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(4) 盲学校におけるTeTraSを利用した研修の

試み

山口県立盲学校

教諭 泉 信太郎

ア はじめに

本校は、県下唯一の視覚障害を有する人の

ための学校である。現在、幼稚部・小学部・

中学部・高等部の幅広い年齢層の幼児・児

童・生徒が学んでいる。

(ｱ) 視覚障害者と情報機器

人が外部から入手する情報の８割は、視覚

によるものと言われており、視覚に障害があ

る者にとって情報入手や情報発信の手段とし

ての情報機器は重要な役割を担っているとい

える。

ＩＴを利用することによって、視覚障害者

も健常者と同じ情報の入手や共有、さらに情

報発信が可能になり、ノーマライゼーション

推進につながると考えられる。

ディジタル情報は、文字の拡大・縮小や音

声情報、点字への変換が容易にできるので、

児童生徒に応じた教材提示ができ、効率のよ

い授業が可能となる。

また、盲学校の教員の中にも十数名の視覚

障害者がおり、校務処理の上からも情報機器

の活用は切実な課題である。

(ｲ) 視覚障害者に必要な知識・技能

視覚障害の実態は多様であり、使う文字も

点字であったり、普通文字であったりする。

また、弱視者の場合でも見え方は様々であ

り、コンピュータを健常者と同じように利用

することが難しい場合も多い。

画面が見えにくい場合は、画面の解像度を

下げたり、アイコンやマウスカーソル、表示

文字の大きさを拡大したり、デスクトップを

ハイコントラストにしたりするなどの画面設

定の変更が必要になる。

画面が見えない場合には、画面読み上げソ

フト等の音声ソフトウェアや音声入力のでき

るワープロソフトウェア、点字ワープロの活

用が不可欠となる（ ）。図36

また、マウス操作ができにくい場合にはシ

ョートカットキーの活用も必要になる。

図36 点字ワープロ

(ｳ) 盲学校の教員に必要な知識・技能

盲学校の教員に求められるコンピュータの

知識・技能は、一般のコンピュータ操作に加

え、各個人に応じた画面設定や音声環境の設

定、音声対応ソフトウェアや点字ワープロの

操作、点字ディスプレイや点字プリンタの操

作等、多岐にわたる。

特に、児童生徒にコンピュータ操作を指導

する上からも、視覚障害者に使いやすいコン

ピュータの設定や操作方法に習熟する必要が

ある。

(ｴ) 校内の情報化推進体制

校内の情報化推進の目的で設置されたＩＴ

活用委員会では次の業務を担っている。

・機器の保守管理

・ネットワークの運用管理

・Webページ・電子メールの管理

・ＩＴ活用教育の研究推進

・教員研修会の開催

特に、今年度は教員研修に力を入れ、毎月

４～５回の研修会を実施している。

(ｵ) 研修体制

教員研修は、ＩＴ活用委員の資質向上を目

的とした研修会と、全教職員対象の研修会の

二つに分けた。

ＩＴ活用委員対象の教員研修では、外部の

教育情報ネットワークを活用した教員研修システムの構築と運用に関する研究
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情報教育アドバイザーに機器の設定やネット

