これをみると，文字チャートのいかんに関わらず文

字サイズ（pt）が大きくなるほど読書速度が上昇し，MNREAD1 では 14pt（図 2 下向き矢印），

MNREAD2では 18pt（図 2上向き矢印）でプラトーに達していた。MNREADにおいては読書速度

が低下し始める直前の文字サイズを臨界文字サイズとし，それより大きい文字サイズの平均読書速

度が最大読書速度として算出される。さらに，可読文字サイズと総誤読文字数を算定式に当てはめ

ることで読書視力を求めることができる。そこで，D児の測定結果について，それぞれのチャート

ごとに臨界文字サイズ，最大読書速度，そして読書視力を求めたところ，MNREAD1では，臨界文

字サイズが 14pt，最大読書速度が 168 文字/分，読書視力が 0.5logMAR（小数視力換算で 0.32），

MNREAD2では，臨界文字サイズは18pt，最大読書速度が 190文字/分，読書視力0.5logMAR（小数

視力換算で0.32）と算出された。 

以上の結果から，MNREAD による臨界文字サイズは 14pt～18pt であり，現在使用している拡大

教科書の文字サイズ（26pt）よりも小さかった。ただし，書体や漢字構造の違いなど様々な要因が

絡み合って，実際には臨界文字サイズが必ずしも最大読書速度にはならない場合もあるため（氏間，

2010），次項の音読評価を行うこととした。また，白地黒文字と黒地白文字のチャートでは評価値に

顕著な差がみられなかったことから，羞明による見えにくさは生じておらず，コントラストの反転

による支援効果はないものと判断した。 

４．音読評価 

漢字かな交じり文による最適文字サイズを確認するために MNREAD-J の方法に依拠して音読評

価課題を実施した（図 1 の#3-5）。使用した文章は D 児の在籍校で使用していない 3 年生国語教科

書の未習教材から30文字の漢字仮名交じり文を抽出した。その際，D児が音読可能な習得漢字とな

るよう留意した。文字サイズは，11pt，14pt，18pt，22pt，26pt，30pt，44pt，55pt の 8 種類であり，

文字サイズごとに使用する文章を変えて白地黒文字で作成した。音読課題ではできるだけ速く正確

に読むよう教示し，各文字サイズでの読書時間をストップウォッチで計測して読書速度を算出した。 

各文字サイズにおける読書速度の結果を図3に示す。なお，文字サイズが11ptの文章は読むこと

ができなかったため図中に示されていない。図をみると文字サイズが大きくなると読書速度が上昇

し，22ptでプラトーに達していることが分かる（図 3矢印）。MNREAD-Jの方法に沿って，臨界文

 

図３ 各文字サイズにおける読書速度 
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字サイズと最大読書速度を算出したところ，臨界文字サイズは22pt，最大読書速度が150文字/分で

あり，MNREAD-Jk で評価された臨界文字サイズより大きかった。この点に関して，D 児は眼球振

盪がみられる事例であり，そのようなケースではMNREADの臨界文字サイズより大きな文字サイ

ズを選択した方が適しているとの知見（氏間ら，2007）を裏付ける結果であった。したがって，支

援開始時にD児は26ptの拡大教科書を使用していたが，選定に際しては主観的な好み，読書速度，

利便性など総合的に評価しながら，誤読の多さや疲労感の訴えがなければ，22ptの文字サイズを使

用していくことが望ましいと示唆された。 

５．心理アセスメント（WISC-IV） 

 心理アセスメントのWISC-IV（図1の#1）は弱視を考慮して標準化されたものではない。したが

って，参考値としてD児の全検査 IQ（FSIQ）および各指標得点を示す。FSIQは80で「平均の下」

の域，各指標については言語理解指標（VCI）が93（パーセンタイル順位 32），知覚推理指標（PRI）

が78（パーセンタイル順位7），ワーキングメモリー指標（WMI）が82（パーセンタイル順位 12），

処理速度指標（PSI）が 81（パーセンタイル順位 10）であった。ただし，PRI および PSI はいずれ

も視覚刺激を含む下位検査で構成されていることから，これらの指標は弱視による見えにくさが結

果に大きく影響していることが推定された。視覚刺激が検査に含まれないVCIとWMIの指標得点

の間には15％水準の有意なディスクレパシーが認められた。VCIの中でも下位検査の「単語」の評

価点は12で顕著に高かったことから，単語知識や言語概念形成の能力が優れているものと思われ，

D児の支援において音声言語によるコミュニケーションを用いることは有効と考えた。その一方で，

WMI が低かったことから，音声言語で一度に多くのことを伝えると保持することが難しいと推察

された。そこで，D児とのやり取りには短く簡潔な言葉で伝えることが重要であると示唆された。  

 

