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中間報告会
主

催：特定非営利活動法人聴覚障害教育支援大塚クラブ

日

時：平成１９年２月１８日（日）１３：００～１６：３０

会

場：東京芸術劇場 ５階大会議室

参加費：無料（事前の申込が必要です）
対

象：聴覚障害児の教育に携わっているろう学校や難聴学級等の
教員、保護者、教育行政関係者、研究者、学生等

問合せ：ＮＰＯ法人大塚クラブ事務局
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中間報告会の開催にあたって
ＮＰＯ聴覚障害教育支援大塚クラブ理事長

濱崎久美子

この度、文部科学省委嘱の障害のある子どもへの対応におけるＮＰＯ等を活用した実践研究事
業－聴覚障害と軽度発達障害を併せ有する児童の評価及び評価に基づく指導－の中間報告会を開
催することができました。この事業は、私どもＮＰＯ聴覚障害教育支援大塚クラブがコーディネ
ートしながら東京都立大塚ろう学校と東京都立中央ろう学校、そして、国立大学法人東京学芸大
学の協力提携の下に進められている実践研究事業です。開催にあたっては、基調講演の濵田先生
を始め、ご提言の皆様方に、いろいろとご準備をいただきまして、ありがとうございました。また、
多くの皆様の報告会への参加申し込みをいただき、嬉しく思っている次第です。
会の始めにあたり、今日ここに至るまでの経過等を簡単に申し述べます。
私どもは６年ほど前から、放課後や土曜日を使って、都立大塚ろう学校を会場に、聴覚障害児
のための居場所作りや学習支援のようなことをやってきました。それを基盤に、特定非営利活動
法人として、申請、承認をいただいてから１年半になります。東京学芸大学の濵田先生や学生の
皆様には、開始当時からご協力をいただいて参っております。この間の取り組みから、聴覚障害
と軽度発達障害を併せもつお子さんの課題がクローズアップされ、１８年度からは、「ダンボ」と
名付けたクラスをスタートする計画で、準備に入っていた矢先に、東京都教育委員会を通して
１８、１９年度を対象とした文科省の「ＮＰＯ等を活用した実践研究事業」の募集があることを
知りました。早速、都立大塚ろう学校、都立中央ろう学校に相談し、応募しました。
幸いなことに約６０件の申請のうちから、1 割の採択があり、そのうちの一席をいただくこと
ができ、おかげで、安定した実践研究事業として開始することが出来ました。それにしましても、
この実践研究事業を進めて来られましたのは、何よりも東京学芸大学の濵田先生を初めとするボ
ランティアの教員や学生の方々の実践力があったからです。この機会に改めてお礼を申し上げま
す。
この様な事業の必要性や内容は、この後の発表でおわかり頂けると存じますが、この事業にお
ける最も大きい社会的意義は、学校とその他の関係機関が連携して進めているということにあり
ます。従来、学校の先生方は、自分の仕事の範疇には、他の分野の専門家の抵触をなかなか認め
ようとしない傾向にあり、まだまだそれは払拭されていません。そのような背景の下、自分の子
どもをもっとよく見て欲しいという保護者の切実な願いと、多様化している子ども達の実態をよ
く知ることで、教師としての自分の役割がもっと果たせるのではないかという先生方、それを可
能にする外部の専門家集団とが手をつないだところに最大の意義があります。
私どもＮＰＯは、そのコーディネートと共に、関係する方々をそれぞれ育成する方策をも、提
示したり提供したりする役割を果たしたいと考えています。この事業を通して、何もかもを学校
に押しつけるのではなく、学校外の諸機関を活用し、そこでの助言や支援を取り入れることの重
要性を理解していただくと共に、本来は、この様な取り組みは、どの子どもにも必要なことであ
ることについてお分かりいただくことを期待しているところです。
今後ともこの事業へのご理解とご支援をお願い申し上げ、挨拶といたします。
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「ダンボ」の中間報告に寄せて
東京都立大塚ろう学校長

伴

亨 夫

文部科学省の委嘱事業である「ダンボ」の中間報告会が盛会のうちに終了したことをお喜びいたし
ます。当日所用があり参加できなかったことが残念であるとともに、関係者の一人として申し訳なく思
っております。参加された皆様の発表原稿を読ませていただき、またその会の様子を参加された方々か
らお聞ききし、中間報告会が大変実のある会となったことがよくわかりうれしく思っております。
日本の聾教育は、明治１１年（１９７８年）に京都盲唖院ができたのがはじめてと言われていますが、
それから約１３０年経ちました。そのときから、聴覚に障害のある子どもたちが社会に参加し自立して
いくには、どのような教育をしていけばよいのかと現場で研究と実践が繰り返され積み上げられて今日
を迎えています。たくさんの先輩達が、そのときそのときの社会状況に合わせて、聾教育に求められる
ことをもとに研究研修を積み重ねてきて今があると思っています。私もろう教育にかかわるようになっ
て２０数年になります。自分なりにろう教育に正対し取り組んできたつもりでいます。しかし、ここ数
年、子どもたちの実態の見方にこれまでとちがった視点からも見ていこうという流れができてきたよう
に思います。さまざまな事件、レッサーパンダ事件や１７歳事件などこれまで世間ではあまり認識され
ていなかったような事件が起き、その犯罪を犯した青年たちが、もしかしたら軽度発達障害があったの
かもしれないというように考えられるようになりました。そのようなことがきっかけになり発達障害者
支援法ができたり、特別支援教育の流れの中に軽度発達障害への対応が大きなポイントを占めて示され
るようになったりというように社会が動いています。このことは、聴覚障害教育に関係ないというわけ
にはいきません。これまでろう学校において、やってもわからない、能力的に低い子どもと見られてき
た子どもたちの中にも、聴覚障害にＬＤや高機能自閉症などの軽度発達障害を併せ有した子どもたちが
いたのではないか、もしその障害に着目し適切な指導をしていたらもっと学力が伸びたり社会適応がう
まくいったりしたのではないかということも考えられます。私自身の経験からいっても今思い起こすと
思い当たるところがあります。若いころの情熱でこうしたいとその子どもをこちらの思いだけで一方的
に引っ張りまわしてしまったのではないかと反省するしだいです。軽度発達があるかもしれないという
視点に立っていたなら違った対応もできていたかもしれません。
軽度発達障害とひとつの言葉で表すと簡単そうに思えてきますが、発表の中にもあったようにさま
ざまな要素が絡み合って一筋縄ではいかない課題がたくさん含まれている障害だと思います。現場を預
かる私としては、多様な障害がありさまざまな課題を持った子どもたちの将来のために必死にがんばっ
ている先生たちをどのように支えていくか、保護者とともに将来社会で自立、参加していく子どもを育
成していくために学校としてどのように取り組んでいくか、その方向性を出すことができるかというこ
とが私の仕事だと思っています。そういう意味から、東京学芸大学との協力事業である「ダンボ」の成
否は本校にとって、障害を併せ有する子どもたちにとって大きな意味のある事業だと思っています。こ
れからも学校現場と大学が協力体制を一歩ずつ前に進めながらその成果を子供たちに返していくことが
できるようにと願っています。
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基調講演