ワークの運用管理について指導を受けた。

夏季休業中の全体研修は、情報教育アドバ

イザーに、その他の全体研修はＩＴ活用委員

教育情報ネットワークを活用した教員研修システムの構築と運用に関する研究

回  期　日 　　　　　内　　　　　容 　　　担 　　当  　場　　所  　対 　象

１ ５月６日 ネットワークプリンタの使い方

点字ワープロの使い方

ＩＴ活用委員 職員室 全教職員

２ ５月７日 ネットワークプリンタの使い方

点字ワープロ・点字プリンタの使い方

ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

３ ５月15日 画面読み上げソフトの使い方

音声読書システムの使い方

ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

４ ５月20日 TeTraSの紹介

ＩＴ活用授業実践事例の紹介

ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

５ ５月27日 ネットワーク管理 情報教育アドバイザー サーバ室 ＩＴ活用委員

６ ５月28日 ネットワークへの接続 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

７ ６月３日 TeTraSの紹介

ＩＴ活用授業実践事例の紹介

ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

８ ６月６日 ファイルサーバへのアクセス ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

９ ６月10日 ネットワーク管理 情報教育アドバイザー サーバ室 ＩＴ活用委員

10 ６月17日 ネットワーク管理 情報教育アドバイザー サーバ室 ＩＴ活用委員

11 ６月26日 ファイルの管理 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

12 ６月27日 Microsoft Word入門 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

13 ７月１日 ファイルサーバへのアクセス

ファイルの管理

ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

14 ７月８日 ネットワーク管理 情報教育アドバイザー サーバ室 ＩＴ活用委員

15 ７月10日 Windowsの基本操作 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

16 ７月15日 ネットワーク管理 情報教育アドバイザー サーバ室 ＩＴ活用委員

17 ７月23日 Windowsの基本操作 情報教育アドバイザー 職員室 全教職員

18 ７月24日 インターネット・電子メールの利用 情報教育アドバイザー 職員室 全教職員

19 ８月４日 Microsoft Word初級編(1) 情報教育アドバイザー 職員室 全教職員

20 ８月５日 Microsoft Word初級編(2) 情報教育アドバイザー 職員室 全教職員

21 ８月６日 Microsoft Excel初級編(1) 情報教育アドバイザー 職員室 全教職員

22 ８月７日 Microsoft Excel初級編(2) 情報教育アドバイザー 職員室 全教職員

23 ９月９日 ネットワーク管理 情報教育アドバイザー サーバ室 ＩＴ活用委員

24 ９月12日 新規導入パソコンの説明 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

25 ９月16日 ネットワーク管理 情報教育アドバイザー サーバ室 ＩＴ活用委員

26 ９月18日 ファイルサーバへのアクセス

ファイルの管理

ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

27 10月17日 画面設定・補助機能の使い方 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

28 10月28日 新規導入パソコンの説明 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

29 11月６日 画面設定・補助機能の使い方 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

30 11月12日 ネットミーティングの使い方 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

31 11月26日 点字ファイルへの変換と点字印刷 ＩＴ活用委員 情報処理室 全教職員

表17 平成15年度校内ＩＴ研修会一覧表（平成１５年末まで）
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で分担して対応した。 は、平成15年末ま表17

