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はじめにー問題を探る 

 
私は数年前に，信頼する何人かの仲間と一緒に，「難聴児生徒理解ハン

ドブック」という小著を作りました。通常学級で学校生活をおくる難聴の

小中学生たちを支援する上で，通常学級担任の力は大変に大きな影響力を

もっています。その方々に「難聴から生れるさまざまな問題」を理解して

もらえば，在籍学級内での学校生活の大きな手助けとなる，そして，それ

が何よりも大きな支援になる，と信じてのことでした。幸いにもこの本は、

多くの聴覚障害教育関係者や、何よりも難聴の子どもを学校に通わせる保

護者の方々から好評をいただいて版を重ねています。この本は「通常の学

級の先生へ」という副題が示すように、聴覚障害には素人である通常学級

担任や保護者を対象に書いたものです。 
その頃，私は長岡聾学校の中学生のための難聴通級指導教室に赴任し，

新潟県中越地区の難聴中学生を個別指導する仕事をしていました。「難聴

中学生支援の『専門性』とは何か」を考えながら進めてきたのが私の「通

級担当者としての仕事」です。しかしながら、後述するように、全国的に

見て難聴中学生を支援する学級・教室は非常に少ないのです。小学生の指

導と兼務するようなスタッフの配置がなされる状況も見られます。そんな

中で、支援を求めている難聴中学生とその保護者の声に直に接してみると，

今更ながらに難聴中学生を支援する仕事の内容が不明確で難しいものだ

と実感します。 
そのような状況の改善に，少しでも寄与できればと，過去何回か，全日

聾研や特殊教育学会などで報告・発表をしてきました。また、あちこちの

学校や親の会の勉強会に呼んでいただいて話をした経験もあります。 
2013 年度に「聴覚障害」誌編集部のご好意で、この問題をテーマとす

る連載の機会を頂戴することができました。それをもとにして、難聴中学

生の支援の問題を発展させていくための実践や理論的な問題について，こ

れまでに書き溜めたり考えてきたりしたことを整理してみました。 
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最近になって，ようやく日本でも聴覚障害児教育における思春期をテー

マにするものが増えてきました。私が上越教育大学に派遣になり，修論を

書いていた 1990 年代には考えられなかったことです。アメリカの研究を

リビューするしか手がかりがない中で、修論を書くのに悪戦苦闘したこと

を思い出します。その一方で，それらの研究や主張の中には，思春期研究

の成果に無頓着で，批判的に検討することが必要なものも散見します。こ

のような状況に対しても何かしらの、問題提起ができたらいいなあと思っ

ています。宮澤賢治が言うように「透明な意思と巨きな力と熱」を熱望し

つつ、風車に立ち向かうドン・キホーテの志に倣い，山積する課題に徒手

空拳で挑んでみます。よろしくお願いします。 
 
  

 
花巻・羅須地人協会にある宮澤賢治の石碑より 
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難聴中学生はどこへ？  

文部科学省の「Ｈ２４特別支援教育資料」で調べてみると「難聴中学

生はどこで支援を受けているのだろう？」という疑念がわいてきます。

小学校難聴学級と中学校難聴学級のこどもの数を比較すると図 1のよう

になります。単純に計算すれば、３学年分、小学校の半数の生徒がいて

もいいはずですね。しかし、中学生数を分子、小学生数を分母として求

めた割合は難聴学級では約４０%です。通級になると、もっと低くて２

０%に落ち込んでいます。聾学校では６

０%と今度は割合が上がります。これは

外部から入ってくる生徒数の増加と、小

学部入学者数の低減傾向の影響と考え

られます。続いて、通級の対象児童生徒

数の年次別推移（図 2）で見ると、中学

生の支援を受ける数は増えてきていま

すが、それでもまだまだ支援を受けてい

ない生徒は多数いるのです。 

 
文部科学省「特別支援教育資料 H24」をもとに白井が作成 
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つまり、小学校終了後は、専門的な支援を受けない（受けられない？）