東京学芸大学特別支援科学講座助教授

「聴覚障害と軽度発達障害を併せ有する児童
の評価及び評価に基づく指導」ダンボの活動に

濵田豊彦

初めての事態にも適応できるルールを獲得して
いるのです。

ついて報告します。
今日は東京マラソンで、出たいと思っていた

留学生の人から日本語は難しいといわれる点

方もいらっしゃるかもしれませんが、わざわざ

の一つに助数詞（動物を数える時の「匹」や鉛

こちらに足をお運びいただき、ありがとうござ

筆を数える「本」などのことです）があります。
「いっぽん」「にほん」「さんぼん」という読

います。
今日は大きく５つ話をします。

み方も、聞こえてさえいれば、自然に身につけ

１つ目は、なぜダンボの会を立ち上げたかと

ることができます。カニは「いっぱい」
「にはい」

いうことについて。２つめは、軽度発達障害と

と数えるんだよと初めて習った幼稚園の子ども

は？について、３つ目が聴覚障害と軽度発達障

に「じゃあ、46 の時は？」と尋ねると、ちゃ

害を併せ持つ子どもの全国調査をやりましたの

んと「よんじゅうろっぱい」と半濁音化して答

で、それにも触れたいと思います。そして４番

えられます。同じことを留学生に尋ねると、
「46

目、これがメインの報告になりますが、事例を

の場合は、まだ習っていない」といいます。一

通しての実践報告をしたいと思います。最後に、

般の学習は習ったことはわかるが、習っていな

今後の課題について触れたいと思います。

いことは対応できないんですね。言語獲得の本
質は背後のルールを無意識に獲得することなん
ですね。それが聞こえないために制限され様々
な課題が生じるわけです。

＜なぜダンボを立ち上げたか＞
聴覚障害があると発達上の困難があります。

では、どのくらいの聴力であれば助数詞など

聴覚障害があっても、歩いたり洋服を着たりは、

のルールを耳から覚えられるのでしょうか？こ

発達年齢に応じてできるようになりますよね。

の図（スライド参照）は、縦軸が助数詞にふり

でも、なんらかの配慮が必要なこととして、言

がなをふる検査の成績、横軸が平均聴力レベル

語の獲得の問題があります。なぜそれが課題に

を表しています。そうすると、おおむね右肩下

なるかというと言語獲得は本来なんの訓練もい

がりに斜め向きに分布していることが分かりま

らないからなんですね。周りにしゃべっている

す。小さいときから補聴器を使っていると平均

人がいればそれだけで言語獲得ができます。何

聴力レベルが 80dB 未満だと言語ルールがなん

の訓練もいらないはずのものなのだけれど、う

とか耳から獲得できそうだと見て取れます。し

まく聞こえないために獲得できず、意図的教育

かしオレンジの部分はどうでしょうか。聴力的

場面で指導が必要となるのです。そこに聴覚障

には 70dB 台ですが助数詞の読み方ができてい

害児の言語指導のむずかしさがあるのです。

ませんね。もう少し聴力は厳しいですが紫の丸
のところの子どもたちも全体の分布から外れて

言語獲得がいかに無意識的なものかを例をあ

います。分布から外れている子どもたちは、聴

げて説明しましょう。「運ぶ」と「出す」とい

覚障害以外になんかの課題があるのではと考え

う二つのことばが結びつくとどうして「運ぶ出

られるわけです。

す」ではなくて「運び出す」になるのでしょう
か？これを留学生からどうして「運ぶ出す」は

ダンボを立ち上げようと思ったのは、５年前

だめなのか説明を求められてもうまく説明でき

にある難聴学級でお会いしたお母さんの一言が

ませんね。われわれの言語獲得が無意識的なも

きっかけでした。そのお母さんのお子さんは小

のである証拠です。「飛ぶ」「出す」についても

学校 5 年生の男の子で人懐こくてユーモアも

同様ですね。「飛ぶ出す」ではなく「飛び出す」

あるしとても良い子でした。しかし、読み書き

になります。われわれの言語獲得は無意識的で

が非常に苦手で、学力は低迷していたんですね。
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聴力は 70dB 台だったのですが 5 年生になって
から 100dB に急に落ちたんですね。それで相

