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難聴児生徒理解ハンドブックの発想
-小さな冊子の大きな想い-

名古屋難聴児をもつ親の会

2010/4/18

新潟 白井一夫(cf)

1
ハンドブックの誕生

・2003年３月、冊子版が誕生

・そもそもの発想は・・・・・

1)インテグレートしている子どもは通常学級で成長する

2)通常学級での豊かな生活の実現が何よりも大切

3)その際に、最も重要な支援源は学級担任

↓

学級担任の理解を図るために資料を持っていく

「あ、あれを持ってくれば良かった」という経験

いっぺんに話すと相手が、はばけて重くなってしまう

↓
冊子にまとめてみたらどうだろうか、と仲間で作り始めた
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冊子の構想

・スタートはローカルな発想・・・長岡や柏崎で使えるもの

・自分たちの実践をふまえ、ある程度自信を持って言える

内容を整理したい

↓ここに加えて

・できるだけ読みやすく

→ 時間のある時に、ちょっと読めるように見開き一話完結
で書く。

大事なところは複数項目

・大事なことは何か、を考えて

→ 重要事項を30の項目に整理

細かいけど大事なものは「トピックス」

・冊子のサイズから言って、百科事典は目指さない

→落ちている項目もあるがそれは気にしない
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冊子のベース クラーク聾学校のこと

・白井は、1996年アメリカのクラーク聾学校を訪れた

・その時のメインストリーミングセンターとの出会い

子どもを直接指導する組織ではない

周囲のスタッフへの啓発活動や相談が仕事

・広報活動・・・・長岡の通級教室での「教室便り」に

・インフォパック・・・「ハンドブック」へ

メインストリーミングセンター所長のマニングさんと一緒に

・内容と発想の相当部分をヒント

としてもらっている。

・これまでの日本にはない発想
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クラークの理念 5 難聴の子どもが出会う問題

表19-2 Gjerdingen & Manningのプラン
内容項目の
概要

①メインストリームの場合にもっとも頻繁に現われる問題
②メインストリーミングを成功に導く４つの原則 ③まとめ

聴覚障害児
の抱える問
題

問題は、聴覚障害に関する周囲のの無理解から生ずることが多い。
① 課題の量が過大である ② クラスでの話し合い
③ 集団内での孤立 ④ 教育的な援助システムの脆弱さ（欠如）

提言や援助 ① 基本的な学習のためのスキルを身に付けさせること、とくに言語
（英語）の力をつけさせること。

② 情緒面では、得意なことを持つのは自己象を積極的なものに変え
ていくので重要なことである。又、ガイダンスカウンセラーによ
るアドバイスを定期的に受けることが有効である。

③ 親は、メインストリームさせるだけでなく、常に援助チームの一
員として、重要な情報を子供の教育のために提供すること。

④ 通常学級での準備のため、メインストリーミングセンターが丸一
日のオリエンテーションを実施し、参加してもらう。

⑤ 教室環境を整え、教室内の騒音を減らす。
⑥ 支援のシステムを整え、専門家と（mainstreaming-consultant, 

case-coordinator, audiologist)通常学級の教師と家庭との連携
を深めることが、何よりも重要なポイントである。
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類書の検討と比較

・記述内容やスタイルに何となく感じる違和感

いかにも専門家が、自分の専門領域を語っている

聴覚障害教育の専門家育成のテキストがベースになっ
ているのではないか

・必要なのは｢聴覚障害の専門家｣用の書籍ではない。

↓

通常学級の担当者の感覚と、なんか違うのではないか？

素人なりに感じる「疑問・実感」のようなものが大切？

・インテグレートしている難聴の子どもの教育において
通常学級担任の果たす役割は絶大

・通級や聾学校などの専門家に求められるものとは違う
役割が求められている

7 記述スタイル

・想定する読者・・・通常学級の担任などの教員

聴覚障害に関する基礎知識はほとんど無い

日頃、難聴の子どもを見て「何かを感じている」

子どもと向き合っていれば気がつく「あれ？」の種明かし

「何とかしてやりたい」という気持ちを応援するヒント

・わかりやすく具体的な、場面設定を考えた記述

・文を短く、段組も使い、肩のこらない記述

・子どもの「問題」を解説するのではなく、可能性をつか

み「こうすればいいのか」という気持ちになれるように

結果的には「保護者が先生に説明する時に使いやすい」
記述になっている（そういう声を寄せていただいている）
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構成の確定
小学校・中学校での学校生活をメインに据えた項目設定