ままインテグレートする生徒が相当数いるということがわかります。 
 

難聴中学生への支援内容の検討 

いきなり大問題から入ります。全国に多くのきこえの教室がありますが，

その多くは小学校に設置されています。きこえの障害が幼児期以前に見つ

かると，聾学校の幼稚部で支援を受け，通常学級へ進む場合にはその指導･

支援の内容がきこえの教室に引き継がれます。この時期には，構音に問題

があったり，聴覚活用が不十分だったりするのがよく見られます。また入

学直前の検診で確認されたり，何らかの原因で中途失聴になったりしたお

子さんの場合にも同様の傾向が見られます。聾学校の幼稚部で腕を磨いた

方が，きこえの教室を担当する場合には，腕の見せ所とも言うべき支援が

始まります。 
その他にも，学習につまずかない様に予習復習の面倒を見る（補充学習，

学習支援），ことばの力を育てるための支援（言語指導）をする，時には

保護者の方の相談にのる，こういったことがまずは一般的な内容であり，

これらについては，あちこちでさまざまな優れた実践が報告されています。 
ところが，高学年にさしかかる頃から，通級指導に求められる支援内容

が少し変わってきます。もちろん，構音に相変わらず問題があればそれを

矯正する指導支援の必要感は続いていますし，言語の力が不足していてそ

れが学習や学校生活でのコミュニケーションに悪影響を与えているので

あれば，言語指導を継続しなければなりません。少し意地悪い言い方を許

していただくと，「まだまだ問題があって不十分だ」というお子さんの方

が，指導内容を作りやすいというのも現実です。以前，ある小学校の先生

からこんな相談を受けたことがあります。 
 
この子は聴力もそんなに厳しくないから、かなり聞こえています。発
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音もまあまあ。勉強も特に遅れているというほどでもないのですが，

いったい何を指導してあげればいいんでしょうね。 
 
確かにこういうタイプのお子さん，いるのです。でも，本当にこうい

うお子さんにはニーズが無くなったのでしょうか？答えは「否」と私は

思います。難聴という障害は治癒改善を見ることがありません。人生を

通じて形を変えてニーズは出現します。 
 

直面する課題 

次に、難聴中学生は，学校生活の中でどのような問題に直面するのか

を，いくつかの先行研究から紹介します。 
まず，最初に広島で行われた調査を紹介します。長沢・堀川 (1996)

は，健聴児用のストレス尺度に新たに難聴項目を付け加えて改訂を施し，

126 名の難聴生徒に質問紙法によって調査を行ない，クラスター分析に

基づいてストレス構造を分析しました。そこでは， 
 
難聴児のストレス構造は、一見したところ、健聴生徒と共通部分が多

いように見える。 
しかし、下位項目に立ち入って細かく分析すると、問題はコミュニケ

ーションの障害から生起している。 
問題を意識するきっかけは、友人関係のトラブルや授業での聞き取り

が多い。 
 

と，指摘されています。 
次には，僭越ながら私の修論から紹介します。白井(1996)は 8 名の聴

覚障害成人に面接調査を行い，難聴児の学校生活上の問題点を，以下の

ように整理しました。 
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友達の話が聞き取れない。だから会話に参加できない  
先生の説明や指示が分からないので，授業が分からず参加できない  
発音を笑われ，話す意欲が減退する 
情報(常識)が不足していて，学校生活上の問題に正しく対処できない 
言語力が不十分な場合，自分の行動の意味を自分で把えられない。 
小学校以来の学力不振が累積され，学習についていけない。 
 