＜軽度発達障害とは＞

談にと伺ったわけです。聴力的にも学力的にも
厳しいので、難聴学級の先生は進路には中学か
らろう学校にもと考えていたようです。知能検

軽度発達障害は珍しいものでは無いんです
ね。地図をご覧ください（スライド参照）

査の結果は動作性 IQ で 114 です。IQ は 100 が

皆さんは行き先を地図だけを指さされるのと

平均で、それを 14 も超えているので、決して

ことばだけで説明されるのではどちらが分かり

知的に遅れているのではありません。でも言語

やすいですか？これは人それぞれですね。

面が大きく落ち込んでいるんですね。

地図だけで理解するような、視覚的に瞬時に
処理する能力を同時処理といいます。逆にこと

この子に４コマまんがをできるだけくわしく
書くように求めました。（スライド参照）

ばのように順を追って処理をしていく力を継次
処理といいます。この同時処理と継次処理のギ

日本語の獲得から言うと、大きくつまずいて

ャップが大きい場合を学習障害といいます。だ

いて、大変だろうなという感じです。お母さん

れもが程度の差があるけれども、認知の偏りは

に、ろう学校を含めた進路のことを尋ねてみる

あるんですね。軽度発達障害の問題は、自分の

と。「この子の聴覚障害が分かってからという

中にもある、だれもが持ちうる課題だというこ

もの、すぐに某病院のトレーニングを受け、そ

とです。

の後は有名な聾学校の幼稚部に通い、次に都立
のろう学校の幼稚部にかわって・・・。その間
わたしが周囲から言われ続けたことは「聴力の

軽度発達障害にはＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自
閉症等があると言われています。

割にことばが伸びないのはお母さんが悪いから

エジソンはＡＤＨＤであったといわれていま

だ」ということなんです。だから聾学校だけは

すし、アインシュタインは暗記科目が苦手な上

絶対にいやなんです！」というのです。

に、友達の中に参加することが苦手だったとい
います。今でいえば学習障害と高機能自閉症を

まさか先生方が「お母さんが悪い」等とは言

併せ持っていたともいえますね。レオナルド・

わないと思いますが、大事なことはお母さんが

ダ・ヴィンチは外国語が苦手で鏡文字が多かっ

そう捉えておられたという事実ですね。その子

たんですよね。ある意味、学習障害とも言える

の実態をより正確につかんで、「ことばの面で

と思います。また、トム・クルーズは自分で台

苦労が多いのは、お母さんのせいでも本人の努

本が読めません。ＬＤの中の一つの特徴である

力不足のせいでもないんだよ」って誰かが言っ

失読症であることは有名です。彼には台本の音

てくれれば、そして聴覚障害だけでなく認知面

読をサポートしてくれる人がいるんですよね。

などにも配慮した指導をしてくれれば、もっと

その人がいるから世界的に有名な俳優として

楽に言語力も育たであろうし、お母さんの苦し

活躍できるわけです。きちんとした対応があれ

みも少なかったのではないかと思うんですね。

ば、世の中に光を与える人も生まれてくる。そ

それで、そのような困難をかかえた子ども達と

れが軽度発達障害です。軽度発達障害は「配慮

きっと孤立して過ごしてこられた親御さん達が

の要る個性」とも言われているんですね。

集える場があると良いなと考えるようになりま
した。それがダンボにつながったわけです。

ＬＤは全般的発達の遅れが無いにもかかわら
ず、聞く、話す、読む、計算する、推論するこ
とに苦手さがあります（スライド参照）。ＡＤ
ＨＤと聴覚障害を併せ持っている子は比較的
分かりやすいのではと言われています（スライ
ド参照）。しかし、注意欠陥の場合は集中時間
が短かったり細かなところに注意が届かなかっ
たりといったことが症状ですから大きな逸脱行
動はないんですね。ですから見落とされること
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も少なくありません。高機能自閉症は自閉症の

