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１ 問題の確認 

新指導要領の実施に伴い、小学校で外国語（英語）活動が必修になります。これは難聴の子どもにと

っては大変な問題です。しかも，すでに現実のものになっています。これから紹介するような英語の授

業が，全国的の小学校で，現在年間 20 時間程度は行われるようになっています。本稿では，最初に英

語教育の全体的な問題を概観し，次に，今注目されている小学校英語活動（以下、英語活動）とはどん

なものなのかを確認します。そうすれば、英語活動が如何に大変な問題であるかをご理解いただけると

思うのです。そして、どのような支援が考えられるのかを提起したいと思います。 

２ 英語教育の現状 

さて「英語教育」と言いますが，厳密には「第二言語の習得・学習」というべきものです。これは世界中で取り組

まれているもので，長年の研究をふまえ，様々なやり方が提案されてきました。 

私が英語を習った 70 年代は，オラルメソド，というのが流行っていたようですが、現在は， コミュニカティブア

プローチ（以下、コミュニカティブ）という方法が世界中で広く採用されています。学習指導要領もこれに基づい

ていると言っていいでしょう。ある年齢層（40 歳前後と推定）より上の方は，現在の英語教育は自分たちが受けた

英語の授業とは全く違うと思ってください。コミュニカティブでは，ターゲットとする言語を用いてコミュニケーショ

ンができることを重視します。学習内容は，英語を用いて遣り取りしたり，考えを表現したりすること，それも音声

言語を用いた口頭表現でのコミュニケーションが中心になります。入門期には文字は使わず，音声言語でのゲ

ームや復唱などが学習の中心になります。 

このような英語教育が目指す学力（communicative competence）として様々なモデルがあるようで

すが，Canale と Swain らの，文法能力・談話能力・社会言語能力・方略的能力の４つに区分するの

がスタンダードと言っていいでしょう。文法能力（Grammatical C.)は，語彙，統語，発音などの力で，

従来は言語力と言えばこれでした。しかし，正しい文を作れるからと言って，I  have a book. You have 

two pens. と言い続けても何を伝えようとしているのかさっぱりわからない。そこで，文脈を理解して，

意味上のまとまりのある内容を理解し作りだす力，内容のあるやり取りのできる力が必要になる。これ

を、談話能力( Discourse C.)としています。社会言語的能力(Sociolinguistic C.)は，社会的な文脈を判断

して、状況に応じて（敬語，使う場所・相手）適切な表現を行う力。方略的能力(Strategic C.)は，聞き

返す，知らない単語を言いかえる，などコミュニケーションを円滑に進めるための能力です。 

こういった力を育てる英語教育ですから，「ペーパーテストができる」とか「文章が正確に解釈でき

る」とかいうような英語を目指すのではない，ということなのです。学習指導要領 

は英語の力を「聞く・話す・読む・書く」の

４領域にわけていますが，この 20 年ほどは

「聞く・話す」への傾斜がどんどん強まり、

大学入試のセンター試験でもリスニングの比

重が上がってきています。授業中の先生の指

示や説明には，classroom English が使われ，

「教科書開け！」なんて，言わずに  Open 

表 1 第二言語習得過程のモデル(村野井；2006) 

① 学習者が注意を向けて取り入れる段階 

② 取り入れたインプットが，意味の理解（dog＝犬か）や

構造分析（主語はＩか）を通して理解される段階 

③ ③ ②が，これまで学習した内容とともに学習者に取り

入れられ整理される内在化（インテイク）の段階 

④ ④ それらが，長期記憶として言語システムに組み込ま

れ，必要に応じて使えるようになる段階 



your textbook to page 13．とか Look at the blackboard. Please repeat after me. などとやるわけです。 