 

支援 

 

１．支援期間及び支援場所 

 支援は201X年9月～201X年12月の期間に，対象児が通うA小学校の特別支援教室あるいは空

き教室で行われた。1回の支援時間は 45分間，週1回程度で計12回の支援を実施した（図 1）。 

２．支援仮説 

（1）読み書きに関する支援 

 D児は学習場面で見えにくさによる困難が生じていたにもかかわらず，他人に訴えることはあま

りなかった。このようなことから，D児やそれを支援する教員が見えにくさに関して十分に認識し

ておらず，学習に影響を与えていると考えられた。そこで，D児が普段から用いている拡大教科書

を教材として，通常の教科書を見比べながら，その違いや見やすさについて支援者と話し合う活動

を通して，D児が自らの見え方を知る機会にできるのではないかと考えた。 

さらに，D児は漠然とではあるが黒板の文字に見えにくさを感じることがあり，D児とのやり取

りを通じて未習漢字や細かい文字の場合に見えにくさを感じているようであった。そこで， 教室で

の板書場面を再現し，自席から未習漢字を視写することで見やすい文字サイズや板書位置を把握で

きるのではないかと考えた。見えづらい状況になった際にどのように対応するか，支援者とともに
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考えることで，自ら周囲に訴えることができるようになることを期待した。 

（2）教科学習支援 

漢字書字では大まかな形態を捉えることができていたものの，漢字細部の誤りが多くみられた。

算数では筆算の繰り上がりのために書いた数字を見落とすことが多く，計算を誤る場面が多かった。

社会では，地図を用いた学習で見えにくさを訴えることも多くなることが予想された。そこで，誤

りの要因や見やすさの視点に気づかせる支援を通して，自らの見え方の認識につながるのではない

かと考えた。さらに，D児にとって学習しやすい方法を話し合うことで，自らの力で課題を解決で

きる力も培われていくのではないかと考えた。 

（3）通常学級担任への情報提供 

通常の学級では常に最前列中央の席であり，黒板の文字を一定程度視写することはできるものの，

前述のように見えにくさを感じる場面が多く観察された。プリント学習でも記入する枠の小ささか

ら疲労を感じたりするなど，学習面で困難さを感じている様子がうかがえた。これらの困難にD児

自らの力で対処するだけでなく，教材の工夫など学習環境の改善も重要であろう。そこで，支援経

過で明らかとなったD児の見え方の特性や見やすくするための手立てについて，情報を学級担任に

提供することで学習環境の改善につながるのではないかと考えた。さらに，これらの情報が通常学

級担任を通して他の児童に伝わることで弱視に関わる理解啓発につながっていくことが期待された。 

３．支援内容 

 上記の支援仮説に基づき，①読み書きに関する支援，②教科学習支援，の順でD児に個別支援を

実施した。読み書きに関する支援は，拡大教科書，黒板視写支援の順で，教科学習支援は，地図，

漢字，筆算の順で行った。以下にそれぞれの支援内容について詳細を示す。 

（1）読み書きに関する支援 

①拡大教科書を用いた支援 

 D児は，国語・算数・社会の授業において 26ptの拡大教科書を使用していた。そこで，通常の教

科書と拡大教科書を見比べて，その違いを見つけるだけでなく，その違いにより生じる見え方や利

便性の違いを感じとることで，見やすくするための工夫について知ることができるのではないかと

考えた。なお，今回は国語と社会の教科書を教材として用いた。 

 

      

図４ 地図の「見比べ」課題の一例 

この見比べ課題においてＤ児は左図を見やすい方として選択した． 
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②黒板視写支援 