いると考えられます。

中で顕著な知的障害を伴わないもののことです
（スライド参照）。自閉症には「社会性の発達」
「コミュニケーション」「こだわり」３つの特徴

＜実践報告＞

があります。３つの条件の中でコミュニケーシ
ョンの障害がない子をアスペルガーと分けてい

濱崎先生の御挨拶の中にありましたように、

います。ＬＤ、ＡＤＨＤのために学習不振があ

ダンボの活動は今年度から立ちあがりました。

っても、高機能で集団に参加できなくても、聴

活動そのものは原則第１、第３の、土曜日の大

覚障害があると、聞こえないからというのを理

塚クラブの活動日にやっています。10 時から

由にある意味当然じゃないかと考えられてしま

45 分間が個別指導。集団活動が残りの 45 分で

いがちです。軽度発達障害の問題点は、聴覚障

す。現在参加している子どもの数は南関東聾学

害という主障害があると見えにくくなってしま

校に在籍する 11 名です（男の子７名。女の子

うのです。

４名）。
動作性 IQ がおおむね 85 以上であることを
一つの条件にしています。本当はこの活動は全
ての子どもに必要なことだと考えます。85 以

＜全国調査＞

下でも以上でも線引きをしないで、きちんと一
軽度発達障害の子が、聴覚障害児にどれくら

人一人の子どもを厳密に評価し、そのニーズに

いいるかの調査を全国聾学校小学部の通常学級

接近して取り組んでいくことが求められるので

を対象に実施しました。その結果、実施に協力

すが、我々にそこまでのマンパワーが今のとこ

いただけたのは 36％の学校でした（全体の 23

ろ無いんですね。活動の意図を親御さんにもわ

％は軽度発達障害を伴う聴覚障害児が在籍して

かってもらい、ダンボの活動を根づかせること

いないからとの理由で協力を断られました）
（ス

が現在は大切だと考えています。

ライド参照）。
教育委員会などの公的機関の調査ではないの

参加している子どもたちの実態は、ＬＤ傾向

で回収率は難しいところがありますが、対象児

が４人、ＡＤＨＤ傾向が３人、自閉等が４人で、

童数としては 622 人を対象としていますから

厳密に言うとそれぞれを合わせ持っている子ど

決して小さな数ではありません。

もも多いです。そして、必ずしも医学的診断を

各担任が、指導を通じて感じている軽度発

受けていない子どももいます。

達障害的な困難の特徴としては、
「言葉の困難」

指導体制としては、現職教員４名（ろう学校

が一番多かったです。次は「こだわりが強い」

３名、盲学校１名）, 大学院生２名 , 学部生 18

とか、「落ち着きがない」というものでした（ス

名の計 24 名が関わっています。毎回が全員参

ライド参照）。また、軽度発達の主な特徴を示

加ではありませんが、このスタッフでやりくり

す児童が（一人でも）担当学級にいると答えた

をしています。

担任は 45％にのぼりました。子供の数にする

年度当初、悩んだのはどのように呼びかけを

と 662 人のうち 132 人が該当するとされ、そ

行おうかということでした。軽度発達障害とい

の値は対象児全体の 21.2％でした（スライド

うことを前面に出しすぎると親御さんの受け止

参照）。該当児の在籍率には地域差があり、北

めの問題もあるだろうし、また、あまりオープ

海道などでは少ないのに対し東京では 35％に

ンにやりすぎると希望者が殺到してこちらがお

のぼっていました（スライド参照）。いずれに

手上げになるかもしれないという心配がありま

しても、聴児の 6.3％より遥かに多い在籍率で

した。そこで、最初は大塚クラブの保護者と大

した。

塚ろう学校の在籍児を対象にスライドのような

また、23％もの学校が該当児はいないとい

案内を配付しました。

う回答でした。このことは、聴覚障害児教育の
中でも軽度発達障害を併せ持つ子どもに対する

参加希望の親御さんには最初に面接をしてい

認識はまだ広がりきってはいないことを示して

ます。ポイントはお子さんの学習面、生活面、
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行動面、対人関係での様子と、軽度発達障害を

にしてあります。買い物が１回終わるとお釣り

疑った経緯、そして願いについてうかがってい

とシール１枚をもらいます。シールを台帳に貼

ます。また子ども本人には、WISC Ⅲの検査を

り、それが６枚貯まったらおしまいです（動画

多くの場合やります。WISC Ⅲの結果から、IQ

教材終了）。このように、作業として目で見え

だけでなく認知的なバランスもある程度つか

る形でやっていきます。パソコンを使いながら

むことができます。また、子どもによっては

やる。すると、a 児にとっては言葉の情報が少

K-ABC を行ったり読書力診断検査を行ったりし

なくても、見てわかるから活動に入りやすいと

ています。行動観察等も通しながら指導の目標

いう利点があります。

や内容を決定していきます。
ａ児の場合は、集団活動はもっと課題が大き
これから、事例をとおして活動を紹介してい

いです。そこで、個別学習の一つのメニューと

きます。事例のプロフィールの数字が曖昧にな

して集団活動の事前学習を行っています。その

っているところがありますが、これは個人情報

日の集団活動をやはり動画教材を使って示して

保護の立場からの配慮ですのでご理解下さい。

見通しを立てさせるというものです（会場では、
集団活動「いたいいたいゲーム」の動画教材が

事例ａ児は動作性ＩＱ正常範囲の男の子で

示される。紙面では詳細略）。

す。自閉症の診断を受けています。活動に見通

このような事前学習があると、集団への参加

しが立たないとトラブルが増えています。当初

は当初よりも明らかに円滑になってきました。

は個別学習にはいるのも暴れて大変でした。と

最初はお母さんに集団活動を見ていただくの

くに集団は苦手で苦労が多いです。使いやすい

は心苦しい状態でしたが、今は本人の表情も明

コミュニケーション手段は手話で発語はほとん

るいし、事前学習で学んだ失敗場面が出てくる

どありません。おかあさんからの願いは、「で

と、お母さんのほうを向いて「今おかしいこと

きれば近所の子どもたちともあそんでほしい」、

があったよね」と伝えに来たりするようになり

「友達との関わりを広げたい」とのことでした。

ました。ａ児は、ダンボの活動自体が最初個別
であとは集団ということが本人も飲み込めてき

個別学習でも、a 児にとって学びやすい見通
しを立てやすい環境や教材を活用しながら円滑

たし、視覚教材で見通しをたてることで効果が
あがっている事例だと思います。

な指導をしていこうと進めています。たとえば、

しかし、課題もあります。その一つは、動画

a 児は個室で指導するようにしています。そし

教材を作るのは、つくるのにかなり時間がかか

て、個室には不要なもの、その子が興味をひく

ります。その効率をどうあげるかということが

もの（本、鏡、ビデオなど）を置かないように

課題です。また、二つめは、自閉の子共通の課

し、時計のプリントをつかって、スケジュール

題でもありますが、ａ児がダンボで学んだこと

の確認をするようにしています。また、具体の

を如何に般化させていくかということです。明

教材としてはパソコンで作成した動画などを使

確な要求言語、好き、きらいなどは手話ではや

って活動のみとおしをたててから指導する。よ

れるようになりますが、多様な場面でこれがス

うにしています。

ムーズにでれば、集団でももっと楽になると思
います。そこまではまだできていないんですね。

動画の教材を紹介します。お買い物の計算課
題です。お買い物ゲームだけでも、実際のスラ

つぎに事例ｂです。小学校高学年の男の子

イドの数は 100 何十枚になります。ここでは

で、衝動性が強く服薬を現在行っています。こ

抜粋してお示しします。

だわりも強く、去年のことを急に思い出したり

（会場では動画教材が流れる）パソコン上で

してそのことにこだわり続けたりということが

お店の選択画面がでてくるからお店を選びま

あります。動作性ＩＱはやや低いから正常値で

す。商品を選びます。お金を払います。計算し

す。また継次処理に比べ同時処理の方がはるか

ます。100 － 50 円は 50 円と、電子パッとを

に優位です。現在は学校生活で実際に起こって

使ってディスプレイ上に数字を書き込めるよう

いるトラブル場面をとりあげ、ソーシャルスキ
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ルを高めることを課題として個別学習をしてい

