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Ⅰ．はじめに

　言語獲得は聴覚，視覚，触覚等の身体機能の発達，
人に対する志向性，記憶や模倣する力等の多くの要
素に支えられている。この中でも聴覚の果たす役割
は大きい。まず聴覚の発達により，多様な喃語が出
現する（石田ら，2008)1)。また乳児は自分が発した
音に周囲が意味付けする言葉を聞き，言葉には意味
があることを知る（河野，2008）2)。そして物事を
見る・聞く・触る等の経験と共に，耳から情報を得る
ことで，言語概念が形成され，広がっていく。その
ため，言語獲得には聴覚の発達が不可欠である。で
は聴覚に障害があると，言語獲得にどのような躓き
が生じるのだろうか。まず，自分で発した音を聞く
ことの困難さから，喃語の出現が遅れる（前出，石
田ら）1)。また自分が発した音に対して周囲が意味
付けする言葉を聞くことが難しいため，ものとその
名称（名前）の一致が困難となり，それゆえに言語
獲得の遅れにつながる。また，河野（前出）2) は「視
覚中心であっても三項関係は成り立つが，聴覚に障
害があると音声のやりとりが不十分になるため，も
のの名前を記憶しにくく，それ以前の問題として，

『ものには名前があることを知る』といった概念形
成で遅れる場合がある」と指摘している。また，健
聴児は周囲の状況を見ると同時に話を聞くことで自
然に日本語の助詞を獲得する。しかし，聴覚障害児
は状況を見ることはできても言葉を聞くことが難し
いため，日本語の文法である，助詞の習得も困難に

なる。さらにこれらの言語獲得の遅れは，学童期の
学習にどのような影響を及ぼすのだろうか。まず，
語彙が増えにくいことや文法習得の困難さにより，
文章の読み書きに困難が生じる。そのため，聴覚障
害児は国語科や算数科，理科，社会科等の幅広い教
科で困難さがみられる。
　ところでこうした「聴覚障害児の教科学習」につ
いて，たとえば国語の困難さについては庄司（2015) 
3) が，算数に関しては片岡ら（2014）4) が報告して
いるが，他の教科に関する報告が少ないのが現状で
ある。また現代は障害の有無にかかわらず，子ども
たちが共に学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育が
推進されている。つまり，聴覚障害の子も通常学級
に在籍する可能性が高くなる。さらに庄司（前出）3)

は，聴覚障害児の指導を担当する教員について，聾
学校の教員は教職経験年数は長いが，聾学校や学部
の経験年数が短いというケースも少なからずあるこ
とから，聾教育の専門性の継承・発展の必要性を指
摘している。
　そこで本研究では，聴覚障害児が学習および生活
場面において感じる困難さを明らかにし，必要かつ
効果的な支援を検討することを目的としてアンケー
ト調査を実施した。具体的には，聾学校や通常学級
に在籍した聴覚障害者，インテグレートした聴覚障
害者を対象とし，学習場面において感じていた困難
さや，それに対する周囲や自分自身の対応を中心に
調査した。その上で，当事者が感じていた困難さや
それらへの支援について検討し，報告した。
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Ⅱ．方　法

１．対　象
　アンケートの回答者は，Ⅰ聾学校で教育を受けた
聴覚障害者，Ⅱインテグレート（聾学校の幼稚部か
ら通常の学校に在籍を変更）した聴覚障害者，Ⅲ通
常の学校から聾学校に在籍を変更した聴覚障害者そ
れぞれ３名ずつである。これは，教育を受けた環境
によって，学習場面での困難さや受けていた支援が
異なるため，それを比較することでそれぞれの環
境（小・中・聾学校・難聴特別支援学級）で必要な支
援やニーズをより明確に把握できると考えたためで
ある。協力者は男性６名，女性３名であり，年齢は
27～45歳であった。以下Ⅰを聾学校群（Ａ，Ｂ，Ｃ），
Ⅱをインテグレート群（Ｄ，Ｅ，Ｆ），Ⅲを通常+