・生育歴の観点から「幼稚部」や「就学前指導」

・聴覚障害の中核となる言語のニーズ

＊学苑社版では全面的に書き直し、より具体的に

・基礎知識としての音声や聴覚の生理

・高等教育を視野に入れての項目 などを付加

「聴覚の生理面に関する話題」をどこにやるか

冒頭 vs 末尾・・・最終的には｢難しい話は後に｣で決着

挿入する資料・・・できるだけ「現物」で

研修用資料、高等学校への配慮要望など

学苑社版でローカルなものを見直して、汎用性をあげた

9 イラストの準備

・使っているイラストはすべてオリジナル

＊補聴器の構造図など一部は別ですが・・・

・構成と大まかな内容が決まった段階でイラスト
を依頼

・人数・年齢・場面など細かく指定

・注意してみるとすべて耳かけ補聴器をしている

・書いてくれたのは、前田真季子さんというお嬢さん

（当時大学生で非常に安価に協力してくれた）

だから本文とイラストがマッチしているし、温かい彩り
とアピールがあり、読む気持ちを高めてくれる

表紙のイラストに私たちの思いが凝縮している(cf)
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こんなふうに使える・使ってほしい

・渡して「読んでください」は ノーグッド

難聴児を最初から「理屈」でとらえることの危険性

決めつけられると、可能性が狭まる

担任にとっても自分の目と耳で確認する時間が必要

・保護者と通常学級スタッフの間において対話の資料に

気づいてから読んでもらえるのがいい

4月に渡して、5月や6月にあらためて

・何回かにわたる継続的・断続的働きかけの手引きに

トラブルが起きた時、取り組みのの手がかりに

ここに書かれているのは全て実話

→やっているところがあるんだ、という実感
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聴覚障害の根本問題

ー認知と言語とコミュニケーションへの影響ー

• 聴覚障害は入力の障害。また、情報処理・出力系と
いった言語行動全般に大きな影響をもたらす。(戻る)
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問題の現れ方ーライフサイクルの視点

・ハンドブックのパースペクティブ（視野・視界）

小中学校をメインに据えて、乳幼児から高等教育まで

聴覚障害そのものは治癒改善は難しい、という前提

そこから生ずる問題は、改善や取り組みが可能なはず

大まかに書いてみると

乳幼児期：言語獲得をめぐるニーズへの対応

学 童 期：学習や学校適応に対するニーズ

思 春 期：自己像・自己実現をめぐる問題

高校以降：社会適応、高等教育への適応

＋

聴覚障害をめぐる生理・病理・テクノロジー

一応全部をハンドブックでカバーしたつもり・・・
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・学校訪問で必ず聞かれる「どうしたらいいんでしょう？」

・この問いの持つ問題性
① 問題状況を把握しているか

② 単純なハウツーで改善を見ない問題も多い

③ ハウツーを紹介する危険性

→「こうしてやっているんだから大丈夫!?」

・私の対応：いじわるな答え方で煙に巻く

「毎日子どもと接している先生の方がよくご存じでしょう」

・その先生が子どもをどう見て接しているかをまず聞く
「ありがとうございます。良かった」というあいづち

・「こんなことはありませんか？」という突っ込み
起こっていれば種明かし、起きていないなら観察の視点の提供

･理解が深まれば、配慮は期待できる。 逆は形式的になりがち

ここで小休止、
後半は思春期の
課題をもう少し

配慮か、それとも理解か 15
難聴の生徒が思春期に出会う課題

研究報告から

 堀川・長沢(1996)のアンケートによる調査

「難聴児のストレス構造は一見すると健聴生徒と共通部分

が多いように見えるが、さらに分析するとコミュニケーシ

ョンの障害から問題が生起しているのがわかる。」

 白井(1996) の聴覚障害成人への面接調査

「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わからないので、授業がわからず参

加できない」など難聴児が出会う学校生活上の問題点を具

体的に紹介している

2つの研究は総論と各論としてあい補い合う関係
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問題は通常学級で日常生活の中で生起する

