
番号 職種 仕事内容・その他
仕事に就くまで
(１つの例です。）

1 鍼灸マッサージ師

｢はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ師」という３つの国家
資格からなっており、それぞれについて厚生大臣が施行する
試験に合格した者に免許が交付される。この資格をもち、就
職する。体に本来備わっている自然治癒力高め、体全体の
バランスを健康な状態に戻すための施術師である。

盲学校専攻科卒、病院・
治療院等で採用。

2
開業（鍼灸マッサー
ジ関係）

鍼灸マッサージ師の資格をもち、独立して治療院を開業する
ことをいう。経営に関する知識、接客等にもかなりの能力が
必要である。最近はパソコンを使って、カルテを書いたりして
いる。

盲学校専攻科卒、知療院
勤務、治療院開業

3
教員（盲学校理療
科）

「解剖学・生理学」等の西洋医学、東洋医学の鍼･灸理論な
ど多くの科目を指導する。パソコンを主に諸々の仕事をこな
していく。

盲学校専攻科卒業後、筑
波大学理療科教員養成
施設へ進学（受験資格に
三療の免許保持者）。卒
業後、理療科教員として
盲学校に採用される。

4 教員（普通教科）
盲学校にて勤務。英語を担当する。パソコン等情報機器を駆
使して教材研究、そして授業を展開する。

盲学校、筑波付属盲学校
高等部普通科卒業後　浪
人生活を経て琉球大学へ
英語を専攻する。数回の
教員採用試験受験の後、
盲学校にて採用される。

5 電話交換手

外部からの電話を指定された人、あるいは部署につなぎま
す。内線番号はリストを点字で作っておき、すばやくつなぎま
す。たくさんの内線番号を暗記しておく必要があります。さま
ざまな質問に正確に早く答えるためにも日ごろからの勉強が
必要です。

盲学校専攻科、日本ライ
トハウス（ビジネス科電話
交換コース）、病院の電話
交換手へ

6 録音タイピスト
収録したテープの内容を音声付き日本語ワープロで文字化
する。テープとパソコンから出力される両方の音声を聞きな
がら、忠実に文字として起こしていきます。

特に資格は必要ないが訓
練は必要である。東京
ワークショップ等などの訓
練施設がある。

7 三線教室経営
三線の教師免許以上の資格を所得して教室を開く。点字使
用者だと墨字の楽譜の知識のことも勉強しないといけないの
でかなりの勉強量が必要である。

盲聾学園速成科卒、三線
教習所にて三線を勉強す
る。三線教習所を開く。

8 理学療法士

理学療法という手段を用いて、元の生活が可能になるような
働きかけをします。リハビリテ-ションには医学的な身体に対
する訓練だけでなく、障害を持った人々が家庭や職場や学
校などに適応できるような社会的な環境整備も含まれる。

盲学校専攻科、徳島盲学
校専攻科理学療法科、病
院で理学療法士として採
用される。

9 事務関係
テープ起こし、プレゼン資料作成、データベース開発など多く
の仕事をこなしていく。パソコンを使いこなしていく仕事であ
る。

盲学校、普通高校、沖国
大（英語科）、国立職業リ
ハビりテーションの情報技
術科へ。

10
視力障害センター
職員

視覚に障害がある方が地域や家庭、職場等で持てる力を最
大限に活かし、より充実した社会生活が送れるよう支援して
います。日常生活訓練・歩行訓練・コミュニケーション訓練等
を指導する。

盲学校高等部専攻科卒・
浪人生活を経て教員養成
施設へ進学。視力障害セ
ンターへ採用。

11
点字図書館職員
（沖縄視覚障害者
福祉協会内）

点字図書、録音図書、点字雑誌、テープの貸し出し、製作編
集。点訳･音訳・デイジー図書編集のボランティアの育成。中
途失明者への点字指導。その他のも業務は多い。

盲学校専攻科、沖縄視覚
障害者福祉協会へ就職

12
横須賀市点字図書
館職員

点字指導員

盲学校中学部卒　筑波大
付属高等部音楽科卒　徳
島文理大音楽科音楽療
法コース卒　都立文京盲
学校専攻科理療科中退
（採用のため）

13
障害児学童保育保
育士補助

保育士の補助として利用者の世話をする。同じ障害者という
立場からピアカウンセリング的な役割を担う。

盲学校普通科、沖縄国際
大、日本ライトハウス（生
活訓練、職業訓練部）

卒業生及び視覚障害者の職場紹介



14 ヘルスキーパー
職場でマッサージ・鍼･灸・運動療法をおこない、社員の疲労
を回復させ、業務能率向上と健康の維持・増進を図る。パソ
コンを使ってカルテ管理、予約等の管理を行う。