思春期の難聴生徒が，いったい何に悩むのかについて，堀川さんは質問

紙という手法で，相当数のサンプルを用いて明らかにしました。この調査

結果は難聴生徒の出会う思春期の問題についてのカタログであると言っ

ていいでしょう。私の方は，サンプル数は遠く及びませんが，面接法（半

構造化された面接）を採用して，個々の問題を具体的に掘り下げました。

二つの調査は相互に補完しあう関係にあります。この２つの調査から，次

のことがわかります。 
 
難聴の子どもの多くは，思春期に入って，コミュニケーションの問題

から学校生活に行き詰まり感を覚え，自信を失いがちである 
 
「自信を失う＝自分をダメな人間と思い込む」即ち「自己像が負の方向

に向かう」ということです。先ほどの，小学校の先生の相談に出てくる子

どもも，このような問題を抱えていないとは言い切れないのです。 
 

自己意識を扱うのは難しい 

難聴中学生を支援する上では，この厄介な「自己像」とか「自己意識」

というものと向き合うことがどうしても必要です。ところが，ここにまた

一つ大きな問題が出てきます。それは「本当に自分のことがわかっている

のか」ということです。中学生と直に接した経験のある方ならすぐにわか
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ると思うのですが，中学生くらいになると何か聞いても「別に」「大丈夫」

といった決まりきった無味乾燥な答しか返ってこないことが多いのです。

いじめられている当人が固く口を閉ざしていて，親も教師も問題をつかめ

なかった，という事例も経験したことがあります。 
どのようにしたら中学生の自己意識に踏み込めるのか，実はこれが大

変に難しい仕事です。小学生としか接したことのないきこえの教室の先

生が，兼務で中学生を支援するケースがたまにありますが，この問題が

一番理解しづらいのではないでしょうか。 
この問題にアプローチするには，考えておくべきことが 2つあります。 
１つ目は，「中学生は（どんなに困っていても）『信頼できる』と判断

した時・人，にしか自分自身を語らない」ということです。表面上は何

でも話してくれる子どもに見えても，大切なことは何も聞かせてくれて

いない、ということは結構あります。「日ごろから何でも話し合える関

係を作る」と，ことばで言うのは簡単ですが至難の業です。そのために

は，この問題が大変なことだということを自覚しながら，日ごろの「聞

くー話す」という双方向の活動を継続していくしかないようです。 
問題の解決には、思春期特有の課題に対する対処法の一つとしての

「カウンセリング・マインド」を駆使することが有効です。これは、中

学校では「教育相談」として広く認められており、その研修なども盛ん

です。聴覚障害教育の世界では、長い間「教育相談」は、聾学校に在籍

していない子ども（それも多くは低年齢）のへの対応、という意味で使

われてきました。聾学校の関係者に「教育相談的な発想」とか「教育相

談の手法に学ぶことが大切です」と言うと、誤解されがちです。こんな

ところを見直していくことも難聴中学生への支援を考える時には重要

です。 
２つ目は，言語的・精神的な成熟の問題です。この点に関する，研究を

一つ紹介します。東大教育学部で思春期の研究をしておられる下山晴彦さ

んという方が，自己意識の形成に関する大学生用に開発された質問項目を
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改良して，中学生・高校生を対象に面接調査を行ったのです。この調査の

詳細はここでは省きますが、その結果を振り返って、対象となる子どもの

内省能力・言語表現力が問題であり、内面で進行している事態とその子ど

もが表現できることの間には相当のギャップがあるのではないか、と述べ

ています。 
思春期の意識は「両価的（ambivalent）＝あいまいでどっちつかず」と

言われます。簡単に言うなら「自分でも何がなんだかわからない」という

ことが多いのです。そして、この問題は，私の経験で言うと，成績や学力

とはあまり関係ないように思います。むしろ社会的な経験の多寡，大人を

含む多くの人との対話の量，などのほうが大きな影響を与えるようです。 
 

通級教室は何をする・できる？ 

ここまでは，問題の所在をかなり大上段に振りかぶって検討してきまし

た。このように大変に大きな問題がありながら，現実に生徒が来るのは週

に１－２回，時間も 45 分から 60 分くらい，というのが一般的です。通級

指導の担当者は、ここでしか勝負できません。じゃあこの貴重なチャンス

を，どのように使っていけばいいのでしょう。 
一番重要なことは「子どもが求めているものを与えてあげること」だと

思うのです。しかし，先ほど述べたように子どもは「自分が何を求めてい

るのか」が，わからないことも多いのです。近年，「自分探し」というこ

とばがよく使われます。中学生の時期は，この自分探しの時期でもあるの

です。この時期に，難聴中学生は「聞こえにくい自分」と向き合って，そ

れを受け止め格闘するのです。その姿が激しく外に現れるタイプの子もい

れば，深く静かに進む子もいます。でも，どの子にも間違いなくこのよう

な格闘があることを，私は自分が接してきた多くの難聴中学生の姿から確

信します。具体的にやるべきこと，してあげたいやりたいことは山のよう

にあります。ある生徒には，学習支援であり，ある生徒には心の安らぎで
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あったり,と個別のニーズはさまざまです。自己意識に働きかけるのが大切