聾学校群（Ｇ，Ｈ，Ｉ）と記載する（Table １）。なお，
本アンケート調査の回答者選出等は「特定非営利活
動法人にいまーる」※にご協力頂き，実施した。
※ 新潟県に拠点を置き，聴覚障害者の支援や手話を

普及させることを目的として2011年に設立され
た団体。

２．調査項目
　アンケートの調査項目に関しては，弱視児を対象
に教科学習における困難さに関する調査を行ってい
た大山ら（2013）5) の調査項目を参考にして決定し
た。具体的な調査項目は以下の通りである。

１）基本情報
　　 性別，年齢，教育歴，聴覚障害の種類，聴力レ

ベル，発症年齢，当時受けていた学外からの支
援，補聴器等の使用

２）学習場面での状況
　　 各教科における当時感じていた困難，教師や友

人から受けていた支援，困難の自己解決方法や
工夫，当時感じていた授業への希望，現在から
当時を振り返って感じる授業への希望，最も困

Table1 アンケート回答者の基本情報 

 

 
 
Ⅰ群：聾学校で教育を受けた群 

Ⅱ群：インテグレート（聾学校の幼稚部から通常の学校に在籍を変更した）群 

Ⅲ群：通常の学校から聾学校に在籍を変更した群 

 
 

 

協力者 G H I
聴覚障害の

種類
聴力レベル

教育経歴 小・中学校、
高等学校

小学校
（※週に３回午
後から難聴学
級）、中学校

小・中学校、
高等学校

小・中学校、
聾学校（高等

部）

小学校、聾学
校（中学部・高

等部）

小・中学校、
聾学校（高等

部）

学外からの
聴覚障害に
関する支援

幼稚園～小学
校：週１、２回言
葉の教室

小学校：週１で
聞こえの教室

幼稚園～小学
校：言語発音
訓練教室

小・中学校：週
１で聞こえの教
室

幼稚園～小学
校３年まで：発
音の練習

小・中学校：難
聴学級

聾学校（小学部・中学部・高等部）

特になし

         D                    E                   F
   混合性難聴                  感音性難聴

        ９０ｄB             ９０ｄB            １００ｄB

Ⅰ群 Ⅱ群 Ⅲ群
        A                B                 C

感音性難聴

     135ｄB            98ｄB           95ｄB

感音性難聴

     １０５ｄB       ９８～１０５ｄB        １３０ｄB

Ⅰ群：聾学校で教育を受けた群

Ⅱ群：インテグレート（聾学校の幼稚部から通常の学校に在籍を変更した）群

Ⅲ群：通常の学校から聾学校に在籍を変更した群

Table1　アンケート回答者の基本情報
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難のあった学習場面とそれに対する解決方法，
あってよかった支援，クラスメイトや教師との
コミュニケーション手段

３）社会生活での状況
　　 職場内，集団内，買い物のそれぞれの場面にお

ける困難さ，福祉サービスも含めた環境や制度
で不便なこと，分かりやすいと感じる環境や制
度等の社会の中で便利なこと

３．回答の分類 　
　アンケート結果は，調査項目ごとに回答者の教育
歴によって３つに分類した。その中でも特に各教科
における困難さについては，回答のあった教科ごと
に分類した。そして，それぞれの教育歴で共通，ま
たは異なる困難さの有無について検討した。社会生
活の状況についても，同様に分類し，検討した。

Ⅲ．結　果

　Ⅰ，Ⅱ，Ⅲは回答のあった群を示している。
（＊自由記述については回答の原文そのまま記載）

１．学習場面および学校生活全般における困難さ
　特に具体的なコメントがあったのは以下の２科目
であった。
　⑴　英語
　・発音，アクセント（Ⅱ）
　・リスニング（Ⅱ，Ⅲ）
　⑵　音楽
　・音階，音程を合わせること（Ⅱ）
　・トーン，アクセント（Ⅲ）
　・リズムを合わせること（Ⅱ，Ⅲ）
　 　ここでは，Ⅱ群の回答者から音階や音程の困難

