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1 為什麼我在台灣認識了所有⼈？
  何故、私は台湾の皆様⽅と知り合ったの
か？



1 為什麼我在台灣認識了所有⼈？
何故、私は台湾の皆様⽅と知り合ったのか？

1970年4⽉：就職於北海道札幌盲⼈學校
1970年4⽉：北海道札幌盲学校に奉職
1970-1972：在教育部素質提升訓練期間，我兩次觀看台灣融合
教育的8mm影⽚。 我買了⽇本燈塔出版的《世界盲⼈百科全
書》。
1970年−1972年：⽂部省の資質向上研修で、2回、台湾の統合教育の8ｍｍ映画。⽇
本ライトハウス発⾏の世界盲⼈百科事典を買った。
1973年3⽉：《世界盲⼈百科全書》稱台中市為綜合教育中⼼，
我突然獨⾃前往台中市教育局。
1973年3⽉：世界盲⼈百科事典には、台中市が統合教育の中⼼と記してあったので、
台中市教育委員会に、突然、⼀⼈で訪問した。



1 為什麼我在台灣認識了所有⼈？
何故、私は台湾の皆様⽅と知り合ったのか？

1970年4⽉：就職於北海道札幌盲⼈
學校
1970年4⽉：北海道札幌盲学校に奉職

1970-1972：在教育部素質提升訓練
期間，我兩次觀看台灣融合教育的
8mm影⽚。 我買了⽇本燈塔出版的
《世界盲⼈百科全書》。
1970年−1972年：⽂部省の資質向上研修で、2
回、台湾の統合教育の8ｍｍ映画。⽇本ライト
ハウス発⾏の世界盲⼈百科事典を買った。



1973年3⽉，韓繼
綏⽼師帶我去了
彰化統合教育學
校。

1973年3⽉、韓繼綏⽼
師は、私を彰化の統合
教育学校に連れて⾏っ
てくれました。

1 為什麼我在台灣認識了所有⼈？
何故、私は台湾の皆様⽅と知り合ったのか？



我在台南師範⼤學啟明園學習了視障教
育的基本知識。我得到了⽤真空成型機
製作的台灣⽂字觸覺教材。
私は、台南師範⼤学啓明苑で視覚障害教育の基礎的
知識を学んだ。真空形成器で作った臺灣⽂字の触覚
教材をもらいました。



1 為什麼我在台灣認識了所有⼈？
何故、私は台湾の皆様⽅と知り合ったのか？

我在啟明園遇到了“⾝體
形象”的概念。
那是劉信雄教授寫的論⽂。
在當時的⽇本，這個“⾝
體形象”概念是對肢體殘
障者教育的指導性概念。
我認為“體像”概念應該是
盲童⼼智導圖的核⼼概念。
私は、啓明苑で“Body Image”概
念に出会った。劉信雄先⽣の記し
た論⽂であった。当時の⽇本は、
この“Body Image”概念は、肢体
不⾃由教育の指導概念であった。
私は、“Body Image”概念は、盲児
のMental Map指導の中核概念にす
べきと信じた。



我從韓繼綏⽼師那裡得到了很多
個⼈的⽀持。
私は、韓繼綏⽼師から個⼈的に多くの⽀援
を頂いた。



1 為什麼我在台灣認識了所有⼈？
何故、私は台湾の皆様⽅と知り合ったのか？

1973年3⽉：《世界盲⼈
百科全書》稱台中市為
綜合教育中⼼，我突然
獨⾃前往台中市教育局。

1973年3⽉：世界盲⼈百科
事典には、台中市が統合教
育の中⼼と記してあったの
で、台中市教育委員会に、
突然、⼀⼈で訪問した。



1 為什麼我在台灣認識了所有⼈？
何故、私は台湾の皆様⽅と知り合ったのか？

韓繼綏⽼師⽗把我
放在他的摩托⾞後
座上，帶我在台中
轉了⼀圈，坐⽕⾞
去台南、新⽵、彰
化、⾼雄、屏東。
韓繼綏⽼師は、私をオー
トバイの後ろに乗せて台
中市内や、汽⾞で台南や
新⽵、彰化、⾼雄、屏東
に連れて⾏ってくれた。