最前列中央の席から黒板に板書された未習漢字を D 児に視写してもらった。板書の文字サイズ

は，D 児の学級担任が普段板書している文字の大きさ（約 10cm2）を基準とし，視写に誤りがみら

れた場合にはD児が正確に書けるまで，文字サイズを徐々に大きくしていった。また，板書する位

置を黒板の中央から端まで変えていき，見やすさを感じる板書位置の確認を行った。これらの支援

の中で，板書された文字が見えにくいとD児が感じた場面で，正確に視写するためにはどのような

対応をすることで改善されるのかを話し合った。 

（2）教科学習支援 

①社会（地図） 

 D 児にとって見やすい地図を明らかにするために，2 つの例を提示して二者択一で見やすい方を

選択させる「見比べ」課題を行い，見え方の理解を図った（図4）。さらに，拡大教科書で配慮され

ている点を適宜取り入れながら，D児とともに見やすい地図の作成を行った。 

②国語（漢字の書き取り） 

 正字と誤字の漢字カードを作成し，正字選択課題を行った。漢字書字の支援方法には，構成要素

を唱えて覚えるような音声言語リハーサル（青木・勝二，2008）や構成要素を組み合わせてパズル

を完成させる漢字パズル課題（大櫃・稲垣，2018）など挙げられるが，音声言語リハーサルでは字

形の細部エラーが解消されにくいこと（五十嵐・森川，2019），漢字パズル課題は配置エラーに有効

と思われるが，細部エラーの改善には寄与しないと判断した。 

正字選択課題で誤字カードに使用したエラー漢字は，D児がノートやプリント，ドリルなどで実

際に誤って書かれた漢字を参考にして作成された。正字と誤字の漢字カードはそれぞれ二枚一組で，

D児にはどちらの漢字が正しいか二者択一で選択することを求めた（図5）。それぞれ一枚めくると

正解が分かるようになっており，誤字には誤り箇所とその理由が書かれており，それを見ながら誤

字の理由を口頭にて説明するよう要求した。このような正字選択課題による支援において正しく回

答できるようになっても，実際の書字場面でエラーが残ってしまう場合には，書かれた文字につい

て誤り箇所の確認を行った。さらに，やり取りを通してD児が自ら生じやすいエラーの特徴に気づ

かせるとともに，誤りを少なくするための工夫を考えた。 

      

 

図５ 正字選択課題で用いた漢字カードの一例 

「歩」の「止」と「少」の接触部が誤っている（左図の右側文字）．正字と思う方をめくってもらい，答えを確かめ

る．正字には大きな赤丸が示され，誤字には注目する部分に赤丸と注意書きが示されている（右図）． 
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③算数（筆算）  

 線の色や濃さ，補助線の有無などを変えた算数ノートを作成し，使いやすい方を二者択一で選択

させた。また，かけ算の筆算において繰り上がりの数を見落とすことによる誤りが頻発していたた

め，D児が間違えた問題を用いて，誤り箇所とその原因探し，補助具の使用などを行った。さらに，

やり取りを通して間違えないようにするための工夫を考えた。 

４．支援評価 

毎回の支援をビデオカメラ（JVC ケンウッド製 GZ-E345-T）にて撮影し，D 児の言動を映像で

記録した。この記録をもとに，D児との発言を文字に起こした。やり取りをもとにD児の見え方に

対する気づきや変化に着目し，支援効果の検証を行った。 

 

 

支援経過 

 

１．読み書きに関する支援 

（1）拡大教科書を用いた支援 

 D児は，国語，社会，算数の授業において 26ptの拡大教科書を使用していた。拡大教科書は単に

文字を大きくしているだけでなく，挿絵なども含めて弱視児に見やすいような工夫が施されている。

したがって，そのような工夫点にD児が気づくことで，自らの見え方の特性も知ることにつながる

のではないかと考えた。一方で，通常の教科書との違いも多く，通常の学級で他の児童とともに学

習を進めていく上では，拡大教科書を使用する際の留意点を知っておくことは重要であろう。そこ

で，本研究では国語と社会の拡大教科書を教材として使用し，国語・社会の順に2回ずつ，計 4回

の支援を実施した（図１の#5, 6, 8, 9）。 

①国語 

実際に通常の教科書と拡大教科書を用意し，2 つの教科書を自由に比べ，その違いについて口頭

で回答するように要求した。D児は教科書を持って重さを比べたり，教科書の中をじっくりと見比

べたりして，違いを探していた。D児自らが気づくことのできない違いについては，支援者が助言

することもあった。D児が拡大教科書について気づいた違いは，以下のとおりである。 

・1ページの文章の切れ目の違い 

・ページが多くて重い 

・字が大きい 

・字が濃い 

・挿絵の挿入場所の違い 

ページの厚さや重さの違いはすぐに気づいたが，文字については支援者から「字の違いは？」と

質問することではじめて注目することができた。しかし，教科書体とゴシック体といったフォント

の違いについては，見比べてもその違いを認識できなかった。 

2 回目の支援では，音読評価で用いた 44pt の文字と，普段使っている拡大教科書の文字サイズ

（26pt）を比較して，文字を大きくした際のデメリットや指定されたページを開くときの工夫点な

どを D 児とのやり取りの中で考えてもらうように促した。その時の D 児と支援者とのやり取りの
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一部を表2に示す。なお，支援者の発言はTで，D児の発言はDで示した。 