さ，Ⅲ群からはトーンやアクセントの困難さが挙
げられた。しかしこれらは教育歴の違いで生まれ
たものではなく，回答者の違いによるものであ
り，どの困難さもⅡ群，Ⅲ群に共通するものであ
ると考えられる。

　これらの２科目は，学習内容が聴覚情報に拠ると
ころが大きく，特に回答者からの具体的な記述が多
かった。

２．教師や友人からの支援
　・個別指導があり良かった。（Ⅰ）
　・難聴学級があったことは良かった。（Ⅱ）

　・ 話しかける際，肩を叩いてもらう等の約束を決
めておく。（Ⅲ）

　・ 聾学校に転校してからは，すごく言葉の世界が
広がりました。聾学校を卒業したことを誇りに
思っています。（Ⅲ）

　・友人との情報共有（Ⅰ，Ⅲ）
　・ノートテイク（Ⅱ，Ⅲ）
　・ 先生方の聾に関する理解の少なさにより，特別

な配慮がなかったことやいじめがあり，支援を
受けることが難しかった。（Ⅱ，Ⅲ）

　・ OHP を活用する等の視覚的な支援をすること
（Ⅰ～Ⅲ）

３．困難の自己解決方法
・本を読んで学ぶ。（Ⅰ）
・ 部活動のメンバーから支えてもらっていたため，

不自由なく生活できた。（Ⅱ）
〔以下，Ⅲ群の回答〕
・ 困難さが多い場合には先生に相談するが，それで

も解決しない場合は目立ったり，問題行動を起こ
したりしていた。

・ 行事に参加しないという方法で自己解決しようと
したが，行かないことによって変なあだ名を付け
られてしまった。

・ 聴覚障害者は健聴者と比べて，学力やコミュニ
ケーション力が遅れがちであるため，人の二倍努
力が必要と言われて特別な配慮はなかった。

・ 授業が遅れると周りにも迷惑をかけてしまうとい
う思いから，日々授業に食らいついていた。

・ 障害についての理解が少ないことや，いじめも
あったことにより自己解決ができなかった。
（Ⅱ，Ⅲ）

４．授業への希望
・ 先生が説明の際に手話を使用してほしい。（Ⅰ）
・ どうやって情報保障を受けるのか，具体的なノウ

ハウを身に付けること。（Ⅰ）
〔以下，Ⅱ群の回答〕
・ 聴こえないとはどういうことなのか？という授業

があれば，周りの理解も違っていたかもしれな
い。

・ 授業の内容が分からないことが，当たり前と思っ
ていたので，希望があるかと言われても，特に思
い浮かびません。

・音楽で歌う曲を，手話ソングにしてほしい。
・ 先生が話している内容を，先生自らキーボード入
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力し，OHPに投影してほしい。
〔以下，Ⅲ群の回答〕
・黒板にない予定（お知らせ等）を書いてほしい。
・ 黒板を書きながら話すのではなく，生徒の方を見

て話してほしい。
・ タブレット等を使用すると，授業に参加しやす

い。しかし，教師は本やタブレットにある通りに
進めなく，細かい要点はどうしても口頭になりが
ちであるため，途中経過が分かりにくい。

・ 視覚的に理解しやすい方法やタブレットを使用し
てほしい。（Ⅰ～Ⅲ）

５．社会生活における困難さ
　⑴　職場内における困難さ
　・聴者同士の会話についていけない。（Ⅰ）
　・ 筆記してくれたことは良かったが，読みにく

い。（Ⅰ）
　・集団での雑談に混ざりにくい。（Ⅰ）
　・ 聾者が多くいる会社では，困難というものがな

く，比較的恵まれていた。（Ⅱ）
　・ 会議等では，周りが何を言っているのか分から

ない。お客様の話も分からない。（Ⅱ）
　・ 補聴器をつけていたため，音は聞こえたが，何

を話しているのかは分からない。（Ⅲ）
　・ 放送やチャイム等の目に見えないものは分から

ない。（Ⅰ～Ⅲ）
　⑵　買い物での困難さ
　・注文した物と実際に来た物が違った。(Ⅱ)