2 ⽇本視障教育的現狀與問題
  ⽇本の視覚障がい教育の現状と課題



2011 年和 2021 
年的比較
2011年度と2021年度
の比較

義 務 教 育 階 段 的 孩 ⼦

有特殊需要的學童

優先事項
最重点の課題

接受隔離教育的兒童⼈數
10年翻了⼀番
分離教育を受けている児童数
１０年間で約２倍

接受隔離教育的兒童⼈數
10年翻了⼀番
分離教育を受けている児童数
１０年間で約２倍



聯合國建議
国連の勧告

⽇本盲童教育
進⼀步從分離教育向融合教育推進

⽇本視障兒教育
分離教育から融合教育に、より⼀層推進

向全社會展⽰盲
⼈學校的功能

盲学校の持っている機
能を社会全体に発揮

2022年9月，聯合國殘疾
人權利委員會要求日本政
府結束“分離教育”，因為日
本的特殊需要教育將殘疾
兒童分開，使其難以接受正
規教育。

2022年9月、国連障害者権利
委員会は、日本の特別支援教育
を終了するように要請

接受隔離教育的兒童⼈數
10年翻了⼀番
分離教育を受けている児童数
１０年間で約２倍



結束隔離的特殊教育。
承認殘疾兒童接受全納教育的權利。
分離特別教育を終わらせること。
障害のある⼦どもがインクルーシブ教育を受ける権利を認識すること。

殘疾⼈權利公約對⽇本的審查建議（第 24 條，教育科）
障害者権利条約対⽇審査勧告（第２４条・教育部分） 2022.9

2022年9月，聯合國殘疾人權利委員會要求日本政
府結束“分離教育”，因為日本的特殊需要教育將殘
疾兒童分開，使其難以接受正規教育。

2022年9月、国連障害者権利委員会は、日本の特別支援教育を終
了するように要請



※資料 令和４年度 全国盲学校⻑会編「視覚障害教育の現状と課題」より引⽤

截至 2022 年 5 月，日本有 67 所學校和 1 所分校，專為視障人士而設。
2022年5月現在 日本の視覚障害特別支援学校は、６７校１分校

2022

2017

2012

2007

2003

2022年度
每所學校平均
有 33.6 名嬰兒、
兒童和學⽣
2022年度
1校平均 33.6名
の幼児と児童と
⽣徒

・⼊學的視障兒
童⼈數正在減少。

↓
・盲⼈學校的許
多⽼師都沒有教
盲⽂或拄著⽩拐
杖給盲童⾛路的
經驗。

↓
・学校に在籍する視
覚障がい児が減少し
ている。
・盲児に点字指導や
⽩杖歩⾏指導の経験
がない盲学校の教師
が多くなっている。

・就讀於盲学校・視
障學校的小學和初
中 949名 
・視障兒童就讀通常
中小學 330名



※資料 令和４年度 全国盲学校⻑会編「視覚障害教育の現状と課題」より引⽤

67.3%        16.9%         32.7%
科目教學能力  點字教學能力 適合多重殘疾兒童實際情況的教學能力教師所需技能

教師に必要とされる能⼒

學⽣能⼒和教師能⼒
児童⽣徒の能⼒と教師の能⼒

2022年：在盲人學校就讀的幼兒和學生 ２３７６名

普通学校
視覚障害児
⼩220名
中100名

320名