下線部①や②の発言のように，D児は大きい文字になるとページ数が多くなり，教科書が厚くな

ることで持ち運びが不便になることに気づくことができていた。さらに，ページ数が増すことによ

って授業で扱われる該当箇所へのページを探すことが難しくなることも理解できており，その時の

対処法として下線部③のように付箋紙の利用を発案した。 

②社会  

3 回目の支援では，D 児による提案

で，教科書の重さを実際に測定した。通

常の教科書の方が用紙サイズは大きか

ったが，重さは拡大教科書の方が重い

ことがわかった。その他，D児が社会の

拡大教科書について気づいた違いを以

下に示す。 

・背景が白い 

・図の挿入場所の違い 

・（文章の）文字の大きさ 

・（文章の）文字の形 

・（図に書かれた）文字の太さ 

国語の教科書では気づかなかった，フォント（文字の形）の違いに3回目の支援で気づくことが

できた。また，社会の拡大教科書は分冊になっていたが，分冊の最後のページが途中で終わってい

ることにも気づき，その理由について「拡大教科書は厚いから，分かれている」と回答した。この

ようにD児は社会の拡大教科書を観察しながら，教科書の厚さの違い，そして厚みが増すことで分

冊化してしまうことに気づくことができていた。さらに，拡大教科書では図も拡大されていること

から，見開きページにまたがっていることを発見し，これをみながら「絵が切れちゃってる。見づ

らい」と発言していた。図中の文字については，白色の長方形内に黒文字表記（白マド黒文字）さ

れていることに気づき，通常の教科書を見比べて拡大教科書の方が見やすいと回答していた。4 回

目の支援では，これまで指摘した違いについて振り返りを行い，D児が現在使用している拡大教科

書の方が見やすいことを確認した。 

 （2）黒板視写支援 

黒板視写支援は，3回実施した（図１の#6～

8）。まず正確に書写できる文字サイズを確認し

た後，2回目の支援では文字の見やすい板書範

囲を確認した。さらに，2回目と 3回目の支援

において，正確に書写するための対処方法につ

いて話し合いを行った。 

 D児は，画数の少ない文字や習得文字であれ

ば普段教師が板書する大きさ（約10cm2）で視

 

図６ 黒板視写支援にて視写した書字 

「観」 「議」

約10cm2

約20cm2

表２ 拡大教科書を見比べる際のＤ児とのやり取り 

 

　拡大教科書と通常の教科書を見比べる。

T「ページ数が違うね。」

　拡大教科書の文字サイズ（26pt）とそれより大きいサイズ（44pt）を比較する。

D「①なんか教科書がこれ（大きい文字）だったらさ，すごく厚くなりそう。」

T「そうだよね。これだと…」

D「②ページが多くなる。ランドセルに入らないよ。」

T「先生に，何行目から読んでとか言われることある？」

D「うん。なんか言われることある。」

T「その時，すぐにわかる？」

D「ページめくったりするから，遅くなっちゃう。」

D「③付箋はっとけばいい。」
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写可能であったが，未習得文字で画数が多い