　・ 店員さんとのコミュニケーションはほとんど分
からないが，決まった言葉を繰り返すだけなの
で，特別なコミュニケーションは不要。（Ⅱ）

　・ 話しかけられたとき，相手に「耳が聞こえな
い。」と伝えると，避けられてしまう。(Ⅲ)

　・ マニュアル以外のことを言われた時，店員が何
を話しているのか分からないが，メモに書いて
もらえれば問題ない。（Ⅰ～Ⅲ）

　⑶　集団内での困難さ
　・ 聴者同士の会話が分からず，何かをする際にワ

ンテンポ遅れてしまう。（Ⅰ）
　・ 初めから集団での会話には参加しない。少人数

なら参加しても良いが，参加しても分からない
に決まっている。（Ⅰ）

　・ 聴者ばかりの場では，会話の輪になかなか入れ
ず，一人ぼっちになる。（Ⅱ）

〔以下，Ⅲ群の回答〕
・ 話の流れがつかめずに，孤独を感じて苦痛を感じ

る。
・会話のスピードについていけない。
・ 会社の飲み会では，孤立感を感じる。愛想笑いば

かりで，早く帰りたいと毎回思う。

Ⅳ．考　察

１．聴覚障害者が身に付けるスキル
　今回，聴覚障害児が学習場面において感じる困難
さを明らかにし，必要かつ効果的な支援を検討する
ことを目的に，当事者へのアンケート調査を行った。
その結果，授業への希望として，「どのように情報
保障を受けるのか，具体的なノウハウを身に付ける
ことができる内容」が挙げられた。また，集団内で
の困難さの項目では，大人数の会話への参加意欲の
低さが明らかとなった。現在，学校教育の果たす役
割として，教科学習の内容の定着を可能にすること
や，社会で生活する上で困らないように「生きてい
くためのスキル」を身に付けることの２点が挙げら
れる。調査結果から，聴覚障害者の在籍する学校で
は，教科学習の習得も然ることながら，後者の「ス
キル」習得が必要不可欠であることが明らかとなっ
た。特に聴覚障害者にとっては，多数の聴者の中で
生きるための「スキル」として，多様なコミュニケー
ション手段の獲得や確実に情報保障を受けるための
ノウハウを習得することが重要であると考えた。
　具体的には，まずコミュニケーション手段の習得
に関して，最終的には聴覚障害者が周囲に自身の障
害について伝え，どのような手段であればコミュニ
ケーションが可能となるのかを提案する力を身に付
けることが重要である。そのような力を身に付ける
ために，以下のことが考えられる。まずコミュニケー
ション手段を習得すると同時に，自身の聴覚障害に
ついても周囲に誤解なく伝えられるよう，自己理解
を深めることが重要である。そのため，必要に応じ
て「自己理解の時間」を設け，教師が児童生徒に聴
覚障害についての説明をし，発達段階や年齢に応じ
て徐々に障害理解を促していく。必要な時点で本人
の理解、受容が不十分な場合には、保護者や医療機
関などと連携してそれらを促進することが必要であ
る。またその際，様々な手段でコミュニケーション
が可能となることを強調する。そして周囲とかかわ
る手段として，筆談，身振りや口を見せて話す等か
ら，会議で使用可能なLive　Talkのようなシステム
があること，それらの使い方も習得できるようにす
る。その後自己紹介カードの作成や習得した手段を