「学習＝第二言語獲得のモデル」にはどうも定説がありません。第一言語を子どもがどのようにして

獲得するのか，というのは聾・難聴教育の関係の方々ならどこかで聞いたことがあると思うのです。定

説は「一定の入力に基づいて，子どもの頭の中に組み込まれている言語装置が立ち上がる」という「言

語生得説」です。第二言語学習の分野では，第二言語についても獲得 acquire という用語を使う例が

多いようです。そして，どうも第一言語と第二言語の獲得の仕方を，アナロジー（類推）で考えている

ところが見られます。ただ、同じ道筋で獲得される，というのはさすがに無理があるようで，研究的に

も実践的にもいまだ「これだ」という決定的なものは出てきていないのが現状です。 

そこで，本稿では村野井さんという研究者が提案するモデルを，枠組みとして考えていきます。彼に

よると第二言語学習の展開は、右のような段階を経るとされています。こうした学習を積み重ねること

で，英語が理解・表出ができるようになるというのです。 

このプロセスで重要なのが「注意」の果たす役割です。最初は漫然と聞いていますが，そのうちに「ん？」

と何か気づくようになる。聞き方のポイントがあって，「あ，あれは・・・」とわかるようになると，

単なる「音の流れ」でしかなかったものが「言語音」「ことば」として聞こえてきます。その「音が意

味するもの」がわかれば，内容も理解できるようになる。このプロセスが「『気づかれたインプット』

から『理解されたインプット＝インテイク』へ」ということです。 

このプロセスを検討すると，難聴の子どもの英語学習の困難さの原因が見えてきます。聴力のハンデ

ィがある彼らは，その聴力状況によってかなりの差があるにせよ，「『注意』しても音に込められた情報

をとらえきることができない」わけです。音声チャンネル単独での処理が強要されるような学習形態で

は，彼らは提示されたインプットをインテイクに高めることが困難ないしは不可能です。このように，

学習の最初の段階において門前払いを食ってしまうわけです。 

これまで，私は通級指導を通して，のようなストラテジーで難聴の子どもの英語学習を支援してきました。入門

期の音声言語単独のゲーム的な英語学習は，とりわけ聴力状況の厳しいお子さんの場合には，「がんばれ」と

言っても限界がある。「この段階の英語は捨ててもいい」と思っていました。中等度くらいのお子さんだと半分くら

いはわかってついて行っていたようで，「もうそれで十分だよ」と励まして，ともかくメンタルなところを支えていく。

５月あたりから文字が入ってきます。ここからが勝負です。聞きづらい，先生のオウム返しではとらえきれないよう

な単語の発音は，辞書で確認するスキルを身につけさせます。意識的にフォニクス phonics，綴りと発音の関係

を示すルールをフォニクスというのですが，それを使って，スペルを見れば大体の発音が予測できるレベルを目

指します。こうやって入門期から，文字を手がかりにする英語学習のスタイルを確立します。現在も私はこの方法

で，３週に１回，新潟県内の難聴中学生を集めて NEWHS（Ｎｉｉｇａｔａ ＥｎｇｌｉｓｈWork for Hard-of-hering 

Students；新潟難聴中学生のための英語学習会）という英語学習のワークショップを開いています。ここのキャ

ッチフレーズが「辞書とフォニクスがひらく難聴中学生の英語学習」こういう学習を展開していくと，重度というよう

な聴力レベルのお子さんでも，能力とやる気とやり方次第で，センター試験に対応するくらいの英語力は身につ

表２ 難聴生徒の英語学習ストラテジー（白井による） 

1. 入門段階の英語学習は，場合によっては捨てる 

2. 文字が入ってからが勝負（１年生の５月以降） 

3. 聞きづらい発音の確認は辞書を使って 

4. 文字と読みとの関係を重視― phonics で対応 

→現在 NEWHS で試行中の「辞書と phonics がひらく難聴生徒の英語学習」 

→聴力的に厳しい子どもでも、能力とやる気とやり方次第でセンター試験に対応することも可能 



けられます。ところが，ここまで紹介したような英語学習のストラテジーが全く通用しないのが小学校英語活動な

のです。 

３ 指導要領にみる小学校英語活動 

英語教育と難聴の子どもの大変な関係をつかんでいただいたところで，学習指導要領を概観しましょう。 

まず，英語活動は２３年度から，５，６年生で必修になり，年間３５時間，週１時間実施です。目標は右の通りで