れれば、ご褒美シールがもらえるようにしまし

ます。

た。すると、ダンボで学習した内容が３日程度

ｂ児は、ソーシャルナラティブを活用して

は守られるようにはなってきています。しかし

います。ソーシャルナラティブとは、これまで

３日目に、「僕はもうシールはいらない」とい

ソーシャルストーリーと呼ばれてきたものです

ってまた廊下を走り出しているというのが現状

（「ソーシャルストーリー」という用語は商標登

です。

録されているので、無許可には使えなくなりま
した）。トラブルの状況がなぜ生じるかを知識

ＬＤを併せ持つ事例に関しては、このあとの

として整理し、適切な行動を導くためのもので、

シンポジウムでも報告がありますので、一例だ

一般的には文章を介して学ぶものです。

けご紹介します。事例ｃ児は、新しい語彙がな

ところがｂ児は、読解力に課題があるため、

かなか定着しにくいというのが課題になってい

既存のソーシャルナラティブを活用しても理解

ます。WISC Ⅲでは、「組み合わせ課題」「数唱

が促進されない面がありました。それでロール

課題」で苦手さが顕著にでています。特に数唱

プレイを活用し、実際にその状況を演じさせる

課題では４項目になるとクリアできていないの

こととしました。その様子をビデオにとり、後

で、そのことが新しい単語の記憶にも影響して

でモニターを指導者と一緒に見て、行動を振り

いると考えられます。

返ることとしました。ロールプレイをさせるた

ｃ児に対しては、負担のない記憶方略を探す

めには絵教材を用いながら手話で説明を行って

ことを一つの目標にしています。例えば、 国

います。

の名前を利用して「指文字」
「書字」
「口声模倣」

最初のころはソーシャルナラティブを適応

「好きな方法」の方略でどれが円滑に記憶でき

する際に、どこまでビデオで見せて、いつどの

るかを確認したりしています。その際の負担の

ように説明を入れるのかが試行錯誤の連続でし

ない音節数や、学習の定着をはかるために再学

た。たとえば、ｂ児は注意の問題もあるためか、

習をどのくらいのインターバルで行うのが適切

モニターを見ながらその横で手話や文章の説

かなどを検討しています。ｃ児の場合は記憶方

明をいれてもなかなか効果が上がりませんでし

略としては、口声模倣がもっとも成績が良く、

た。現在では説明のための手話もビデオで収録

それも構音点などを意識させて繰り返させたと

して示すようにしています。このパターンでや

きに最も効果的な学習が行われることが分かっ

ると最近はかなり整理ができるようになり、知

てきました。

識として、状況に応じた適切な対応が言語化で

このような知見を学校の担任の先生にお伝え
して、効果的攻略を学校の普段の指導に活用し

きるようになってきました。
しかし問題は、知識として整理はされても日
常場面ではやはり好ましくない行動がでてしま

てもらえるように連携していきたいと考えてい
るところです。

っているということでした。そこで、今日この
あとのシンポジストも引き受けてくださってい
る学芸大学の藤野先生に相談をしました。藤野

＜ダンボの課題＞

先生は軽度発達障害児の指導会にも沢山関わっ
てらっしゃる専門家です。藤野先生からいただ

１．連携の強化

いたアドバイスは、「衝動性の抑制」がソーシ

さらなる連携の強化が第１の課題と考えてい

ャルナラティブだけでは得られないのではない

ます。それはお父さんも含めた「保護者との連

かということでした。また衝動性への介入方法

携」、それから、保護者同士の連携もこれから

の一つとしてトークンエコにミーシステム（一

も心を砕く必要があると思っています。例えば

定の課題を正しく遂行できたとき、トークンを

アイデアとしては日常的には学校に来ることの

報酬として与え、目標とする行動を強化するシ

少ない「お父さんのための勉強会」開催するの

ステム）のことも紹介されました。そこでクラ

も良いかもしれません。

ス担任の先生とも協力して、例えば「廊下は（走

また、「学校との連携」では個別の教育支援

らないで）歩きます」という目標が一日守ら

計画の作成や支援会議のなかに参加していける
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ようにしていきたいと思います。そのためには、
担任の先生方、学校の先生とさらに日常的に情
報交換をするのが重要であると考えます。