全國盲⼈學校校⻑對視障教育問題的思考
1 ⼊學⼈數增加
1959 年：10,264 ⼈ 2018 年：2,731 ⼈ 
2022 年：2,288 ⼈
2 維護和提⾼視障者教育專業知識
3. 傳統職業教育課程中“鍼播急⽳位按摩指壓師”的広報
4多度重複學⽣⽐例增加，提⾼教學能⼒
5 盲⼈學校之間的合作以及與外部組織的合作
全国の盲学校校⻑が考える視覚障害教育の課題
1 在籍者の確保
在籍⽣徒数調査
1959年度 10,264⼈ 2018 年度 2,731⼈ 2022年度 2,288 ⼈
２ 視覚障害教育の専⾨性の維持・向上
３伝統的な職業教育専攻科 の 「 はり きゅうあん摩マッサージ 指圧師 」の
広報
４重度重複の児童⽣徒の割合が 増加による指導⼒の向上
５盲学校間の連携並びに外部諸団体との連携

聯合國建議
国連の勧告

⽇本盲童教育
進⼀步從分離教育
向融合教育推進

⽇本視障兒教育
分離教育から融合教
育に、より⼀層推進

向全社會展⽰盲
⼈學校的功能

盲学校の持っている機
能を社会全体に発揮



3 我在台灣學到了什麼和實踐了什麼？
  私が台湾で学んで実践したことは？



從盲⼈學校的初中畢業的學⽣接受
了⽇本第⼀個綜合教育。
我在⼀所綜合⾼中旁邊租了⼀個房
間。
我和這個學⽣住在⼀起。
我做了早餐和晚餐，還有打包的午
餐。
這名學⽣升⼊⼀所師範⼤學，並在
⽇本紅⼗字會的盲⽂圖書館找到了
⼀份⼯作。
盲学校中学部を卒業した⽣徒では、⽇本で最
初の統合教育を⾏った。
統合教育の⾼校の横に部屋を借りた。
この⽣徒と⼀緒に暮らした。
朝⼣の⾷事と昼の弁当を作った。
この⽣徒は、普通⼤学に進学して、⽇本⾚⼗
字の点字図書館に就職した。

台灣盲童融合教育實踐



⽇本低視⼒學會雜誌 19: 9-35, 2019
“⽤⽿朵看，⽤雙⼿閱讀，⽤頭⾛路” 鈴⽊重男 李政翰

身體內部的地圖 可操作的觸覺
地圖

Mental Map

教室
地圖

學校
地圖

校園
地圖

學校周
邊地圖

我在啟明園遇到了“身體形象”的概念。那是劉信雄教授寫的論文。



⽇本低視⼒學會雜誌 19: 9-35, 2019
“⽤⽿朵看，⽤雙⼿閱讀，⽤頭⾛路” 鈴⽊重男 李政翰

定向和移動性的 12 個教學要素
オリエンテーションとモビリティの１２の指導要素

1   ⾝體形像要素 1   ボディーイメージ要素
2   ⽅向概念要素 2   ⽅向概念要素
3   反聲源⾏要素 3   対⾳源歩⾏要素
4 聲源軌跡元素 4 ⾳源軌跡要素
5   ⾏⾛軌跡要素 5   歩⾏軌跡要素
6   ⾝體的朝向元素對抗⾵和對抗太陽 6   対⾵、対太陽に対しての⾝体の⽅向づけ要素
7 把握空間構念關係的要素 7 空間構成物の関係把握要素
8   ⽩⼿杖搜索元素 8   ⽩杖探索要素
9   ⽩⼿杖操作元件 9   ⽩杖操作要素
10 ⾏⼈標誌和點映射元素 10 歩⾏標識と点地図作成要素
11 個地圖閱讀步⾏元素 11 読図歩⾏要素
12 雪道的⽩杖操作元素 12 雪道の⽩杖操作要素