す。「英語そのもの」の学習ではなく，英語によるコミュニケーションを体験的に学ばせるのです。「積極的にコミ

ュニケーションを図ろうとする態度を育成すること」ために、コミュニケーションの楽しさを体験する，身近な

コミュニケーション場面を設定する，体験は，音声面を中心とする英語を取り扱うことを原則とする， 

となっています。「言語・文化についての理解を深める」ためには、外国語と日本語との違いや外国と日本

の生活や習慣などの違いを知る，外国語や外国の文化のみならず国語や我が国の文化についても理解を

深めることができるようにする，とされています。 

指導体制ですが，指導計画の作成や授業の実施は 学級担任の教師又は外国語活動を担当する教師が

行なうのです。授業の実施に当たっては，NS（Native Speaker）の活用に努めるとともに，外国語に

堪能な地域の人々の協力を得る，CD や DVD などの視聴覚教材の積極的活用がうたわれています。教

科ではないので，評定は行いません。週 1 時間を道徳と同様に 

学級担任が実施するのが原則となっています。 

学習指導要領の英語学習の「目標の発展系列」では、小中高いずれも，「外国語を通じて，言語や文化に対

する理解を深め，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り，聞くこと，話すこと，読むこと，書

くことなどの」という表現がみられ，そのあとに続く各部分が小中高で違ってきます。小学校では「 コミュニケーシ

ョン能力の『素地』を作る、です。また，小学校では「読む」「書く」はなく，文字は使わないことにもなっています。

中学校では「 コミュニケーション能力の『基礎』」，高校で「 コミュニケーション能力」となるのです。高校までを見

据えて，小学校へ英語を導入したことが目標系列から見て取れます。 

４ 難聴の子どもに何が起こる 

このような英語学習において、難聴の子どもに予想される悪循環は，次のようなものです。 

「聞き取れない→参加できない→英語は嫌いだ」 

教科書がなく、各先生が独自に企画しますので予習はほぼ不可能です。実施するのは学級担任，英語

には不案内な人もいるでしょう。でも，子どものことはよく知っているはず。 

内容はわりと単純なものが多いですから，わかるかもしれません。NEWHS に来ていた中学生に「小

学校の英語はどうしていた」と聞いてみたら「Turn to the right . と言ったら右に回って，Turn to  the 

left. と言ったら左に回ったりとか，だったのでなんとかなった」と言っていました。ちなみに、この子

表３ 小中高の英語教育の目標を並べると 

・外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の

育成を図り，聞くこと，話すこと，読むこと，書くことなどの「・・」を作る 

       ↓「 」の中には下記の文言が入る 

小学校 ： コミュニケーション能力の「素地」 

＊小学校では「読む」「書く」はなく，文字は使わない 

中学校 ： コミュニケーション能力の「基礎」 

高  校 ： コミュニケーション能力 



の聴力は 90dB 前後です。 

豊富に用いられるであろう視聴覚資料は「もろ刃の剣」です。図や絵を見ながら話を聞くのは難聴の子どもに

とっては至難の業。そこをよく理解して使うのならば，難聴の子にも福音になるかもしれませんが，そうでなけれ

ば逆に苦しめるだけの結果になりかねません。 

英語活動を考えるポイントは３つあると思います。 

一つ目は「指示が理解できるか」ということです。これは「聞きとれる」というのとはちょっと違う。

聞いてわからなくても，何かの手がかりで指示が理解できれば，何とかなるかもしれません。 

２番目のポイント「活動に参加できるか」です。そして，評定はないのですから，場合によっては，

英語活動は「通級教室で受ける」と割り切ってリタイアしてもいいのではないでしょうか。 

５ 支援を検討するー「試案」の思案 

正直に申し上げれば決定打がなく，「試案」を思案している状況です。さらに、私は小学生の支援は

あまりしたことがないし，ここ数年は難聴教育からも離れていて，現状とどこまでかみ合うか不安を持

っています。このあたりはなにとぞご容赦ください。  

まず，その子の「音声言語」の受容状況を明らかにすること，これがスタートです。そして，「その

状況を学級担任にフィードバックすること」が重要です。幸いなことに，英語活動の指導者は，その子