 問題を抱える生徒に共通する傾向

→「自分に自信を失っていくこと」

「self-esteem（自尊感情）が低い」

 きこえる生徒と同様に、勉強や部活や友人や異

性などの問題に直面し、それをうまく乗り越え

られない時には自信を失う。

 「どうしてうまくいかないのか」を細かく分析

すると「難聴から来るコミュニケーションの困

難さ」が問題の核心にとげのように突き刺さっ

ている。
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学習支援と自己意識の改善

 難聴中学生への個別指導で，最も力をいれて

きたのがこれ。実は大部分の時間を費やして

いた。

 学業面が振るわないという事実は生徒の自己

像を極めて否定的なものにしがちである。

 学習面で自信を持ち始めると、他の面でも自

己意識に好影響を与えることが多い。
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数学

 加法減法などにおいて、2 ケタの計算
になると著しく時間がかかる

図形の位置関係をとらえられない

英語
アルファベットの小文字がいつまでも覚
えられない

格の関係が認識できていない

社会
人名と地名の区別ができない

時間系列と空間系列を複合的に考えられ
ない

理科 各種の単位や範疇について理解できない

スキルとしてとらえ，トレーニングによって改善を図る

学習に現れる各教科固有の困難例
19

｢音ときこえの学習｣ー自立活動の中心ー

1 音について
① 音の実体 ② 純音と複合音

③ 音声 ④ ｵｰｼﾞｵｸﾞﾗﾑときこえ

2 きこえと難聴

① 耳のしくみ ② 伝音難聴と感音難聴

③ 耳から脳へ

3 コミュニケーション

① 補聴器 ② 口話と書き言葉

③ 手話 ④ ﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

4 よりよい生き方

① 福祉のしくみと役所の窓口 ② 福祉制度の概要
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難聴の子の自己意識

 自分の身体への関心 「どうして自分だけ聞こえない？」

 教えてもらわなければ受け止めようがない

 覚えなくてもいい，きちんと知ろう

「感音難聴は治らない」というきびしい事実

相当数の生徒が知っている，でも『きちんと』ではない

 学習では以下の各点を強調

一部の有毛細胞が壊れているが、生きている細胞は今も音
を脳に送っていること

読話をするというのは，視覚の情報と耳からの情報を脳で
総合する高度で知的な作業であるということ

耳は治らないが，脳はトレーニングでさらに進歩すること
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正しい知識が未来を開く

 音ときこえの学習の中で目の色が変わる

ダメな聞こえない耳」と思っていたけどそうではない

「何を言われているのかわからない」と思っていた事態

が「「脳をめいっぱい働かせる高度な知的な作業」だ

ったんだ

 トレーニングすれば自分にも新たな可能性が開
けることを予感できる

 重要なのは，「障害に対する正しい知識」が「
自分に対する的確な理解」につながること

 「脳の可塑性」まで教える必要
→聴覚系だけでは「だめだ」という事実しか語れない
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障害ではなく何ができるかを考える
ー障害感の転換・ICFー

23 障害認識ではなく 可能性の自覚

 「障害認識」のはらむ危険性

自己の否定的側面ばかりを認識させることにならないか

障害認識ではなく「自己認識｣＝「可能性と限界の自覚」

 positive（肯定的積極的）でreal（現実を直視する）な

自己意識

耳の障害（impairment)からくる一定の限界をふまえて

それを補ってあまりある可能性を自覚させたい

君を映す鏡の中君をほめる歌はなくても
僕はほめる君の知らぬ君について幾つでも

(中島みゆき「瞬きもせずに」)

「君にはこんな素晴らしいところがある！」というメッセージ
を届け続けたい
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最後に・・・・ニーズの激しさと深さ

 特別支援教育体制の進展の中で

発達障害への注目と集中

発達障害児の激しいニーズ

□ 難聴の子どもは

ニーズの現れは一見穏やかに見える

激しい行動を幼少期に示しても落ち着きやすい

どうしていいか分からずにじっとしているケースが多いように
思えてならない

子どもを絶望へと追いやる力とその深さにおいては、差が

ないことを最後に確認しておきたい

小さなハンドブックは、そんな思いを込めて、みなさんのお子
さんを応援するために作ったものです。どうぞご愛用ください。

25