盲学校普通科、福岡視力
障害センター理療課程へ
進学。　福岡県にて１年
契約社員として採用され
る。平成１９年度４月　沖
縄県で初めてヘルスキー
パーとして本採用された
卒業生もいる。

15 機能訓練指導員
マッサージ、鍼を主にして利用者の機能訓練やリハビリを行
う。利用者との信頼関係をつくる手段として三線教室に通っ
て民謡などを勉強し、交流を図っている。

盲学校専攻科、病院、県
の障害者枠でr老人福祉
施設に採用される。

16
IT作業所　サンブ
リッジ

主に名刺へ点字を入れて販売。情報機器を使っての仕事を
模索中。

盲学校普通科、日本ライ
トハウス（情報処理科）

番号 職種 仕事内容・その他
仕事に就くまで
(１つの例です。）

1 ホテルの客室係

宿泊客からの電話で清掃や客室備品に関する注文を受け付
ける。かかってくるすべての電話について日時、宿泊者名と
問い合わせ内容のほか応対方法まで記録をとる。読み上げ
ソフトを利用してエクセルで入力し、同僚と情報の共有に活
用している。

生まれつきの弱視で大学
卒業まで統合教育の中で
育つが障害者対象の採
用試験で受験し、合格。
中途失明で１年間の休職
を得て、復職。（大阪市
山本さん）

2 企業の総務担当
社員名簿の管理をはじめ、全国の物件や営業用車両、倉庫
の管理、通信網の整備宅配便の仕分けまであらゆる業務の
窓口。

生まれつきの弱視であ
る。地元の公立高校から
筑波技術短期大学へ。そ
の後、派遣社員でデータ
入力の仕事から現在の仕
事へ。（東京都　牧野さ
ん）

3 ヘルスキーパー

企業に採用され、職場においてマッサージ、鍼、灸、運動療
法などの物理療法を行って、従業員の疲労の回復や心身の
変調を調整し、業務の能率向上と従業員の健康の保持、増
進に役立つような仕事である。パソコンを使ってカルテ管理
等を行う。

３年以上の専門教育に
よって、医学的知識や臨
床経験をもち、国家試験
に合格して免許を取得。

4 大学講師（英語）
大学での非常勤講師　レポートはデータで提出させ、テスト
はパソコンで作成。採点は点訳サークルがサポート。

生まれつきの全盲で高等
部普通科までは大阪府立
盲学校。予備校で勉強
後、京都外国語短大英語
科から４年生大学へ。関
西学院大学大学院卒。
（大阪市久部さん）

5
情報ネットワーク代
表

パソコン教室の開設や視覚障害者がパソコンを習得すること
で世界が広がるという信念のもと、パソコンのショートカット
キーの活用法を解説する週刊のメールマガジンを発行した
り、ネットワークビジネスの可能性を探っている。

システムエンジニアだった
が中途失明で京都ライト
ハウスで歩行訓練と生活
訓練をうけた後、起業。
（京都府　園さん）

6 プログラマー

コンピューターを動かすプログラム作成を担当する。社内向
けにデータベースの検索や登録を効率よく行う機能の追加、
ソフトの調整などを行う。作業の大半はウェブサイト上で行
い、設計図にあたるソースコードと呼ばれる部分をスクリーン
リーダーで読みながら修正する。

生まれつきの全盲で高校
まで京都府立盲学校で学
ぶ。高等部３年のとき、語
学と情報機器の研修で米
国留学。日本ライトハウス
で生活訓練と職業訓練を
受け、２年間、事務処理
や補助機器の使い方を勉
強した。合同面接会を経
て就職。（京都府　安盛さ
ん）

上記以外の職業紹介（「点字毎日」と「仕事辞典」より）



7 ラジオDJ
音楽とお笑いを両輪に障害者やバリアフリーについても共感
を呼べる明るく楽しい番組をモットーにしている。

中学部までは養護学校、
高等部は京都府立盲学
校。浪人生活の後、佛教
大学社会学部入学。２年
間休学。在学中に音楽活
動をする。（京都府　山下
さん）

8
スクールカウンセ
ラー

心理学の専門家の立場から生徒の悩み相談を受ける。生徒
の相談では相手の表情はわからないが声の調子の変化か
ら相手の状態がわかる。

中途失明で長期海外旅
行の後、甲南大学人間科
学科入学。大学院を経て
臨床心理士の資格を取
得。（京都府　小寺さん）

9 陶芸家
府内の陶芸教室で教えながら、自宅に工房を構え、作品を
販売する。

公立小学校、府立盲学校
中学部、高等部卒業。日
本ライトハウス視覚障害リ
ハビリテーションセンター
入所。内部障害者更生施
設にて陶芸に出会う。（弱
視　大阪府　石崎さん）