171聴覚障害の児童生徒が感じる困難とその教育的支援

活用し，自身の聴覚障害についてや，会話への参加
形態を伝える練習をする。その結果，周囲と円滑に
かかわる力を身に付けることが可能になると考えら
れる。
　次に聴覚障害者が社会にでた際に，確実に情報保
障を受けるためのノウハウの習得に関して述べる。
聴覚障害者が聴者と同様に情報を得るためには，視
覚的提示が必要不可欠である。そのため，まず児童
生徒が口頭での情報提示に加えてパワーポイントや
資料配付等のサービスを受けることで，聴覚障害が
あっても情報の保障がより確実になるといった，情
報の視覚化に関する知識をもつことが大切である。
それと同時に，自分から相手に情報の提示方法につ
いて依頼する練習をする。このように学校の学びの
中で，多様なコミュニケーション手段や情報を視覚
化する手段の獲得やそれらの依頼方法について，社
会を意識した指導を行う。それにより，学校での学
習内容が将来社会に出た際に，活かされると期待で
きる。そして身に付けた様々な手段を活かす場とし
て，聴覚障害の児童生徒が通常学級で過ごす機会を
設定する。このような機会により，聴覚障害の児童
生徒は学習したスキルの活用方法を学ぶことが可能
となる。また通常学級の児童生徒は，聴覚障害に関
する理解を深めることや，聴覚障害者とのかかわり
方や支援の方法を学ぶことができる。また聴覚障害
があって通常学級に在籍し，通級指導教室や特別支
援学級（難聴学級）に通えない児童生徒の場合は，
学校生活の隙間時間 (朝学習や放課後学習等の時
間 )を活用し、それらのスキルを習得するための時
間を設ける。それにより，どのような教育環境にお
かれている聴覚障害の児童生徒でも，同様のスキル
を身に付けて活用できるようになる。これらの取り
組みを通して様々なスキルを習得することで，将来
多数を占める聴者の中で生きるための強みとなる。

２．周囲の理解を深めるために
　社会において多数を占める聴者が少数の聴覚障害
者への理解を深めるために以下の提案ができる。具
体的には，通常学級の児童生徒をいくつかのグルー
プに分け聾学校に１グループずつ体験入学する，と
いうように積極的に聴覚障害者とかかわる機会を設
けることである。聾学校へ体験入学する前に，聴覚
障害は見て分かりにくい障害であることや，話す際
には発音が不明瞭になること等，聴覚障害について
学ぶ機会を設ける。それらの知識をもった上で，実
際に聴者が聴覚障害者の中に加わる経験をすること

で，聴覚障害に関する理解が深まると共に，普段当
然のように通じる「音声言語」が容易には通じない
世界とその不自由さを実感できる。そして交流の後，
聴者はそのような経験を通して感じた思いや困った
こと等を共有し，かかわり方や支援方法についてア
イデアを出し合う。そして前回の反省や肯定的側面
を踏まえて再度交流に臨む。このような交流の機会
を積み重ねることで，児童生徒一人ひとりが聴覚障
害者へのかかわり方や支援の方法についてより深く
理解し，力を身に付けられると考えた。また，こう
した経験を積むことは，聴覚障害の児童生徒にとっ
ては先に述べたような，習得した様々なスキルを活
かす機会となり，より確実にコミュニケーション能
力をつけることができると考えた。また，通常学級
に聴覚障害の児童生徒が在籍している場合は，実際
に耳栓をして過ごす体験等により「聞こえないとい
うことはどのようなことなのか」をクラスの全員が
理解できるようにする。そしてその子に対するかか
わり方や，その子を含めたクラス全員が過ごしやす
いクラスにするための工夫について話し合う。それ
により，当事者の困り感を理解でき，広く聴覚障害
者へのかかわり方を学ぶことができる。このように
社会において多数を占める聴者が，少数派である聴
覚障害者の立場に立つ経験をすることで，聴覚障害
者に寄り添える社会の実現が可能となる。