複雑な漢字になると，板書サイズを約 20cm2

の大きさまで拡大しなければ視写できなかっ

た。例えば，「観」と「議」では 10cm2の大き

さで板書した際に書き誤りが見られ（図 6

上），D児は「線がごちゃごちゃしていて見に

くい」と発言していた。一方，20cm2まで文字

サイズを拡大したところ，正確に文字を書き

写すことができていた（図6下）。見やすい板

書位置については，黒板の端より中央付近が

見やすいと述べていた。端に書かれた文字は，

「細かい文字じゃなければ見える」と回答し

ており，左端と右端の見え方は同じであった。 

2回目に，板書を正確に書写するための対応

方法について話し合い，見えないと感じた時

に「先生に聞く」，「友達に聞く」などが対処方

法として挙げられた。3回目には，これらの対

処方法について，さらに話し合いを行った。そ

のやり取りの一部を表3に紹介する。 

話し合う中で「先生に聞く」，「友達に聞く」

という対処方法以外に，下線部①～③のよう

な方法が新たに発見できた。このように一つ

ひとつ丁寧に話し合っていく中で，D 児の考

えが深まっていく様子が確認された。  

２．教科学習支援 

（1）社会（地図） 

 D 児にとって見やすい地図とは何かを明らかにするために 3 回の支援を実施した（図１の#8～

10）。1，2 回目は，フォントや線の太さなどが異なる 2 つの地図を見比べ，見やすい方を二者択一

で選択させた。このようにして見やすい地図の工夫点を順次確認し，「輪郭線が太くて濃いこと（た

だし，細かい図の場合は太線がかえって見えにくい）」，「丸ゴシック体を使用すること」，「図内に書

かれた文字は枠で囲むこと」，「図内になるべく文字を入れず，線でつないで図外に文字を書くこと」

で地図が見やすくなることを確認した。3 回目には，D 児とともに見やすい地図の作成を行い（図

7 左），その時に見やすくするための工夫点を記載するよう求めた（図 7 右）。D 児が作成した地図

には5つの工夫点が挙げられ，これまで見比べる支援で実施してこなかった「輪郭線を色分けする」

といった新たな工夫が確認された。 

（2）国語（漢字の書き取り） 

 漢字の細部への誤りに気づき，覚えやすい学習方法を知ることを目的として，計3回支援を実施

した（図１の#11～13）。D児の場合，漢字の大まかな形態は保持できていたものの，漢字の細部に

表３ 黒板視写支援でのＤ児とのやり取り 

 

T「見えないとき，D君どうする？」

D「隣の人に聞いたり，先生に聞く。」

T「何て聞くの？」

　指さしながら，

D「あの漢字見えません。」

T「先生に聞いたら，先生はどうしてくれる？」

D「口で言う。」

T「友達にはなんて聞くの？」

D「あの漢字見えない。」

T「友達はどうしてくれる？」

D「口で言う。」

T「口で言われて分からなかったときはどうするの？」

D「ひらがなで書く。」

T「漢字で書かなくてはだめと言われたらどうする？」

D「①ノートを見せてもらう。」

T「他にもあるかな？」

D「う～ん。」

T「この間見えないとき，どうしてたっけ？」

D「指をさす。」

T「他にもあるかな？」

D「ノートを見せてもらう。」

T「友達のノート間違えてるかもよ。」

D「先生に聞く。机を前に出す。」

　D児が，②身を乗り出して見ようとする。

T「立って見てもいいよね。近くで見てもいいよね。」

D「なんか変。」

T「先生がいいよって言ったらやる？」

D「うん。」

T「立って見えなかったらどうする？」

D「③先生に大きく書いてもらう。」
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おいて誤りがみられたことから，正字と部分的に誤っている誤字の漢字カードを作成し，正字選択

課題を実施した。正字選択課題では，概ね正字を選択することが可能であり，課題を繰り返し行う

ことで，次第に漢字書字の際に細部の誤りがみられなくなった。このように正字選択課題を繰り返

し行うことで，D児自身が誤りやすい箇所に意識が向くようになり，そのことが漢字書字の細部の

誤りを減じさせたと考えられた。 

（3）算数（筆算） 

筆算の際に繰り上がった数の見落とし

が頻繁にみられたことから，D児自身がそ

の誤りに気づき，対処できるようになるこ

とを目的として2回の支援を実施した（図

１の#12, 15）。まず筆算の際に使いやすい

ノートの確認をした上で，筆算時の誤りの

原因（繰り上がりの数の見落とし）とその

対処方法を考えた。D児にとって見やすく

使いやすいノートは，「罫線の色が濃い」，

「罫線の色は黒より青（目立つため）」であった。繰り上がりの数の見落としについては，支援者が

作成した繰り上がりシート（図 8）を使ってみたところ，見落としによる誤りが改善された。さら

に，誤りを減らすための工夫について話し合ったところ，「（繰り上がりの数を足したか）チェック

をつける」，「最後に見直しをする」ことが方法として挙げられた。 

３．通常学級担任への情報提供 

 D児の見え方は，通常学級担任にとって気づきにくい点が多くあり，通常の学級におけるD児の

学習環境を改善していくために，支援の経過で明らかになったD児に関わる情報を提供していくこ

とは必要であると考えた。そこで，D児の見えにくさ，そしてそれを改善するための方法を冊子と

してまとめ，通常学級担任に情報提供を行った。その冊子の一部を図9に示す。なお，冊子には一

般的な弱視児に対する支援方法をまとめたものも添付し，弱視児への支援にはいかなる点に留意す

べきか，理解を促した。 

 

