
盲ろう教育
～ヘレン・ケラーが育った国、アメリカの現在～



問いと理由

• 問い：世界的に著名なヘレン・ケラーの
育った国アメリカでは、どのように盲ろうが
捉えられているのか、どのような教育がなさ
れているのか。

• 理由❶：重複障害児教育総論の講義内で体
験活動を観察したり、指点字や触手話などを
学んだりするうちに、盲聾にとても興味を
もったから。

• 理由❷：盲聾教育について調べていく中で、
ヘレン・ケラーについての情報が多くあり、
本講義内では扱われなかった、日本以外の盲
聾教育に興味を抱いたからである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B1%E3%83%A9%E3%83%BC


アメリカでの盲ろう障害とは



アメリカの障害児教育とIDEA

• IDEA：障害のある子どもの教育に関する法律

(Individual with Disabilities Education Act (IDEA))(2004)

• アメリカの公教育は各州の責任で行われているが、州は、国の
法律であるIDEAの基準に則って、障害のある子どもへの教育
サービスを提供することが義務付けられている(斎藤,2006)。



盲ろうは
重複障害ではない！？

実はIDEAの中では、

重複障害のカテゴリーに盲ろう障害は含まれていない

なぜだろうか？

右のグラフを見ていただきたい

盲ろうの児童・生徒数が極めて少ないことが分かるだろう

このことから、どのようなことが推測されるだろうか？

＊参考
・アメリカ合衆国における重複障害のある児童・生徒のカリキュラ
ム： 一般の教育カリキュラムへのアクセスと学習の保障をめざす試
み(2006)斎藤由美子カンザス大学大学院博士課程〈2000-2001年に
IDEA Part Bサービスを受けている6-21歳の児童・生徒の障害カテゴ
リーとその人数〉
・U.S. Department of Education (2003). To assure the free 
appropriate of all children with disabilities: Twenty-fifth 
report to congress on the implementation of the Individuals 
with Disabilities Education Act. Washington, DC.

5,867,084人中



盲ろうは“特別”

盲ろうの児童・生徒数が少ないということは、盲ろう障害
の「発生頻度」の低さを表している。

学習障害や知的障害は比較的発生頻度が高いため、狭い範
囲内でも複数人に出現する可能性が高く、地域内での社会
啓発も比較的行いやすい。しかし、視覚障害や聴覚障害、
重複障害は低発生頻度の障害であり、市町村よりも広い範
囲で、より多くの関係者及び機関との連携が求められる。
中でも盲ろうは出現率が極めて低く、

「希少障害」というものに分類される。これは国レ

ベルの支援が必要になる(中澤,2004)ため、他の障害種とは
一線を画して、「盲ろう(Deaf-blindness)」として分類さ
れているのである(斎藤,2006)。

学習障害・知的障害 ➤ 発生頻度高 ➤ 市町村内で協力

重複障害・聴覚障害・視覚障害 ➤ 発生頻度低 ➤ 市町村内より広範囲で協力

盲ろう ➤ 発生頻度極低 ➤ 国レベルで協力



希少障害としての盲ろう

• 希少障害は、出現率が非常に低いだけではなく、「ニーズの多面性、専門家および
研修機会の乏しさ、保護者同士が出会う可能性の著しい低さ、社会啓発の難しさ、
などを意味している」(中澤,2004)。

• 「このような希少障害の一つに視覚障害と聴覚障害を併せもつ「盲ろう」がある。
人間が摂取する情報の大多数は、視覚と聴覚によることから、「盲ろう」は、障害
の中でももっとも厳しいものの一つとして考えられている」(中澤,2004)。



アメリカでの盲ろう教育～大学～



大学入学までの支援
しかし、高校の段階でこれらの技能を有する

盲ろう学生は少ない・・・

そこで、様々な支援団体が高校卒業時までに自分自

身の障害、支援を説明できる技能を育てるために推

奨する項目のリストを出し、いかに自分の障害

の程度を説明し、自分にとって必要な支援を要求す

るかについての示唆を行っている。

盲ろう者の支援団体

・DB-LINK

・HELEN KELLER National Center

全ての障害種をカバーしている団体

・National Clearinghouse on Postsecondary 
Education for Individuals with Disabilities

(佐藤,寺崎,2004-2005)

アメリカ合衆国では大学の選択及び、大学入学前に

支援が始まる

大学へ行きたいのか

何の目的で大学に行くのか

何を勉強したいのか

自分自身の障害はどのような状況か

自分にとって学習及び生活上の支援は何が必要なのか

学生が客観的にこれらを説明できる技能が求められる



リストの例

A Guide for Students who are Deaf-Blind Considering Collageの例

１、個別の学習形態

・学習するとき、どの感覚(視覚・聴覚・触覚)での情報提供を求めますか。

・試験を受ける時、どのような措置(時間延長・別室受験・適度な証明・アメリカ手話に通訳す
る)を講じて欲しいですか。

２、大学での学習プログラムを始めるにあたっての事前調査

・職業リハビリテーションカウンセラーがいますか。

・就職の適性検査を受けたことがありますか。

・盲ろう学生と話をしたことがありますか。

・どのような入学選考が必要とされていますか。

(州規定の入学選考、PSAT、SAT,ACT、英語/数学の到達度試験、その他)



INTERVENOR

Olson(2004)はintervenorの役割について、

・介護者(caregiver)

・授業補助員(teaching assistant)

・通訳者(interpreter)

の役割と同じような役割を全て担うと述べている。

通訳を含めた盲ろう学生の支援に実際に従事して

いるスタッフらは、interpreter(通訳者)やsupporterと

いう言葉は使わず、intervenor(仲介

者または介入者)と称している。

これは「してあげる者」と「してもらう者」との関

係を作ることなく、対等にニーズを理解し

合えるようにするという意味も込められているとさ

れている(佐藤,寺崎,2004-2005)。

さらに、intervenor養成に際して、

１、予測：anticipation(起こりうることについてどのように盲ろう

学生につたえられるか)

２、動機付け：motivation(盲ろう学生の目標は何か。それに自分自

身は適応する必要があるか)

３、コミュニケーション：communication(コミュニケーションを図

れるか、いつ盲ろう学生と感情を出す機会を持てるか)

４、確認：confirmation(活動の成果をどのように本人に伝えるか)

の４つの課題を取り入れて行うことが重要であると強調している。

しかし、盲ろうの状況が個々人で大きく異なるため、これらの役割

だけで終わらないとも言われる(佐藤,寺崎,2004-2005)。



動画の紹介

前述のintervenorについて、

参考になる動画がいくつかあったので紹介する

・Intervenor for Deafblind Persons Program - George Brown College

https://youtu.be/epph6K0o6qE

・Intervenor Services

https://youtu.be/epph6K0o6qE

国は少しまたぐが、説明したintervenorの特徴をしっかりとつかんだ動画
になっているので、ぜひ目を通していただきたい

https://youtu.be/epph6K0o6qE
https://youtu.be/epph6K0o6qE


最後に

今回は、海外の重複障害教育として、アメリカの盲ろう教育を紹介した。

講義で学んだ日本の制度やカリキュラムと、今回調べたアメリカで行われ
ている教育では、もちろん似ているところも多いが、異なることも少なか
らずあった。これらは、その国の環境や思想に合わせた国特有のものであ
り、その方法を知らない支援者・教育者に新たに共有できる、貴重な情報
であるとも言えると考える。

今回参考にさせていただいた文献のように各国が互いに教育方法を共有す
ることで、数ある方法の中から世界各国の支援者が個々の盲ろう者に合う
支援・教育方法を見いだせられれば、と感じた。
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