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「視覚障害のある学生への理系科目支援」 

鳥山 由子（全国高等学校長協会入試点訳事業部） 

 

 

 

1.はじめに 

 まず、私の経歴をお話ししたいと思います。私は

約 30 年間、学校の教師をしており、そのうち 27年

間は盲学校の理科の教師をしており、21年間は筑波

大学附属盲学校にいました。この学校は全国で唯一、

大学進学を希望する子どもたちが全国から集まって

くる盲学校で、そうした盲学校はヨーロッパにも各

国大体一つずつあるのですが、そこで中学生の理科

と高校生の化学を教えていました。1998年から 9年

間ほど、筑波大学の教員として、障害のある子ども

たちの教育、特に視覚障害の人たちの指導法を学生

に教えてきました。 

 定年退職後は、全国高等学校長協会入試点訳事業

部の運営をボランティアでしています。視覚障害者

は点字で入学試験を受けるのですが、欧米と違って

日本の入試は 1回の試験で合否が決まりますので、

そのときに点字の問題が正しく点訳され、解答が正

しく普通文字に変換されることがとても重要です。 

 しかし、このシンポジウムでも議論されていたよ

うに、点字には、数学の記号、化学の記号、触図の

作成、あるいは古文や漢文の問題があり、漢字の書

き取り問題があり、入試点訳の内容は多岐にわたり、

とても専門性が高いので、これに携わる人の専門性

が不足していると、生徒が大学入試で実力を発揮で

きません。 

それではいけないということで、30年前に盲学校

から発案して全国高等学校長協会入試点訳事業部が

発足しました。今では大学入試センター試験は別と

して、それ以外のほとんどの大学入試や、大学に入

ってからの定期試験、文部科学省が実施する小中学

校の学力調査、英検、その他いろいろな資格試験、

大学入試模擬試験など、一年中フル回転でアカデミ

ックな点字を点訳する組織になっています。 

 私が盲学校の教師だったとき、初めて大学の物理

や化学に進む学生が出ました。この学生達が高校生

の時に、私は化学の教師として授業を担当し、進路

開拓を一緒に進め、大学に入ってからはサポートに

入ってきました。今日は、その立場でお話しします。 

 今日は３つの事例をお話しします。初めの二つは、

盲学校からの進学事例、三つ目は現在進行している

早稲田大学の事例で、都立高校在学中から今日まで

入試点訳事業部がサポートしています。 

本当はこうして育った当事者たちにここで話して

ほしいのですが、今日はキックオフですので、これ

まで土台を作ってきた教育の立場から、私がお話し

することにしたいと思います。 

 

2.全盲学生の大学理系科目進学の現状 

 まず、日本の教育の特色についてお話しします。

日本の盲学校には高等部専攻科という 3年間の職業

課程があります。これは、盲人の伝統的職業といわ

れている、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅ

う師（あはき）の資格を取るコースです。3年間かけ

て、一般の人と全く同じ国家試験を受験するための

基礎資格を得て、国家試験に合格すると免許が得ら

れます。多くの視覚障害者は、専攻科のこのコース

で学び、あはきの免許を取って、就職し、いずれは

開業を目指すのが普通です。これらは日本の盲人た

ち自身が江戸時代までに確立した職業であり、江戸

時代中期からは、将軍の保護を受けて盲人の仕事と

して認められてきたものですが、明治維新の漢方医

学の抑制政策、第二次世界大戦後の GHQ による鍼

灸禁止勧告など、存亡の危機に立たされました。現

在は、目の見える人たちがこの世界にたくさん入っ
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てきて競争が厳しくなっているのですが、それでも、