10 教育センター職員
教職員の研修や不登校、障害を持つ子供の教育相談、人権
教育、総合学習での講師、点字の指導など諸々の仕事をこ
なす。

札幌盲学校、京都府立盲
学校専攻科理療科卒業、
治療院経営のあと現在の
仕事に就く。（全盲　大阪
府　三上さん）

11 点字図書製作
点字雑誌や書籍の編集と校正を担当する。点字入り製品へ
のアドバイス、点字サインの製作に関わる。

公立小学校、名古屋盲学
校卒、南山短期大学人間
関係学科卒　名古屋ライ
トハウス名古屋盲人情報
センターに採用され、点字
図書の校正と中途失明者
向けの相談業務、点訳ボ
ランティアの指導などを経
る。（愛知県　松崎さん）

12 サイトの管理・運営

自宅にて視覚障害者のための情報検索サイト「EYELINK」を
管理･運営。インターネット上にあふれる情報の中から音声ブ
ラウザ利用者が欲しいものを得られるように分類･整理した
情報検索サイト。

大学在学中に失明。日本
ライトハウスで生活訓練
を受け、大阪市立盲学校
専攻科理療科へ鍼灸マッ
サージの資格を取得。更
に同専攻科情報処理科を
経て大阪障害者職業能
力開発校OAビジネス科に
入校。ピアカウンセリング
や情報関係学校にて非常
勤講師も兼ねる。（大阪市
東さん）

13 区役所職員
区役所にて市民活動推進担当で区民への地域行政の窓口
の役割を担う。点字広報誌の作成、区役所での担当部署の
案内等の仕事をこなす。

公立小学校、盲学校（中・
高）　個人でパソコン関係
の販売。高校での非常勤
講師、点字指導や福祉の
授業も担当した。市の障
害者枠で受験して合格。
（京都府　田村さん）

14 図書館司書

視覚障害者へのパソコンを活用した読書やインターネットを
利用した情報検索などの指導をはじめ、対面朗読の利用者
を朗読者との日程調整や点字図書・録音図書の所蔵調査等
を担当する。パソコンを使用して事務処理は自分で行う。

盲学校卒業後、病院にて
鍼灸師として勤める。後、
筑波技術短期大学にて入
学。通信教育で図書館司
書の資格取得。大阪府の
図書館司書試験に合格
（全盲　大阪府　杉田さ
ん）



15 ピアカウンセラー
相談者と対等な立場で話を聴きながら、経験を生かして問題
解決に向けてサポートする。音楽療法の企画等も手がける。

公立小学校、盲学校、筑
波大学付属盲学校専攻
科音楽科、作陽短期大学
音楽科、作陽音楽大学を
卒業。日本ライトハウスに
て生活訓練と職業訓練で
学ぶ。大阪府の障害者枠
で自立支援センターに採
用される。（弱視　大阪府
三原さん）

16
プレハブの販売促
進

ディスプレーの企画や管理、カタログや折込み広告のデザイ
ンを担当する。作業はパソコンで音声ソフトと拡大ソフトに加
え、拡大読書器も併用している。

大学で障害児教育を専
攻。プレハブ建築物の設
計や販売、リースを扱う会
社に障害者枠で入社。
（弱視　京都府　長谷川さ
ん）

17 点字・パソコン指導
インターネットの利用、メールのやりとり、音声ソフト、点訳ソ
フト等などパソコンと点字に関わる相談と指導である。

人に教えるためにはまず
自分自身がそれに熟達し
ている必要がある。晴眼
者とはパソコンの操作法
が異なるが教えるために
はパソコン・点字に関する
かなりの知識が必要であ
る。

18 点訳者

点訳ソフトを使ってパソコンで行う。点字は６点で出来ている
のでキーボードの６つのキーを使って入力していく。点訳で
意味が理解できないときにはインターネット等を利用して調
べていく。入力が終わると校正。場合によっては点字プリン
ターで出力し、製本までこなす。

ボランティア養成講座の
点訳教室等できっかけを
作ったりする。サークルで
活動しながら諸々の点訳
作業を経験する。触図な
ど専門書の点訳まで徐々
に手を伸ばしていく。「点
字技能師」という資格もあ
る。

＊その他にも多くの仕事に視覚障害者はチャレンジしている。詳しくは（株）大活字が発行している「視覚障害者に
かかわる仕事」を参照してください。