どもと日常接している学級担任です。ですから，子どもがわかる指示の出し方を工夫してもらうことは

可能なのではないでしょうか。中等度の子なら「先生の近くに置いてもらう」、 読話のできる子は「口

を見せてもらう」などが考えられます。 

また，できるだけ「活動内容を予告してもらい，場合によっては通級でリハーサルしてみる」のも大

切です。例えば Go！ と Stop it. だけは、わかるように練習させてみるというのもいいと思うのです。

「絵カード」や「文字カード」も使ってもらいましょう。これも使い続ける必要はなく、新しい指示表

現が出た時に，難聴の子どもの前にだけ置いてもらう。その子が指さして大丈夫なら[o.k.]，間違ってい

たら[Sorry.]と言ってもらう。それで充分です。ワークシートの用意，VTR や映像資料は事前視聴とか

シナリオを持って見せてもらう，などの準備も担任の先生と連携を取ってできないものでしょうか。 

日常の学級でのコミュニケーション状況が勝負だというのは英語活動でも変わりません。日頃，子ど

もは指示や発問をどのようにして受容しているのでしょう。考えられるのは， 読話している， 隣の友

達を見たり聞かせてもらったりしている， 書き言葉が頼り などす。これを指導者と共有してともに工

夫するのです。他の授業でわかるならば。きっと英語も何とかなるのではないでしょうか。 

次に，通級や家庭での支援など，個別指導の場面で出来ることを検討します。 

ポイントを一言で言うならば，幼児期からの「聴覚学習」がものをいうということです。 

まず，子音の微細な聞き取りは捨てましょう。これは中等度の子どもでもかなり難しい。そして，聞き

取りのポイントを「母音」と「プロソディ」にしぼります。例えば， Go と Wait は母音で聞きわける

表４ 小学校英語活動のまとめ 

1. 音声言語による体験活動中心，英語オンリー，が奨励される 

2. 文字は使わないことを想定 

3. 週 1 時間，学級担任が実施するのが原則 

4. 取り上げる言語素材は単純（文章は少ない?）→色，数，あいさつ，指示，ゲーム etc 

5. 教科書などはなく，評定は行わない 

6. 中学校・高等学校への発展を見越して，5.6 年生で実施。（下学年に広がる可能性も？） 



ことができるはず。Turn to the right, Sorry, Please,

などは音節数で聞き分けるのです。 

これに関わって，聞いた通りの音イメージを再生す

る訓練が大変に重要です。例えば，Basketball は 「バ

ケボ」でいいことをわからせるのです。NEWHS で

の学習の最初に，この単語を私が言って生徒に言わせ

ようとすると「わからなかった」と言って渋る子がほ

とんどです。少し無理して言わせると「バケボ｣とち

ゃんと聞こえているのです。子どもは「バスケットボ

ール」という言葉は知っていますが，耳に入ってきた

「バケボ」がそれにあたるということが最初はわかり

ません。そうするとせっかく手がかりになる情報が入っているのに 

「気づく」ことができないのです。 

日本語と英語は、音節・音韻の構造がかなり違っています。これを指導者が正しく理解しておかない

と，この支援はうまくできません。私は一番大きな違いは「日本語はモーラ言語，英語は音節言語」と

いうことだと思うのです。basketball は日本語では「バスケットボール」と８モーラです。ところが英

語の音節の句切れの単位のシュラブルは３つです。だから「バｽ・ケﾄｩ・ボｰﾙ」と聞こえます。また，

シュラブルの最後の子音は小さく短いので聞こえないことも多く，実は「バケボ」と聞こえるのが自然

なのです。だから「バケボ＝basketball」ということが理解できれば，聞き取りが向上します。 

また，日本語の音節は母音で終わる「開音節」英語の多くは一つの母音の前後に子音がくっつく「閉

音節」です。さらに，複数音節の単語では強弱リズムがつきます。こんな構造の違いをふまえて「英単語

の聞き取りと発音」を聴覚学習として展開してはどうでしょう。 

その際に、シュラブルの数をきちんとわかるようにしてあげるのが大切です。私は「あれ？」と思う

と辞書を引きます。辞書には必ずシュラブルの切れ目を示す印が入っています。３シュラブルだったら

「３拍子だよ」といって，手をたたきながら言う。最初はゆっくり，だんだんスピードをあげます。そ

してスピードが上がると母音のあとの子音はわからなくなってしまうことも体感させます。ストレスの