あはきは、盲人の職業の主流です。 

 高等部専攻科は制度上は高校ですが、高等学校 3

年間の後の 3年間の職業コースなので、実質は、短

大と同じです。 

 大学に進学する人は、このような職業コースとは

別の道を求めた人です。以前は、大学に進学したい

と言うと、あはきの道があるのになぜ別の道に行こ

うとするのか、安定した道をなぜ捨てるのかと反対

されたり、大学に行ってもいいけれども資格を先に

取っておいてから行きなさいと言われたりしました。

最近は大学卒業後の就職の機会が広がりましたが、

それでも、大学卒業後に、盲学校に再入学して、あ

はきの資格を取る人もいます。 

 日本は先進工業国なのに、盲人の大学進学者が少

なすぎると外国の人からよく言われます。ここまで

述べた職業的バックグラウンドは日本特有のもので

あり、高校卒業後の進学先は大学だけではないとい

う事情を理解していただく必要があります。 

 最近は子どもの数がかなり減っていますが、それ

でも毎年 30人ぐらいが大学に行くでしょうか。その

中で、理系は少数派です。理系で最も多いのが数学

です（Slide 1）。数学は 1950年ごろから進学者が出る

ようになりました。当初は「数学をやりたい」と言

うと変わり者扱いをされましたが、だんだんと増え

てきました。数学は視覚障害者にかなり向いている

教科の一つだと私は思います。平成の 30年間で約 30

人が大学に進みました。卒業後、コンピュータ関係

の仕事をしている人も非常に多いです。しかし、30

年間で30人ということは、1年に1人ぐらいなので、

やはり少数派です。 

 

 物理学は 1983年に国際基督教大学（ICU）に入学

したのが最初で、今はだいぶ増えましたが、それで

もまだ 10人ぐらいです。卒業後、企業で活躍してい

る人たちもいます。化学は本当に少なくて、物理か

ら16年遅れて1999年に初めて東大に入学しました。

物理に最初に進んだ人も、化学に最初に進んだ人も、

私が盲学校で化学を教えた人です。高等部の定員は、

今は減って 1学年 16人（2クラス編成）ですが、昔

は 20 人いたので、20 人の人を 20 年間、400 人も教

えてきましたが、それだけの人の中から、こうして

物理や化学に進学した人が出たということです。 

 理系に進むことがなぜそんなに大変かというと、

まずは前例がないからです（Slide 2）。前例がないと

いうのは理由ではなく結果だと思われるかもしれま

せんが、このことを理由に大学側が断ることが多い

ので、前例がないことは障壁なのです。もうひとつ

は、やはり実験・実習です。ですので、今日は、実

験・実習を伴う、物理と化学に絞って話したいと思

います。 

 

 では、前例がない中で受け入れた大学はどういう

大学でしょうか。初めて理系に盲学生を受け入れる

のはやはり難しく、文系の受け入れ実績があり、し

Slide 1 

Slide 2 
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かもかなり成功した実績があり、さらに、それを機

に受け入れのための基本理念を作ってきた大学です

（Slide 3）。それでも理系を希望されると驚くのです

が、初めから断るわけにはいかないので、まずは調

べてみてその上で結論を出そうとします。そうした

大学で、いくつかの門戸が開かれました。 

 

 受け入れに関して、大学内では非常に厳しい議論

が行われるようです（Slide 4）。その議論のひとつは、

見通しもないのに受け入れるのは無責任だという意

見です。それに対して、もう一つの意見は、見通し

というのは受け入れないで立つものではないから、

入った後に起こることに一つずつ誠実に対応するこ

とが責任を果たすことなのだというものです。 

 

 受験生からすれば、万全の態勢を整えてから門戸

を開くと言われても、いつまでかかるか分からない、

少なくとも自分には間に合わないので、「取りあえず

は受験させてください。受験の結果が良ければ入れ

てほしい。その後で起こってくることは一緒に考え

てもらえればよい。」という姿勢です。それは私たち

盲学校の教員の願いでもあります。 

 これから、物理学・化学専攻の盲学生の事例を三

つ紹介します（Slide 5）。一つ目は 1983年、日本で初

めて、物理学を専攻するという希望で ICUに入った

事例です。二つ目は 1999年、日本で初めて、化学専

攻を希望して東京大学教養学部理科一類に入った事

例です。三つ目は 2019年、早稲田大学先進理工学部

に入った事例で、3人とも全盲の学生です。 

 

