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学習や療育へのICTの活用２

令和3年3月発行

呼吸の障害のある子どもが増加し、ケアの内容
も高度化して、さまざまな対応が必要となって
きています。家庭・学校・児童デイサービスな
どの場で、適切な配慮と支援が行えるための一
助となることを願って、呼吸障害の基本的なこ
とから支援について具体的なポイントを解説。
また、近年増加している気管切開・酸素療法・
人工呼吸器療法、そして学校での教育的かかわ
りについても紹介しています。
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図表１は内閣府が出した「 Society5.0
」を解説したもの
です。
私たちの社会は、狩猟社会（
）から進化し、
Society1.0
農 耕 社 会（
）、 工 業 社 会（
）、 情 報
Society2.0
Society3.0
社 会（ Society4.0
） に 続 く、 新 た な 社 会 と し て
な
どの活用など、さまざまな生活場面でのネットワークや新
しい技術がこれまでの社会課題を解決するとしています。
そういった社会では、高齢者だけでなく、障害のある人に
とっても、能動的に生きていくためのさまざまな技術が生
かされるようになります。つまり、人間がすべてをまかな
うのではなく、さまざまな技術が人間を支援するようにな
） で は、 過 疎 地 な ど の
り ま す。 新 た な 社 会（ Society5.0
遠隔医療にネットワークを活用したり、農作業の自動化、
高齢者の移動支援などといったものも紹介されています。
そうしたときに、「働く」ということの性質も大きく変わ
るだろうと考えます。つまり、生きていくという最低限の
ことは人間が働かなくても保障され、場合によっては「働
く」ということ自体も楽しみの一つになっていくかもしれ
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新しい日常でのオンラインの可能性

30

前回の特集（令和２年度２／３月号）では「オンライン
学習入門」として 年以上の間、
「パソコン通信」と呼ば
れるネットワークコミュニケーションの試行からの変化
や、当時期待していたことが今どうなっているかを述べま
した。
今回の特集でも、さまざまなオンラインでのコミュニケ
ーションの実践などが紹介されています。そこで、これか
らの社会を考えながら肢体不自由のある人にとっての「オ
ンライン」の可能性について考えたいと思います。
今の日本は超高齢化社会と言われています。諸外国もそ
うですが、ある程度社会が成熟していくと平均寿命も延び
てきて、高齢者の割合が増えてきます。すると、生産人口
が少なくなり、高齢者を支える若者が減ることが問題点と
されます。しかし、本当にそうでしょうか？人間の仕事の
仕方は第１次産業を中心とした農業社会から大きく変わっ
てきており、
「生産する」ということを人間がすべてまか
なわなくても生きていけるようになったのではないかと思
うのです。
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図表１ 「Society 5.0」
（https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html）

ません。
そのような状況の中で、特に肢体不自由のある人たちの
仕事も、これまでのように、会社に行き、健常者と同じよ
うに１日８時間働かなければ労働とは認めてもらえないと
いうこととは違うものになるだろうと思います。具体的に
は、自宅にいながら自分のペースで、自分のできる能力を
発揮するような仕事が増えてくると考えます。これまでに
もいくつかの、労働形態が考えられてきましたが、令和２
年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって起
きた社会の大きな変化はその可能性を大きく拡げていたよ
うに思います。
オンラインの可能性は、今後ますます広がると考えます。
仕事だけでなく、買い物も今まで以上にオンラインで可能
になりましたし、学習の形態も大きく変わってきています。
ぜひ、そういったものを積極的に受け入れて活用してもら
えると、便利なことややりたいと思っていたけれどもでき
なかったことが実現する可能性が広がります。
前号と今号の特集が肢体不自由教育のある方々にとって
新たな可能性に踏み出すきっかけになりましたら幸いで
す。
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