だからといって，通級の時間に毎時間「自分さがしの話」をし続ける必要

もありません。 
そうではなくて，通級教室での活動が「自分発見」につながればいいの

です。学習支援をしてもらって，「自分もやればできるじゃないか」とい

う気持ちになれば，それが自己像の改善になります。学校生活でのさまざ

まな出来事を聞いてもらって，そのことを通して自分の学校生活のありよ

うを振り返ることができれば，きっと学校での生活が楽しくなります。学

校にいると孤立しがちだという子でも，この教室に来ると先生がいろいろ

なことを聞かせてくれる，と思えばそれが癒しとなることでしょう。その

ような通級指導での経験を積み重ねることで，先生と生徒のパイプができ

てくれば大成功です。 
 

いろんな子どもがいる 

ある研修会で，「難聴児生徒理解ハンドブック」を一緒に作った小網輝

夫先生から，「困っている子ども」という話を聞きました。難聴に限らず，

特別支援の必要な子どもを担当すると，先生方は「困っているんです」と

よく言います。小網先生は，そういう事態では，実は子どもが一番困って

いるじゃないか，そう考えなきゃいけないんじゃないか，こうおっしゃっ

たのです。なるほど，と思いました。構音が崩れていて何を言っているか

がわからない，と言われる難

聴の子どもがいます。オージ

オグラムを検討してみると，

うまく発音できない音は聞

き取れないでいるのだとい

うことがわかります。「子ど

もが何を言っているのかが

図３ 言語とコミュニケーションの過程 
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わからない」と言って困っているのは周囲の大人。でも，その子どもは「周

囲の人の言うことが解らない」で困っている。問題をこのように整理して

考えてみたらいかがでしょう。 
図３は私が説明でよく使うものです。難聴という障害は，この図で言え

ば「入力系」に問題があるのです。ところが，難聴の子どもと接した時に

目に（耳に?）つくのは発音ですね。ある生徒が相談に来た時に「中学校

に行くとケッコがウエル」と言うんです。よく聞いてみたら「テストが増

える」と言っていたんです。 
さあ，こんな時に勇んで「よし発音を良くしてやろう」と取り組みがち

ですが，ちょっとお待ちを。先ほども述べたように「聞き取れない音は発

音できない」のです。と言うことは，この生徒はタ行の音やハ行の音を聞

き違えているに違いないのです。「御菓子とお箸」「転倒と健康」「不規則

動詞」「平行四辺形」なんていう音はどう聞こえているのでしょう。この

ように想像をめぐらしてやるところから，コミュニケーションの支援が始

まります。もちろん構音指導は必要です。しかし，それは常に「入力系へ

の配慮」とセットで考えて取り組むべきものではないでしょうか。 
入力系の問題は単に「聞きづらい」と言うことにとどまりません。この

点について誤解している方が多くて，「書いてやればわかるんだろう」と

単純に考えがちです。しかし，難聴の子どもの場合に「聞き違える」だけ

ではなくて「聞こえても誤解しがち」である，あるいは「聞こえているの

に解らないと思ってしまう」という傾向が見られます。これは，入力の障

害が情報処理機構の整備を阻害するからです。 
この点で頼りになるのは「脳の可塑性」です。聴力は向上しなくても、

脳をトレーニングすることによって「聴能（＝聴き取る力）」は向上させ

ることが可能です。また，語彙を増やしていくことが聞き取りの向上につ

ながったり，書き言葉の力がつくと、学校生活でのコミュニケーションが

改善されたりすることもあります。 
 