 先ほど話したように、盲学校の卒業生の進路の主

流は、あはきの職業コースです。それを理想として

いる保護者もたくさんいます。そのコースに飽き足

らない人が大学進学を目指します。その中で、理系

を希望する視覚障害者はどこの国でも多くはありま

せん。そして、実際に、受け入れた大学はトップ大

学なのです。なぜなら、カリキュラムの中で、視覚

の障害によってできないことがあるときに、トップ

大学は、大学で学ばせることの本質は何かを考えて、

その本質が満たされれば別の課題でも良いという判

断をしてくださることが多いです。一方、中堅の技

術者を育てて世に出すことを目的にしている大学で

は、この計測器がマニュアル通りに使えないと駄目

だということが多いので、カリキュラムのフレキシ

ビリティが低いことが多いのです。 

 学生側も、視覚障害者が数学や物理や化学のよう

なビジュアルな教科、言葉だけでは済まない教科を

目指すわけですから、能力の高い人が、さらに他の

人のやっていないことにチャレンジするわけです。

その結果、先進的な事例では、トップレベルの学生

がトップレベルの大学を目指すことになってしまう

わけです。 

 

3.初めての物理学専攻盲学生の事例 

 一つ目の事例ですが、当時は、国内では実験を伴

Slide 3 

Slide 4 

Slide 5 
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う理系学部に全盲の人が全く入学していない状況の

中で、どうするかという話でした（Slide 6）。ICUで

は、文科系の学生の受け入れ実績はあり、受け入れ

のマニュアルも作っていたのですが、それでも物理

専攻を希望する学生の応募は寝耳に水だったそうで

す。（Slide 7）。 

 

 

 そこで、学内にプロジェクトチームが作られ、情

報収集が行われました（Slide 8）。その一つは、盲学

校に行って、物理や化学の実験の授業を参観して具

体的な実験の方法や生徒の参加状態を知ることでし

た。私の授業にも大学の先生方がいらっしゃいまし

た。もう一つは、アメリカの大学で行われているこ

とを調べることで、それは、私たちの方からも提案

したことでした。それだけの調査をしたにもかかわ

らず、理学科会議での長時間の議論で結論は出ず、

後から伺った話では賛成・反対は全く同数だったそ

うです。 

 

 最終的には教養学部長の判断で受験させることに

なり、私の記憶では、入学試験の 2週間前に受験許

可が来ました。それで首尾良く合格できました。当

時、理学科の試験には、専門論文を読んでその内容

について答える問題があり、その論文のテーマが生

物か、化学か、物理かは問題を見るまでは分からな

いというものだったのですが、本人の一番得意な物

理だったという幸運もあって、試験に合格しました。 

 このとき、大学が参考にした資料に、アメリカ化

学会が 1981年に決めた『身体障害を有する学生への

化学教育』があります（Slide 9）。また、同じ年に、

アメリカ化学会の教育分野の学会誌『Journal of 

Chemical Education』に「身体障害者への化学の指導」

という特集がありました（Slide 10）。この 2つを読む

と、少なくとも、アメリカの大学では、化学を学ん

でいる全盲の人がいることは分かったのです。それ

で、ICU は最終的に踏み切ったのだと思います。事

例があったことが、一番の理由だと思います。 

 

Slide 6 

Slide 7 

Slide 8 

Slide 9 
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 Slide 11は、基礎化学実験という物理の学生も受け

なければならない化学実験のようすです。左端にい

るのが、現在 JAXA に勤めている八木陽平さんで、

盲学生です。滴定のために他の学生がホールピペッ

トで液体を測っているところを、彼は定量ピペット

（ピペットマンやマクロピペット）を使って測って

います。 

 