 

   

図７ Ｄ児が作成した地図（左図）と見やすくするための工夫点（右図） 

 

 

 

図８ 筆算で使用した補助具（繰り上がりシート） 
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考察 

 

１．弱視児自身の見え方への気づき 

 弱視児は，複数の見えにくさの要因を抱えており，見え方も一人ひとり大きく異なっている。そ

のような個人差がありながらも，自らの見えにくさに関して認識することは困難であり，見えにく

さを他人に訴えることが少ないと言われている（香川，2016）。D 児においても，支援開始前に通

常の学級での学習状況を観察してみると，黒板の視写やプリントへの書字の際に困難を示している

様子がうかがえた。それにもかかわらず，D児自身が教師に見えにくさを訴えることはなく，また，

D児自身が自らの見えにくさを理解できているのか疑問に感じていた。そこで，本研究では，D児

が自ら見やすさ，あるいは見えにくさに気づき，見え方の特性に応じて適切な対応方法を考える力

を培うための支援を試みようと考えた。 

 前述のように弱視の見え方について個人差は大きいが，弱視児の周りにいる晴眼者の多くは，単

に文字を拡大すれば問題が解決できると考えている場合も少なくない。実際に，D児の場合，支援

開始時には 26pt の拡大教科書を利用していたが，MNREAD や音読評価によるアセスメント結果

からは22ptが最適であった可能性がある。さらに，拡大教科書は，文字の大きさだけでなく，文字

の太さや形態，図版のレイアウトなど，弱視児にとって見やすくなるような工夫が施されていたが，

D児自身はそれらを認識することはなく，通常の教科書と見比べる支援を通して，メリットとデメ

リットの両面から拡大教科書の違いにはじめて気づくことができた。 

このように弱視児は自らの見え方を認識したり，見やすくするための工夫を理解したりすること

は困難なように思える。生まれてから一度も鮮明な映像として見たことがなく，今見えている世界

が弱視児自身にとって「ふつう」の見え方となる。大人になったとしても自らの見え方について表

現できないことが多い（氏間，2013）ことを考慮すると，学校教育において弱視児自身の見え方の

特性に気づくための支援は重要であろうと思われる。そのような見え方の気づきによって，自らの

見え方を他者に説明し，見えにくさに対して援助要請をする行動へと発展していくものと思われる。 

 

 

図９ 通常学級担任へ提供した情報冊子（一部抜粋） 
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２．自らの見え方の特性に気づくために 