での校内ＩＴ研修会一覧である。

全体研修では、教員が幼稚部・小学部・中

学部・高等部・舎監等の広い範囲にわたるこ

とと、個人のＩＴ技能に差があるため、一斉

の研修が難しく、以下の内容で数回行うこと

となった。

・コンピュータ初心者向けの基本操作

・盲学校独自のソフトウェアや機器の操作

・ネットワークへの接続

・視覚障害者へ対応したコンピュータ操作

このような教員研修を行う上で、TeTraSの

活用は有効なものになると考え利用した。

イ TeTraSの活用

盲学校では校内ＩＴ研修の内容に対する希

望が多様化しているので、一斉研修で一人一

人の希望に応えることは難しい。

今年度の校内研修には、研修の充実を図る

ためにTeTraSの活用を考えた。

活用の場面として次の二つを想定して実際

にTeTraSを活用してみた。

・個人研修での活用

・全体研修での活用

個人研修を進めるために、第４回と第７回

の研修会でTeTraSを紹介し、個人研修での活

用方法を伝えた（ ）。表18

表18 TeTraSを活用した研修の実践例１

　日　時 ①５月20日　15:50～16:50　②６月３日　15:50～16:50

　内　容 ・TeTraSの紹介

・ＩＴ活用授業実践事例の紹介

　担　当 ＩＴ活用委員　

　場　所 情報処理室（生徒用パソコン８台設置）

　参加者 希望教職員十数人

　準備物 ・情報処理室パソコン８台（受講者２～３人に１台）

・講師用ノートパソコン、プロジェクタ、スクリーン各２台（Windows操作画面表示用１台と　

　TeTraS画面表示用１台）

・TeTraSモジュール一覧表（受講者へ配布）

研修の流れ ①講師用パソコンＡでプロジェクタを使いTeTraSのサイトに接続する方法をスクリーンＡ上で

　紹介する。

②TeTraSに含まれるモジュールを紹介する。

③講師のパソコンＡでTeTraSの「【入門編－１】まずは知っておきたいコンピュータの動かし

　方」、「【入門編－２】ウィンドウを使いこなそう」、「【入門編－３】ファイルやフォル

　ダの操作」のモジュールを開いてみる。

④講師用パソコンＢで実際にコンピュータ操作を行い、スクリーンＢ上でパソコン操作を確認

　する。

⑤受講者にTeTraSのサイトに接続し、操作方法を閲覧し、実際に各自のパソコン上で同様な操

　作を確認する。

※後半はＩＴ活用授業実践事例のサイトの紹介を行う。

研修につい

ての感想

・TeTraSの画面はビジュアルで分かりやすい。

・インターネットに接続していないと使えないのは不便である。

・TeTraSの画面と実際の画面を切り替えるのが難しい。

・どこにどんなモジュールがあるかが分かりにくい。

研修につい

ての考察

・TeTraSの紹介で取り上げた内容がWindowsの基本操作であり、受講者にはTeTraSのシステムの

　全体像が描けたようである。

・１台のパソコンでTeTraSの画面を見ながら実際の操作をするのは、やや難しい。

・受講者の多様なニーズに応えることが難しい現状からは個人研修の一助になる。
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表19 TeTraSを活用した研修の実践例２