我在啟明園遇到了“身體形象”的概念。那是劉信雄教授寫的論文。



身體部位/動作 身体部位・動作

身體形象的基本內容Body Imageの基本的内容

臉 顔  

身體 体
各種動作



人形と可動マネキン 

https://bushoojapan.co
m/world/america/2019
/06/27/24366引⽤

⾝體形象 臉部 ⾝體
ボディイメ−ジ 顔 体 娃娃和關節⼈體模型

⼈形と関節可動マネキン

海倫凱勒 - 童年  
玩偶
ヘレンケラ−の幼時 
⼈形遊び



右 左

LateralityとDirectionality
絕對方向和相對方向 絶対的方向と相対的方向 

左 右
https://bushoojapan.com/world/ameri
ca/2019/06/27/24366引⽤

很難向患有多重殘疾的兒童教授相對方向的概念
重複障がい児には、相対的な方向概念の指導は難しい



聲源定位（左右） 位置說明表
音源定位(左右) 位置指示シート 



教室西洋鏡牆概念
教室内ジオラマ 壁の概念

りかちゃんハウス
株式会社名鉄インプレス 南知多おもちゃ王国
https://www.beachland.jp/omocha/pavilio
n/pa.asp?pa=4より引⽤



為盲童評估地圖概念

用行動表達

用文字和盲文表達

用微縮模型、積木等表達

用點圖表示

心理地圖Mental Map

盲
童
地
圖
概
念
的
發
展



日本盲文觸覺閱讀引導系統的獨創性
→ 鈴木式盲文觸覺閱讀教學法

日本点字の触読指導システムの工夫
→ 鈴木式点字触読指導法



鈴⽊盲⽂觸覺閱讀法的指導原則

1. 使⽤易於識別的盲⽂進⾏教
學。 《由易到難的原則》

2. 重複，重複並繼續教學。
《重複原則》

3. 根據個⼈優勢提供指導。 “個
性化原則”

鈴⽊式点字触読指導
法の指導原則
1．認知しやすい点字か
ら指導する。「易から難
への原則」

2．くりかえし、くりか
えし継続的に指導をする。
「反復の原則」

3．個々⼈の⼒に合った
指導をする。「個別化の
原則」

日本盲文觸覺閱讀引導系統的獨創性
→ 鈴木式盲文觸覺閱讀教學法

日本点字の触読指導システムの工夫
→ 鈴木式点字触読指導法



教盲童日語文字和漢字 普通⽂字の指導



い  垂線   
こ  ⽔平線
り  左右 ⻑短
に  垂線 ＋ こ
け  垂線 ＋ ⼗⽂字
た  ⼗⽂字＋ こ
し  L型
も  L型 ＋ こ

I
KO
RI
NI
KE
TA
SHI
MO

容易№1



容易№2

く  鍵線   
へ  鍵線 く90度回転
て  左右 へ90度回転
そ  ⼩的て ＋ ⼤的て
さ  ⼗⽂字 ＋ 左下⽅垂線
き  ⼗⽂字 ＋こ＋左下⽅垂線
ん  L型線
え  こ ＋ L型線

KU
HE
TE
SO
SA
KI
/n/
E



不易

流⾏

不易：即使時代和國家發⽣變化，內容也保持不變
不易：時代や国が変わっても不変な内容

流⾏：隨著時代和國⺠經濟⽽變化的內容
流⾏：時代や国の経済等で変化する内容

盲 童：定向與移動、盲文觸摸閱讀教學
弱視童：弱視眼鏡、漢字

ICT(information and communications technology, 
or technologies) 視覺障礙輔具之研究 杞昭安其他

不變⽽時尚：融⼊新的變化，同時珍惜永不改變的本質
不易流⾏：いつまでも変わらない本質的な物を⼤切にしながらも、新しい
変化も取り⼊れること

視障兒童教育的本質 視覚障害児教育の本質4 視障教育基礎



上図は、柏崎市教育委員会ホームページより引⽤https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/gakushu_suishin/kyoiku/shogai/gakkoshien/gakkoshien.html