３．独善にならないように
最後に、ダンボのような新規の取り組みをや

第３の連携としては「他の専門機関との連携」

りはじめると、他に競合するところが少ないの

があげられると思います。東京学芸大は、（手

で、独善に陥りやすいという危険があると思い

前味噌ですが）聴覚障害以外の障害の専門の先

ます。軽度発達障害を持つ聴覚障害児は、これ

生が沢山いらっしゃるので、その点では非常に

までのノウハウだけでは対応できません。聴覚

活動を支えていただけるのでありがたいし、恵

障害専門家と軽度発達障害の専門家とがいて、

まれた環境にあると思っています。しかしなが

それぞれの専門領域をカバーすれば、全ての課

ら、それだけでは不十分で、たとえば医療との

題がをカバーできるかというと、それだけでは

連携は、診断や服薬の問題を考えていく上でと

対応できません。障害が重なると、第３の課題

ても大事です。また、（ダンボの活動は小学部

が必ず出てきます。第３の課題については、双

だけですが）子どもたちの課題は小学部だけで

方の専門家がお互いに自分の領域から片足外に

全てが解決するわけではありません。社会に出

踏み出して一歩ずつ歩み寄ることが必要だと思

るにあたって自分で何ができるか、どういうサ

っています。そのための開発研究が絶対に必要

ポートがあればいいのかを知っておく必要があ

だと思います。学会など専門的評価をうけてい

るし、またそのような社会資源を今後育ててい

くことも独善にならないために大事かと思いま

かなければなりません。福祉の領域ともその意

す。

味では、きちんと連携をしていくことが大事だ
と思います。

次に個人情報の保護と開かれた運営の両方を
バランスをとることが重要だと思います。安心
してダンボに参加してもらう条件として個人情

２．スタッフの充実
ダンボの課題の２番めとして、スタッフの充
実があげられます。

報を守ることはとても大切です。しかし一方で、
ダンボの成果や課題をオープンにして、社会か
らきちんとした評価を受けていくことも重要な

学生中心で今はスタッフを組んでいます。で

わけです。どのようにそのバランスを取ってい

も学生はいずれ卒業してしまうんですよね。大

くかは保護者の方も含めみんなで考えていきた

切に育てて、やっとよい指導ができるように

いと思います。

なると、卒業となってしまうんです。スタッフ

最後に、ダンボはまだスタートしたばかりで、

のマンパワーを底上げしないことには対象児を

スタッフの思いばかりが強くて、指導方法も会

増やしていくのはなかなか難しい現実がありま

の運営も試行錯誤の連続です。やっと第一歩を

す。その意味では、現職の先生にスタッフに入

踏み出したダンボがしっかり地に足のついた活

ってもらうことがこれから大事かと思います。

動に育っていけますように、この中間報告会で

先生方も「ただボランティアでこい」、とい

皆さんから、いろんなご意見をいただければ幸

うだけでは申し訳ありませんから、今後は活動
に参加することで、「心理検査の実施や解釈の

せです。
僕からの基調講演はこれで終わります。

スキルアップができる」とか、あるいはろう学
校の子どもたちと接する中で「手話のスキルア
ップができる」など、先生にとっても、目に見
える研修効果を示せるようにしていければなと
思っています。
また、運営面では、保護者にもっともっと声
がけをしなければとも思います。青年期、社会
参加の課題を担うためには、親御さんの力は大
事です。ダンボで出会ったことを１つのキーに
しながら、少しずつやっていけたらと思ってい
ます。
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シンポジウム
濵田／よろしくお願いします。引き続き、シン
ポジウムを行います。