　日　時 ①７月23日　9:00～11:00　②７月24日　9:00～11:00

③８月４日　9:00～11:00　④８月５日　9:00～11:00

⑤８月６日　9:00～11:00　⑥８月７日　9:00～11:00

　内　容 ①Windowsの基本操作　②インターネット・電子メールの利用

③④Microsoft Word初級編

⑤⑥Microsoft Excel初級編

※視覚障害者にとってWindowsはそのままでは扱いにくいＯＳなので、利用する場合は、視覚障

　害者用のソフトを使用している。Microsoft WordやMicrosoft Excelを使う者は少ないが、校

　務処理上これらのソフトを使うことが必要になってきている。

　担　当 情報教育アドバイザー　（補助員）ＩＴ活用委員　

　場　所 職員室（各自のパソコンおよび生徒用ノートパソコン14台）

　参加者 希望教職員約40人

　準備物 ・各自のパソコン，生徒用ノートパソコン14台

　（原則受講者１人に１台でネットワークに接続する。視覚障害者には音声環境を整える。）

・ノートパソコン、プロジェクタ、スクリーン各３台（Windows操作画面表示用１台とTeTraS画

　面表示用２台）

・TeTraSモジュール一覧表（受講者へ配布）

研修の流れ 　該当のTeTraSのモジュールの内容に沿って研修を進める。

①講師の説明に従い、補助員がTeTraS画面表示用パソコンで、【入門編－１、２、３】、　　

「【Word入門】学級新聞を作ろう」、「【Excel入門】表計算ソフトの基本的な使い方」の該当

　のモジュールを開いて職員室の左右のスクリーンに映し出す。

②講師のWindows操作用パソコンでプロジェクタを使い職員室中央のスクリーン上で操作手順を

　説明しながら操作を進める。

③受講者はTeTraS画面と講師の画面を参考に各自のパソコンで同様の操作を行う。

　ただし、マウス操作ができない受講者のためにショートカットキーなどのキーボード操作に

　ついても補足する。（児童生徒に指導するときにも必要になる。）

④後半は前半に行ったことを各自のパソコンで、必要に応じてTeTraSの画面を表示しながら再

　操作する。

※視覚障害者にはTeTraSの画面は利用できないので、補助員が画面の様子を説明する。

研修につい

ての感想

・パソコンのガイドブックは多数あるが、TeTraSの様に学校で必要なものを集めたものは少な

　いので助かる。

・Microsoft WordやMicrosoft Excelを使ったことのない者には分かりやすかった。

・TeTraSが資料になり操作方法の再確認ができる。

・TeTraSをディスプレイの画面で見るのではなく、印刷してあると使いやすい。

・視覚障害者にはTeTraSは利用しにくい。

・インターネットに接続していないと使えないのは不便である。

・研修会では複数のスクリーンを使ってTeTraSの画面と実際の画面を提示できたが、個人で利

　用する場合は画面を切り替えての使用が面倒である。

研修につい

ての考察

・TeTraSは無償であり、研修のテキストとして利用しやすい。

・講師を外部の情報教育アドバイザーに依頼したが、指導内容が明確にできた。

・全体研修でTeTraSを利用する場合は、TeTraS表示用ディスプレイやスクリーン等を準備する

　必要がある。

・１台のパソコンでTeTraSの画面を見ながら実際の操作をするのはやや難しいので、操作手順

　を印刷しておく必要がある。

・視覚障害者の利用のためには、テキスト版を作るか、図の代替テキストを準備する必要があ

　る。

・学校現場で必要な事柄が網羅されており、初心者の個人研修の一助になる。
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表20 TeTraSを活用した研修の実践例３

　日　時 ①10月17日　14:30～15:30　②11月６日　15:50～16:50

　内　容 画面設定・補助機能の使い方

※画面が見づらい視覚障害者にとってWindowsは操作しにくいが、Windowsの画面設定を変更し

　たり、補助機能を利用したりすれば、操作性が向上する。

　担　当 ＩＴ活用委員　

　場　所 情報処理室（生徒用パソコン８台）

　参加者 希望教職員約20人

（弱視者への助言ができるように、画面の見えない教員も対象に加え、補助員を配置した。）

　準備物 ・生徒用パソコン８台（受講者２～３人に１台）

・ノートパソコン、プロジェクタ、スクリーン各２台（Windows操作画面表示用１台とTeTraS画

　面表示用１台）

研修の流れ ①講師の画面（低解像度、アイコン・文字・スクロールバーを拡大表示、ハイコントラスト　

　黒）をスクリーンＡに映し出し、画面の見やすさや操作性を確認する。

②TeTraS画面表示用パソコンで【補助機能の使い方】のモジュールを開き、スクリーンＢに映

　し出し、画面の表示が見えにくい場合の改善方法の一つとして、ユーザー補助ウイザードの

　使い方を説明する。

③講師のWindows操作用パソコンを使い、スクリーンＡでユーザー補助ウイザードを起動し、画

　面表示の変更を説明しながら操作を進める。

④受講者はTeTraS画面と講師の画面を参考に各自のパソコンで同様の操作を行う。

　ただし、マウス操作ができない受講者のためにショートカットキーなどのキーボード操作に

　ついても補足する。（児童生徒に指導するときにも必要になる。）

（注意事項）

①詳細な設定について、画面設定やユーザー補助機能やマウス設定で変更することについても

　説明する。

②各ユーザー毎に画面設定はできるが、解像度は反映されないので解像度の変更方法も説明す

　る。

※視覚障害者には画面が見えにくいので、TeTraSの画面や操作しているパソコンの画面の様子

　について各補助員が説明する。

研修につい

ての感想

・パソコンのガイドブックは多数あるが、ユーザー補助機能について詳細に書かれていないの

　でTeTraSは参考になった。

・画面設定の変更は、TeTraSでは実際の画面が表示されているので理解しやすかった。

・TeTraSが資料になり操作方法の再確認ができる。

・視覚障害者にはTeTraSは利用しにくいので、事前に操作方法をテキストデータとして配布す

　るとよかった。

・研修会では複数のスクリーンを使ってTeTraSの画面と実際の画面を提示できたが、個人で利

　用する場合は画面を切り替えての使用が面倒である。

研修につい

ての考察

・Windowsの操作は図で説明するとわかりやすいが、特に画面設定の変更の説明としては、　　

　TeTraSの詳細な図はわかりやすい。

・全体研修でTeTraSを利用する場合は、TeTraS表示用ディスプレイやスクリーン等を準備する

　必要がある。

・視覚障害者を含めた研修では、補助員の配置と操作方法を事前にテキストデータで作り配布

　する必要がある。

・学校現場で必要な事柄でありながら知らない者も多く、TeTraSは幅広い内容を含んでおり個

　人の知識・技能の向上になる。
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全体研修での活用としては、夏季休業中の