從幼兒時期開始穩定家庭環境   安定的家，是滋養心靈的地方
用耳朵看東西的能力 用手看東西的能力 用頭走路的能力

家庭與學校、相關組織等之間的合作。
幼児期からの家庭環境の安定   安定した家庭は、心を育む場所  

耳で見る力 手で読む力 頭で歩く力 家庭と学校、関係機関等の協働
安定した家庭は、心を育む場所 耳で見る力 手で読む力 頭で歩く力 家庭と学校、関係機関等の協働

母
父
兄弟姐妹
公共衛生護士
幼稚部教師
老爺爺
老奶奶
寵物



把握實際，設置教學臨時
実態把握と指導仮設の設定

認可和表揚兒童的指導
児童を認めて、誉める指導

定量和定性評價
定量と定性による評価

新目標和新教材
新目標・新教材

為視障人士提供更好的教育
視覚障害教育を個々に合う最良化を目指す



準確的概念形成和用詞 的確な概念形成と言葉の活用

教授盲文閱讀和書寫 点字等の読み書きの指導

精心挑選教學內容等 指導内容の精選等

電腦、教材等信息設備的使用 コンピュータ等の情報機器や教
材等の活用

有遠見地開展學習活動 見通しをもった学習活動の展開

今、⽇本的視障教育課程指南指出了以下五個考慮因素。
現在、⽇本の視覚障害教育の学習指導要領は、次の5点の配慮事項を⽰している。



視障⼤學⽣為了順利的⼤學⽣活 高中獲得能力
⼤学⽣活を円滑に過ごすため⾼校時代に⾝に付けておくべき⼒

・能夠準確快速地閱讀和書寫盲⽂
・漢字知識
・閱讀和理解教科書和參考書的能⼒
・⾼中所學科⽬的基本學術能⼒
・能夠拄著⽩⼿杖獨⾃⾏⾛能⼒
・能夠獨⾃使⽤公共交通⼯具能⼒
・可操作個⼈電腦、盲⽂顯⽰器和便攜式盲⽂終
端的技術
・⼀般⽂字處理軟件、電⼦表格軟件、視障者軟
件的知識
・了解如何撰寫報告和論⽂的筆記，包括佈局
・清潔、洗⾐、烹飪、美容等ADL技能。
・使⽤單筒望遠鏡等視覺輔助⼯具的知識和能⼒

・点字を正確に素早く読み書きできる
・漢字知識
・教科書等を読んで理解できる能⼒
・⾼等教科の基礎学⼒
・⽩杖での⼀⼈歩きが可能
・⼀⼈で公共交通機関を利⽤できる⼒
・パソコン、点字ディスプレイ、携帯点字端末
を操作できる技術
・ワープロソフト全般、表計算ソフト、視覚障
害者⽤ソフトの知識
・レポートや論⽂のノートの書き⽅、レイアウ
トなどを学ぶ
・掃除、洗濯、料理、美容などのADLスキル
・単眼鏡等の視覚補助具の知識と使⽤能⼒

シリーズ 視覚障害者の⼤学進学 別冊
「視覚障害学⽣実態調査報告書」（平成２９年６⽉２９⽇改訂）
発⾏者

全国⾼等学校⻑協会特別⽀援学校部会
全国⾼等学校⻑協会⼊試点訳事業部
全国盲学校⻑会⼤学進学⽀援特別委員



我在台灣學到的
沒有什麼是盲童做不到的。
盲童之所以不能教，是因為老師缺乏熱情和努力。
私が臺灣で学んだこと。
盲児にできないことはない。
盲児ができないのは、教師の熱意・努力が足りないからである。

最も良い教師は、子どもと共に笑う
最も悪い教師は、子どもを笑う

A．S．Neill1883－1973

最好的老師和孩子一起笑
最糟糕的老師會嘲笑他們的孩子



祝所有在台南⼤學盲⼈教育課程學習的
⼈快樂。
⾮常感謝。

台南⼤学視覚障害教育課程で学ぶ皆さんが幸せになるよう祈念し
ております。
ありがとうございました。