３．教員の理解の拡大と専門性の向上
　アンケートの回答で，特に通常学級経験者から教
員の聾や聴覚障害に関する理解が十分でなかったた
めに学校で配慮が受けられなかったこと，困難な経
験も多かったことが挙げられた。こうしたことから
も，どの学校種の教員に対しても聴覚障害を含めた
各種障害についての理解を広げることが必要であ
る。例えば多くの人が聴覚障害を知ることで，それ
を「より深く知りたい，学びたい」との思いを持つ
人も増加し，そのことが結果的に聾教育や聴覚障害
教育の専門性の向上につながると考えられる。その
ため，聾学校や聴覚障害の児童生徒が在籍する学校
では定期的に，必要不可欠な支援，手話，聴覚障害
者にとって特に困り感が強いとされる音楽や英語の
授業内容で工夫している点等について，すべての教
員で共有する。そうすることで，聴覚障害に関する
専門性や聴覚障害の子どもたちへの配慮の方法等の
理解が広がる。また多くの意見が交換されることで
授業内容が掘り下げられ，専門性の向上も期待でき
る。他にも聴覚障害に関わる全ての教員は，少しで
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も手話を学ぶことが重要であると考えた。アンケー
トの回答からは，「聴者が少しでも手話を勉強して
くれると，親近感が湧く。」という意見も挙げられた。
そのため，児童生徒と接する教師が手話を学ぶこと
で，心理的な距離が縮まることや，コミュニケーショ
ンが円滑になると考えた。また聴覚障害の児童生徒
が，様々な場面において生じた悩み事や困難さを相
談できる場が必要である。そのような場として，特
別支援学級の活用が考えられる。具体的には，聴覚
障害の児童生徒の学習の遅れを取り戻す場や日々の
生活の中で生じた悩みを共有する場として，難聴学
級に限らず特別支援学級を活用することがより実用
的である。現在，難聴学級の数は限られている一方
で多くの学校で特別支援学級の設置が進んでいるた
め，それらを活用できれば通常学級に在籍する聴覚
障害のある児童生徒は安心して学校生活を送ること
ができる。そして特別支援学級の担任と通常学級の
担任で，学習状況や悩み事等を共有していくことも
重要である。
　最後に，アンケート調査では教師や周囲に向けて
の要望として児童生徒の方を向いてゆっくり話すこ
とや，連絡事項を黒板に書いておく等，UDLに含
まれることも挙げられた。これらのことは，学級に
在籍する聴覚障害の児童生徒がどのようにすれば過
ごしやすくなるのかを考え，わずかな配慮で実施で
きることである。もちろん，障害やUDLについて
学ぶことは重要である。しかし，教師が一人ひとり
の児童生徒を理解しようとし，児童生徒の対人関係
や学習面の悩みを真摯に受け止め，どのようにすれ
ばそれを解決できるのかを考えることが大切なので
はないだろうか。障害児者への支援は「専門性がな
いとできないこと」であると感じている人も多い。
確かに専門的な知識があるからこそできる支援もあ
る。しかし，専門的な知識が少なくても，一人ひと
りのことを思いやる気持ちや，どのようにすればで
きるのかを考えて何度も試行錯誤する粘り強さがあ
れば，児童生徒の力を伸ばすことは可能である。こ
のことは，将来社会においてインクルーシブ教育を
実現するためにも非常に重要なことであろう。
　今回のアンケートでは様々な教育歴を持つ当事者
から，率直な声をきくことができ，目に見えない障
害だからこそ生じる苦しみや周囲の理解の低さに
よって生じる孤独感などが浮き彫りになった。聴覚
障害に限らず，どのような障害に対しても，教師
が「学んでないから分からない」というように現実
から目を背けるのではなく，当事者の思いに気付こ

うとする姿勢を持ち続け，さらに理解しようと自ら
学び続けることが必要である。そうしなければ，本
当の意味でのインクルーシブ教育は実現しないだろ
う。
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