ます。
次に指定討論者です。お一人目は、澤隆史先

シンポジウムには、４人のシンポジストと、

生。ご専門は、聴覚障害児教育です。指定討論

指定討論者２名をお願いしています。１人ずつ

者というより、大塚クラブの大事なスタッフで

報告する形を取ります。シンポジスト、指定討

もあります。東京学芸大の助教授をされていま

論の方を、今からご紹介します。

す。よろしくお願いします。

シンポジストの一人目は東京学芸大の助教授

最後に、荒川早月先生です。現職教員のダン

で、軽度発達障害に関しては一番売れっ子でい

ボのスタッフという立場からご発言いただきま

らっしゃいます藤野博先生です。藤野先生は軽

す。今は葛飾盲学校で主幹をされていますが、

度発達障害の指導会にも複数関係してらっしゃ

昨年までは大塚ろう学校で教鞭を執っていらっ

る実践家でもあります。

しゃいました。

２番めは、水谷亜希子さん。LD を併せ持つ

どうぞよろしくお願いします。

聴覚障害児の親御さんの立場から、ということ

では、会の進め方です。

で今日いらしていただきました。お子さんはダ

シンポジストに 15 ～ 20 分でそれぞれご意

ンボに参加してらっしゃいます。

見の提案をいただき、引き続き、すぐに指定討

続いては大鹿綾さんです。学生スタッフ。水

論の方から、10 ～ 15 分ていど指定討論をして

谷さんのお子さんの指導も担当していました。

いただきたいと思います。質疑の後、討議した

東京学芸大の大学院生で、将来教員を目指す学

いと思います。

生の立場からも意見をだしてもらいます。

会場の関係で４時２０分には、シンポジウ

つづいて、西谷裕之先生。ＮＰＯと連携する

ムを絶対に閉じないといけないといわれていま

立場から都立大塚ろう学校の先生です。クラス

す。時間だけは守っていただきますよう、お願

にもニーズのあるお子さんがたくさんいらっし

いします。

ゃると聞いています。どうぞよろしくお願いし

軽度発達障害の専門家の視点から
東京学芸大学助教授

藤野

博

私からは軽度発達障害の問題、特に地域で

ています。ここでは、学習面の問題には触れず

子どもたちを支えるサークルの活動についてお

仲間関係、つまりソーシャルの面の話をしたい

話をいたします。軽度発達障害と聴覚障害は一

と思います。

見全く異なった領域に見えますが、コラボレー
ションできる余地が多いと私は思っています。

まず軽度発達障害について根本的な問題を

最近自閉症の教育で注目されているのは「視覚

押さえておきましょう。軽度とは何が軽度なの

支援」という考え方ですが、そこでは聴覚障害

か？それは知的障害が軽度ということです。問

児教育が蓄積してきたノウハウを活用できるの

題そのものが軽度なわけではない。むしろよ

ではないでしょうか。例えばそんなことなどで

り深刻な問題を抱えていることもあります。そ

す。

して、問題の背景は障害のタイプによって様々

軽度発達障害の子どもたちは学校の中で教科

です。まず自閉症圏の障害。最近では自閉症ス

学習の問題とコミュニケーションの問題を抱え

ペクトラムという言葉が使われますが、自閉症

10

スペクトラム障害のお子さんの場合は、特にコ

します。ソーシャルスキルとは簡単にいえば人

ミュニケーションが問題になります。これは相

と付き合うコツのようなものですね。発達障害

手の心の読み取りの問題です。相手の考えや気

の子どもたちはソーシャルスキルを身につける

持ちを読み取る力、相手の視点に立って考えら

ことが難しいことがよくあります。そこで、人

れる力のことを「心の理論」といいます。これ

との関わり方を教える必要が出てきます。ソー

は社会的認知の問題です。自閉症スペクトラム

シャルスキルを身に着けていることがなぜ大事

の人たちは相手の視点に立って理解したり、相

かというと、それが対人的成功経験につながる

手にわかりやすく伝えるのが難しく、その結果、

からです。しかし、発達障害の子どもたちはソー

誤解されやすく、からわれたり、いじめたりさ

シャルスキルを自然に自分から身につけること

れやすくなります。また友だちができず、学級

が簡単ではないのですね。そのためにソーシャ

の中で孤立するということもよくあります。

ルスキル・トレーニングを行います。ソーシャ

心の理論研究は主として自閉症を対象に

ルスキルを意図的に教えるわけです。しかし、

1980 年代中頃から盛んになされてきましたが、

発達障害の子どもたちに対するソーシャルスキ

最近では聴覚障害の子どもたちを対象とした心

ル・トレーニングの効果はそれほど大きくない

の理論研究が注目されています。そして聴覚障

という研究知見もあります。その場所でルール

害の子どもたちの中には、定型発達の子ども以

を覚えたりはできても、なかなか日常生活に活

上に高頻度で相手の心の読み取りに難を来たす

かせるようにはならないのですね。我々が期待

場合があることがわかってきました。これは聴

するほどの効果はないということです。それが

覚障害の他に自閉症スペクトラム障害を抱えて

課題となります。

いて、自閉症スペクトラムを伴う頻度が定型発

ただ、我々は軽度発達障害の子どもたちに

達児以上に多いことを示しているのかもしれま

ソーシャルスキル・トレーニングを長年やって

せん。

きて思うことは、大事なのは表面的なスキルを
獲得するより、仲間と関わる成功経験の蓄積の

次にＡＤＨＤですが、これは簡単にいうと、

方にあるのではないかということです。それは

わかっているけど止められないといった状態で

短期間では成果は見えにくいですが、長期的に

す。彼らは自分の衝動を抑制できず苦労してい

見ると、じわじわ成果が出てくる場合があるよ

るのです。彼らは概して頭の回転が速く、先生

うに思います。今、私が大事だと思っているの

が質問するより先に答えてしまったりすること

は、短期でのスキルの学習効果ではなく 10 年

などもよくあります。そして自分で押さえられ

後、20 年後にその子にとって意味のある支援

ずにやってしまったことを大人から叱られ、自

とは何かということです。何かできるように

尊感情が低下する、つまり自信がなくなり、ど

なることも大切ですが、仲間っていいな、とい

うせおれはだめだ、といった状況になりやす

う感覚が染み付くことがより大切だと思うので

いのです。そしてクラスの中でもあいつはだめ

す。それが根本にあると、社会生活にとって必

だと他児から非難され居場所がなくなってしま

要なスキルを自分から学ぼうとする態度や自分

う。

に必要な援助を他者に求められる力が身につく

ところで、軽度発達障害児の問題を考えると

ように思います。

き、非常に重要なことは二次障害です。これを
予防することが大切です。本人にはどうしよう

次に、我々がこれまで関わってきた軽度発達

もない部分で失敗経験を繰り返し、それを責め

障害児を地域で支えるサークル活動についてご

られ、自信を失います。そして、うつ、不登校

紹介します。ひとつは「Ｆ１サークル」という

などを起こしたり、問題行動を起こしたりしま

会です。これは本来ＳＳＴの会なのですが、実

す。軽度発達障害の人たちの生涯発達を考えた

質は余暇支援です。保護者が運営していて、大

ときにもっとも重要なことは二次障害の予防と

学教員と学生がそれを支援しています。教科学

いえるかもしれません。

習の支援とソーシャルスキル・トレーニングの
２部構成でやっています。「こんぺいとう」と

次にソーシャルスキルの問題についてお話

いうのは病院での活動です。メンバーを限定し
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て、医師が監督し学生と教員が指導内容の立案