位置も重要です。私もよく間違います。これも辞書で確認しましょう。先ず細かい子音にはこだわらな

い。無声子音が脱落してもそこは気にしないで進めましょう。日本語でもうまく言えないのだったら英

語ではもっと難しい，と腹をくくるのです。 

発音ができるようになると聞きとれる語が増えます。音声による語彙を増やしていけば聞き取りが向

上するのは，聾難聴教育の関係者にはわかりやすい話です。「英語の発音は日本語や外来語とは違うん

だな」ということを早く理解させてください。 

そして，「聞こえた通り復唱する態度」を育てましょう。これは英語学習のみならず日常のコミュニ

ケーションに関しても大切な態度だと思います。 

中学校に向けて，書記言語への発展を考えておくのもいいと思います。幼稚部でカナ文字を覚えると

言語指導が進めやすくなるのと同じです。中学校では「読む」「書く」が入ってきて，ここでつまずく

子もけっこういます。幸い，コンピューター入力の副産物なのか，ローマ字の読める子が増えています。

スペルを紹介しながら読む活動を組織してもいいですね。その際には，ぜひフォニクスを意識してくだ

さい。これは，スペルと読みの関係のルール，およびそれを意識的に教えていく教育方法のことです。

ローマ字の子音の読みは英語とほとんど同じです。ところが母音は随分違う。この辺はきちんと意識さ 

表５ 日本語と英語の韻律構造の比較 

日本語 英語 

モーラ言語 

バスケットボール 

音節言語 

bas/ket/ball 

開音節言語 

母音で終わる 

（hana） 

閉音節言語 

子音が母音をはさむ 

(pick） 

ピッチアクセント 

アメ（↑） アメ(↓) 

ストレスアクセント 

Eng/lish 

モーラ拍リズム 

等時性が基本 

強勢拍リズム 

強弱の交代 



せましょう。とは言え，小学校の段階はあまりうるさく言わず，単語カルタなどでアルファベットと

スペルに親しむのがいいのではないでしょうか。読めれば十分で，書き取りまでは要求してもしなくて

いいでしょう。 

支援の方策について，いろいろとお話してきましたが、決定的なものはないと思います。今は「聴覚

活用の成果」の上に支援を構築するしか途はないと思います。この大波を乗り切るには，「授業場面の

支援」と「個別指導での支援」をマッチさせて進めていくしかないのが現状です。でも，もう一度第二

言語学習の原点に立ち戻りましょう。スタートは，インプットをインテイクに変えることでした。イン

プットを「注意」によってインテイクに変えることは，難聴の子どもでも十分に可能だということ確信

し，その上に立って支援を模索していくことが求められています。 

６ 最後に 

実は、私は「英語教育」にはこだわりがありません。「聞こえにくいから，英語はどうせだめだ」と

思いこむ自己意識に食い込みたいと思っているだけです。難聴中学生が苦手だと思って困ることの第一

は英語かもしれません。それが今度は小学校高学年段階まで降りてきます。「英語ができない」という

意識は、難聴の子どもの思春期の心を著しくスポイルします。そこを何とかしたいのです。可能性を開

いていけるように支援することが一番大切です。問題は英語教育ではなく難聴教育なのです。 

英語の支援というのは，要約筆記などがなじみにくい領域であると思います。スペルを書いてやれば，

カタカナで書いてやれば済む問題ではないということはみなさんおわかりのことでしょう。とすれば、

やはり聴覚学習とコミュニケーション支援で勝負していくしかないのではないでしょうか。だいぶ以前

の話ですが，中学校に入って楽しみにしていた最初の英語の時間，ALT の言うことに全くついていけず

泣き出してしまった子どもがいました。こういう悲劇を少しでも減らしたい，そんな思いで本稿を書き

ました。 
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表６ 英語活動についてのまとめ 

  小学校英語活動は，音声言語のみが基本とされ、難聴の子どもにとっては，大変なチャレンジである 

  英語教育の現在の方向は簡単には後戻りしない 

  支援の方策にも決定的なものはなく、「聴覚活用の成果」の上に支援を構築するしか途はない 

  英語の音節構造をふまえた聴覚活用の方向性を検討することが必要 

  決め手は日頃の授業場面でのコミュニケーション状況，そこを担当者と共有しながら支援するのがベスト 

  授業場面での支援と個別指導での支援をマッチさせて 