 それから Slide 12は、合成した有機化合物の融点を

測定する実験です。普通の学生は毛細管に試料を詰

めて、それを試験管の中で溶かして、白い結晶が透

き通って溶けた瞬間の温度を読むのですが、彼は、

実験担当教員の発案で、大学の研究室にあったホッ

トプレート型融点測定器を使いました。薄いカバー

ガラスに挟んだ試料の白い結晶が溶けて透き通る瞬

間を、普通の人は上からルーペでのぞいて見るので

すが、彼は、感光器という道具を使って、音の変化

でその瞬間を把握しました。また、視覚を使わない

で測定できる温度計で、その瞬間の温度を測定する

方法をとりました。 

 

 Slide 13は物理学実験で、オシロスコープか何かの

道具からグラフがプリントアウトされて出てくるも

のです。左は、先生がその機械の説明をしていると

ころです。右は、出てくる波形について何が大事か

という説明を、レーズライターといって、その場で

触図を作成できる道具を使って、グラフを描いて説

明しているところです。彼は物理専攻ですので、実

験はとてもよくできました。ただ、当時は使える道

具は少なく全ての実験を自分の手で行うことはでき

ませんでしたが、そのときでも実験の意味はとても

よく理解していました。 

 

 Slide 14は、ICUが出した報告書です。 

Slide 15は、ICUの事例の 2年後に、東大の理科一

類に数学専攻を希望する盲学生が入学し、化学実験

を履修した事例があり、この２事例をきっかけに、

日本化学会の教育部会の会誌『化学と教育』（Slide 16）

が、視覚障害者の化学教育を特集したものです。 

Slide 10 

Slide 11 

Slide 12 

Slide 13 
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4.初めての化学専攻盲学生の事例 

 二つ目は東京大学の教養学部の事例です。このケ

ースは、視覚障害者が化学を履修できるかどうかの

判断自体が、私達にも難しかったところからの出発

でした（Slide 17）。最初は私たちもどうしたらいいか

分からなくて、アメリカの STEM の名簿の中から、

「全盲で 18歳より以前に失明して、現在化学をやっ

ている人」を探したら 2人いました（Slide 18）。そこ

で、高３の本人を指導して、その化学者とメールで

相談をさせました。メールでの相談は数往復続き、

本人も大いに励まされたので、これはやらなくては

いけないのだなと私も覚悟を決めました。 

 

 

 すると、知人（イギリスのウースター盲学校の卒

業生）から、全盲の後輩がケンブリッジ大学で化学

を専攻したという情報が入り、さらにそれを伝って

いくと、それより前にサウザンプトン大学で化学を

専攻した全盲生がいることもわかりました。そこで、

盲学校の進路担当で英語が堪能な全盲教師である青

松利明教諭と、私とがボランティアで渡英・調査す

ることを決意し本人を連れてイギリスへ行きました。 

 その報告書を志望大学に出したところ、理系とい

うのは大変ありがたいもので、事実を示すとわりと

簡単にオーケーしてくださいました。理系では事実

を示すことが大事なことを痛感しました。それで点

字受験が実現し、東京大学、立教大学、ICU を受験

した結果、東大に入ることになりました（Slide 19）。 

 

Slide 14 

Slide 15 

Slide 16 

Slide 17 

Slide 18 

Slide 19 
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 東大でも、学生実験はとてもよくできました。ICU

の場合は私がヘルパーとして行っていたのですが、

東大の場合は助手（現在の助教）の人たちが付いて

くれました（Slide 20）。大学がいろいろな機器を用意

してくださいました。普通に盲人のために必要だと

思うものは全部用意してくださったほか、大型のピ

ンディスプレーも整備していただきました。これは、

図を読み取るための機器で、平面に細かいピンが並

んでいて、グラフのとおりにピンが飛び出してくる

道具です。先ほどの八木さんが JAXA に勤めている

ときに JAXA が開発したものなのですが、そのコピ

ーを東大が作りました。コピーでも何百万円もかか

ったそうで、東大だからできたのだと思いますが、

そういうこともしていただきました。 

 