 弱視児においては，視覚を通して様々な事象を読み取る力が自然に育たないことが多く，見るこ

とへの興味・関心を高めながら，視機能発達を促す支援の重要性が指摘されている（佐島，2009）。

弱視児の見え方を改善し，見る力やそれを育てるための基本的方法としては，千田・澤田（2008）

が5つ挙げており，その中に「見比べる」支援がある。先述のように，自らの見え方を表現するこ

とが難しいことを考慮すると，具体的に見比べながらそれらの違いに気づかせることで，見え方の

自己理解のみならず，視覚認識力の向上が促されることとなる。本研究では，様々な刺激を組み合

わせて，両者の違いを「見比べる」ことで，D児の見え方の特性を明らかにしようと試みた。 

 本研究では，拡大教科書や教科学習で用いられる教材について，それぞれ異なる教科書・教材を

D児に提示し，それらを見比べて両者の違いを話し合った。例えば，拡大教科書に関しては，文字

の大きさやレイアウト以外にも書体（フォント）に違いがあることに気づくことができた。また，

教材の図版やノートにいかなる工夫が施されると見やすくなるのか，見比べる支援を通じて見え方

の自己理解につながったように思われる。 

 さらに，自らの見え方や認知特性に基づいた効率的な学習方法を考えていくことは，学習による

疲労感の軽減をもたらし，学習意欲を高めることにつながるものと期待される。例えば，D児にお

いては，書字の際に漢字細部の誤りが多くみられ，誤り箇所にも気づかない様子が認められた。こ

のように漢字の字形細部が不正確になることは弱視児における漢字指導の課題点として挙げられて

いる項目の一つであった（深川，2020）。D児におけるWISC-Ⅳの処理速度指標はさほど高くはな

かったが，細部にまで注目できる視覚探索能力を高めていくことにつながっていくことを期待し，

正字選択課題による支援を行った。その結果，漢字の細部にまで意識が向くようになり，細部エラ

ーによる誤字が減少した。このように新たな学習方法や補助具の活用（例えば，筆算での繰上りシ

ート）によって，学習課題が克服できることの経験を通して，学習意欲の向上や自己肯定感を高め

ることにつながると思われる。 

３．見えないこと，見えづらいことを他者に訴えるための支援 

 弱視児において，見えないこと，見えづらいことを他者に訴えることが少ないと言われている（香

川，2009）。その背景には，①見える仲間として「ふつう」でありたいという願い，②見えにくさを

理解してもらえないという諦め，③見えにくさを訴えるための表現力の不足，④見えにくさに関す

る認識不足，があると考えられている（香川，2009）。とりわけ，④のように，自らの見えにくさの

認識が不足している場合には，見えにくさを要因とする課題に対して援助要請をする以前の問題と

いえるだろう。大学における障害学生支援に関わる研究ではあるが，弱視の場合には外見上周囲に

障害が気づかれにくく，本人も合理的配慮の要請を躊躇することで十分な支援を受けられていない

との指摘がある（相羽・奈良，2019）。弱視児が今後社会生活の中で見えにくさを要因とする課題を

克服していくためには，周囲の助けが必要であり，そのためには自らの障害特性を理解するととも

に，周囲にその現状を訴える力が必要となる。したがって，学齢期から自らの障害特性を理解し，

自らの力で克服できない課題があることに気づくことは必要であろう。そして，課題克服に必要な

支援を他者に要請できるような表現力と実行力，すなわちセルフ・アドボカシー・スキルを身につ

けることは重要であると考える。 
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４．通常の学級に在籍する弱視児への支援 

弱視児を対象とした特別支援学級や通級指導教室の設置数は増加傾向にあるものの（国立特別支

援教育総合研究所，2018），上記のような弱視教育に関わる専門的な支援を受けていない通常の学級に

在籍する弱視児はかなり存在すると推定される（大山・小林，2017）。したがって，通常の学級においても

弱視児にとってできるだけ負担感の少ない教育環境を整備していくことは重要であろう。そこで，本

研究では，D児との支援を通して把握した見え方や見やすくする方法について，通常学級担任に情

報提供を行った。本研究では，情報提供を行った後の通常の学級における支援の変容までは追跡す

ることができなかったが，弱視児を取り巻く周囲の子どもたちの障害理解は弱視児自らが見えにく

さに対する援助要請を積極的に行うためにも重要であろうと考える。通常学級担任が子どもの見え

方を把握することで，教室内での環境整備の改善や適切な配慮につながっていくことが期待される。 

一方で，弱視児の見え方をより正確に把握して適切な支援を実施するためには，視覚障害に関し

て専門的知識を有する者によって巡回相談や研修の機会を設けるなど，盲学校（視覚障害特別支援

学校）などの専門機関と連携していく必要があるだろう。例えば，本研究のD児において，拡大鏡

を有していたものの，実際に家庭や学校で使用することはなかった。拡大鏡の使用については，機

器の選定から基本的な技術の習得に至るまで一定の訓練が必要となることから，専門機関との連携

は欠かせないであろう。さらに，拡大鏡や単眼鏡などの支援機器は周りの子どもたちにとって目新

しいものであり，物珍しさからからかわれたり，そのことで仲間外れにされたりすることも多いと

の指摘がある（香川，2016）。D 児が好んで拡大鏡を使用しなかったのは，使用のためのスキルが

十分に獲得できていなかったとも考えられるが，教室の中で目立ちたくはない，同じ仲間として受

け入れられたいという想いから，支援機器の使用に躊躇していた可能性もある。弱視児を取り巻く

周囲の子どもたちの障害理解は通常学級に在籍する弱視児の支援において欠かせないものであり，

共生社会を形成していく上でも重要であると考える。 
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