教員研修において、TeTraSの「Windowsの基本

操作」、「インターネット・電子メールの利

用」、「Microsoft Word / Microsoft Excel

の使い方」を取り上げた（ ）。講師は外表19

部の情報教育アドバイザーに依頼し、第17回

～第22回の６回の研修会で、TeTraSの内容に

沿っての指導をお願いした。

また、盲学校で利用頻度の高いユーザー補

助機能の研修会（第27・29回）でもTeTraSを

活用して、視覚障害者に見えやすい画面の設

定方法の研修を行った（ ）。表20

前ページの実践例３の研修では、研修会の

最初に講師の画面で視覚障害者に見えやすい

ように画面の設定を変更したものを映し出し

た。画面の解像度を下げ、アイコン・文字・

スクロールバーを拡大表示することや、ハイ

コントラスト白（ ）と黒（ ）を実際図37 図38

に映し出して、画面の見えやすさを確認し

た。

図37 画面拡大（ハイコントラスト白）

は、解像度を下げデスクトップ画面を図37

ハイコントラスト白にして、アイコンや表示

文字を拡大したものである。

は、 の画面をハイコントラスト黒図38 図37

にしたもので、一般にこちらの方が視覚障害

者には見えやすい。

実際に、弱視の視覚障害者に画面を見ても

らい、各個人で見え方が異なることも理解し

てもらった。

図38 画面拡大（ハイコントラスト黒）

次いで、TeTraSの保守管理領域の【補助機

能の使い方】の中の「画面の表示が見えにく

いとき」のモジュールを表示し、設定方法を

説明した（ 、 ）。図39 図40

図39 【補助機能の使い方】

図40 「画面の表示が見えにくいとき」
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その後、TeTraS画面を参考に、Windows操作

用のコンピュータで実際に［アクセサリ］の

中の［ユーザー補助］の中の［ユーザー補助

ウィザード］を起動してみた。

は、講師が前方スクリーンのTeTraS画図41

面で説明しながら、後方スクリーンのWindows

操作画面で操作している様子である。

図41 研修会の様子

ユーザー補助機能は、画面が見えにくい者

やマウスが操作しにくい者にとっては、操作

性の向上につながるが、設定方法を知らない

者も多い。TeTraSにはこれらの設定方法が平

易に解説してあり、研修で有効に活用するこ

とができた。

図42 スクリーンに映し出したTeTraS画面

は、ユーザー補助の設定でスクロール図42

バーと境界線のサイズの選択の説明である

（ の前方スクリーン）。図41

ウ おわりに

TeTraSは、本来ネットワークを利用した個

別遠隔教育システムとして開発されている。

本校のように個人のＩＴ技能に差があり、一

斉の研修が難しい現状では有効な研修方法と

いえるのではなかろうか。

また、TeTraSは、対象をコンピュータ初心

者に絞り込み、実際にコンピュータを使う上

で困るであろうという点を、ビジュアルにし

かも簡潔に記述されている点と、研修内容が

各人のニーズに応えられるよう、幅広く取り

上げられている点が評価できる。

さらに、「ＩＴリテラシー自己評価チェッ

クシート」と併せて利用することによって、

各々の研修すべき内容が的確に示され、効率

のよい研修が望める。

各モジュールの印刷も可能であり、教員対

象の研修会を行うときのテキストや資料とし

てTeTraSを使うことも可能である。

一方、コンピュータ上で使用する場合に

は、TeTraS画面を見ながら実際に操作するこ

とが難しい。また、印刷した場合、一つのモ

ジュールが複数ページに渡るなど運用面で使

いにくい点があげられる。また、ネットワー

クを利用した遠隔教育システムであるTeTraS

は、インターネットに接続したコンピュータ

がなければ利用できない。

しかしながら、ディスプレイを複数台準備

したり、配布資料についてもTeTraSそのもの

を印刷するのではなく、内容を要約したりす

るなどの工夫をすれば、ある程度使いやすい

ものとなる。

また、本校のように視覚障害者が教職員の

中に多数いる場合には、補助員を配置するな

どの配慮が必要である。

最後に、盲学校にある視覚障害者用のソフ

トウェアや機器の操作は一般の人には分かり

にくいので、本校で独自にビジュアルなマ

ニュアルを作る必要を感じている。その際

は、TeTraSを参考にして作成したい。