 それから、デジタルの測定機器の数値を音声で読

み上げる工夫をしていただきました。これは、彼専

用のポケット型パソコンをデジタル計測器につなぐ

と、計測した数値を音声で読み上げてくれるので、

それをイヤホンで聞くものです。この装置のおかげ

で、デジタル機器のほとんどが使えました。東大で

は、ちょうど彼が入る直前にカリキュラム改革があ

ったそうで、化学実験の内容も、職人的な技術が要

るものが減らされ、コンピュータを使って処理する

ものが多くなっていたので、視覚障害者にはラッキ

ーでした。 

 東大はこの結果を 2000 年 3 月の教養学部の外部

調査資料に、1 章を割いて報告していますので、ぜ

ひご覧ください（Slide 21）。 

 

 

5.通常高校から理工学部への盲学生入学の事例 

 三つ目は、早稲田大学の先進理工学部に去年入っ

た学生の事例です（Slide 22）。一般高校から入った初

めての事例です。 

 

 一般高校からといっても、この学生は、小学部・

中学部は盲学校にいたので、基礎はきちんと作って

ありました。ほとんどの実験はそのままの形ででき

るのですが、実験の補助者を必ず付けることがだい

じだという大学の判断で、盲学校で何十年も化学を

教えてきた教員がたまたま退職したので、その教員

を実験のアドバイザーとして入試点訳事業部から派

遣することになりました（Slides 23-25）。 

 

Slide 20 

Slide 21 

Slide 22 

Slide 23 
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 Slide 26の機械は左側が立体コピー機といって、黒

い色のところだけが浮き出てくる機械です。右側は、

ゴムの上にセロハンのようなものを貼り付けて、上

をボールペンで書くと傷ができるので、簡単に伝え

ることができるレーズライターというものです。 

 

 Slide 27が化学の実験の様子です。火を使う実験で

は、この生徒は中学生のときにガスバーナーの使い

方を盲学校で学んでいたので、自分で火をつけるこ

とができました。高校生のときに通っていた高等学

校は残念ながら実験をあまりしていなかったような

のですが、中学まで在籍した盲学校では毎時間のよ

うに実験をしていました。本人に力があり、基礎を

身につけていたことの効果は大きいものでした。 

 

 

6.まとめ 

 各大学でどこが責任を持って支援するかという違

いがあります（Slide 28）。 

 

 早稲田大学の場合、「技術部」という組織がありま

す。この組織は、一般学生の実験を教員と一緒に設

計し、必要な機材の準備などを行い、実験のときは

教員の下で学生指導も行います。このような役割を

果たしている技術部の職員は、アカデミックな背景

を持っていて、実験の中身も分かっているし、その

実験に必要ないろいろな教材・教具を作って学生全

員のために準備した人達です。自分たちが作った実

験装置だから、それを視覚障害者のためにどうアダ

プテーションを加えればいいかということを、技術

を伴って分かっています。この「技術部」の存在が

早稲田大学の強みだと思いました。ただ、東大には

東大の強みがあり、ICUには ICUの強みがあります。 

 最後に言いたいのは、どの大学にも個性があり、

誰が具体的な支援の中心になるのかは（もちろん教

育だから担当教員が中心なのですけれども）、大学に

よって異なるということです。 

 

Slide 24 

Slide 25 

Slide 26 

Slide 27 

Slide 28 
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 各大学は「思ったよりは楽だった」「心配していた

ほどのことはなかった」と言ってくださっています。

それぞれの立場の人が努力を重ねた結果、今は、大

学レベルの物理や化学の実験を全盲の人が行うこと

はもう普通のことになってきたのだと思います。自

分の大学に、理系の勉強をしたいと盲学生が入学す

ることになったら、海外まで調査に行く必要はあり

ません。先行事例は国内にありますと申し上げて、

講演を終わります。 