を抜いて付き合えるいつもの仲間がいる。そし

や準備と、実際の指導をしています。１年間の

て、もう 10 年近くやっていますが、長く続け

活動で系統的なソーシャルスキル・トレーニン

るコツは子供にとっても親にとっても無理なく

グを行っています。

楽しめる活動であること、に尽きるのではない
かと思います。いっぱい詰め込み、短期間で何

このうちＦ１の方の活動の紹介をします。集

らかの成果を上げることをねらわず、その子の

団活動では、例えば「プロジェクト・アドベン

生涯発達の中で意味のある支援を考えること。

チャー」などをやっています。これは子どもの

地域で軽度発達障害の子どもを支える活動は、

ためのレクリエーション的なグループ・カウン

仲間作りと社会的な経験をする場であればそれ

セリングの一種です。最初にこのような活動の

で基本的によいと思うのです。

内容を示したパワーポイントのスライドを見せ

そして、こういう会のもうひとつの意義は親

て内容や目標を理解をさせ、活動の約束を示し

御さんたちのピアサポートです。先輩のお母さ

ます。次に「マイアイテム」という、その日の

んが新米のお母さんの話を聞き、助言したり支

頑張り目標を子どもが自分で決めるステップを

えになったりするのですね。障害のある子の将

踏みます。目標を自己決定させるわけです。
「落

来像をお母さんは描きにくいのですが、障害の

ち着いて行動する」など自分で目標を決めて自

ある子の子育てを長年やってきたお母さんの話

分で取り組む。これが大切なのですね。

は説得力があり、専門家の助言より心の安定に

これはブラインドウォークという活動です。

つながることがよくあります。

目隠しして見えない人の立場にたち、見えない

地域に根ざしていて、子どもたちや親にとっ

人の立場に立ってナビゲートします。次にトラ

てそこに行くことが楽しく落ち着ける場所。そ

ストフォールです。最初に２人ペアになり、片

のような場所を作るには親とそれをボランティ

方が後ろに倒れます。もう片方がそれを支えま

アでサポートするスタッフの力が不可欠です

す。「準備はいいですか」と倒れる子がきいて、

が、全力を出し切って疾走する短距離走でなく

相手が「いいですよ」と答えたら後ろに倒れる。

無理せずにずっと先にあるゴールをイメージし

後ろで支えてくれると分かっていても怖い。こ

ながらペースを守って走る長距離走のスタイル

れは、相手への信頼関係を築くために有効とさ

で向かっていくことが大切かなあと思っていま

れています。

す。

ソーシャルスキル・トレーニングで特に大事
なことはフィードバック、ふり返りですね。ト
ラストフォールのときの子どもの感想を聞いて
みました。すると「危険なゲームだから落ち着
いてする」などの声が聞かれました。相手を助
ける必然性がある場面を意図的に演出すること
で、相手への気遣いが起こる。そのように相手
へ意識が向き、そのためにするべきことを考え
る、という動機があって手段があるという流れ
がソーシャルスキル・トレーニングには必要だ
と思っています。
そのような軽度発達障害の支援サークルの意
義について最後に述べます。ソーシャルスキル・
トレーニングが会の名目で実際に指導をしてい
るわけですが、長年やっているとお楽しみ会に
なってくるのですね。子どもたちは何かを習お
うとしてきている様子ではなく、楽しいから来
ているように見えます。そこに行くと、肩の力
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保護者の視点から
ダンボ参加児童保護者

に行きました。病院で先生の目に入るのは、見
水谷亜希子

るも無残なアトピー、そして食事を食べず生後
４ヶ月で止まったまま発育不良であることでし

現在小学４年の息子に難聴と学習障害があり

た。結局難聴がわかったのが、生後２歳２ヶ月。

ます。保護者の視点から話しを致しますので、

その後、小児病院に一人で３ヶ月間、成長の検

プロの方からは「え～？！」と思う点も多いか

査とアレルギー治療のため入院をしました。一

もしれませんが、素人の率直な意見として聞い

人歩きができるようになったのも、このときで

てください。大きくわけて２つ話します。今も

した。最後にかみつき事件を数回起こし、出さ

大変なのですが、「これまでこんなに大変だっ

れることになりました。

たよー」という、身の上話。これまで、さまよ
いたどってきた道です。２つめは、個人の立場

幼児期の言語指導

でどうしたらいいと思っているかを話します。

普通校入学を見据えて、２歳８ヶ月難聴児通

ダンボの会も絡めて話したいと思います。終わ

園施設に入りました。週二回の通園です。相変

ったときにどのくらいの人が「そうだよねー」

わらず頑固で言うことを聞かず、大人を振り回

と感じてくださるか、私も知りたいです。

す大変な子でした。難聴児の施設なのですが、

家族は主人と、私、３歳年上の姉と本人です。

言語指導はいつまでたっても出来ない。私とし
ては言語指導を少しでも早く多くやってほしか

誕生から難聴発見まで

った。しかし、そこでは、今の教育でもそうで

生後１ヶ月に私の遺伝で重症アトピー性皮膚

すが、「本人の気持ち、ペースを尊重し、やる

炎。ゾンビ状態でした。その後すぐ出た食物ア

気が出てくるまで、親は辛抱強く待ちましょう」

レルギーも厳しく、食べられるものなんぞある

と言われるだけで、いつまでたってもそれらし

のかという重症。今も学校はお弁当持ちです。

い働きかけもない。このまま遅れていく一方で

２歳で喘息。典型的アレルギーマーチです。生

大丈夫かと焦り増幅でした。ある日、私がとう

後 4 カ月で髄膜炎に。それが難聴の原因だとい

とう切れてしまいました。無理やり担当者を変

われています。

えてもらいました。年長の時で、言語指導のス

生後４ヶ月の髄膜炎からスタートして、その

タートを切るには既に遅かったのですが。指文

後の一年間は入退院のくり返しでした。私も付

字はいくらかわかるようになり、ひらがなは一

き添っての長い入院生活。病弱の大きな原因の

文字一文字でならやっと少し読めるようになり

一つが食事を完全拒否することでした。これが、

ました。でも、本人は嫌がって逃げたり、抵抗

当然ながら発育発達の最大の原因となります

ばかりでした。

が、その後６年間、日々食事をめぐっての戦い

不安から正反対の別の機関にも行きました。

が生活の中心となります。５ヶ月の赤ちゃんと

そこで言われたのは、「本当に本人のためを考

かの時点からすごく頑固でした。８ヶ月には栄

えるのならば、何が何でも学習させて、100 や

養失調で入院しました。流動食を鼻からチュー

って５だけ残ればそれでよし。そのようにし

ブでいれたり、１時間半かけて口から流し込む

て積み上げていくしか道はない。」 地にしっか

とかして、とにかく体に少しでもたんぱく源を

りと足の付いた現実的な指導方針に賛同しまし

いれないと命にかかわる。四苦八苦して「入れ

た。しかし、我が子は前例のないほどの劣等生

た～」とホッとしても、必ず吐く。毎食このく

でした。100 のうち５どころか１とか 0.1 とか、

り返しでした。
「こんな赤ちゃんは初めて見た。

0.01 とかで、積み上げていくには、母子とも

赤ちゃんの拒食症だ」と臨床心理士の先生に言

に劣等生でしんどく、子どもも精神的におかし

われました。（そのようなものはあるのでしょ

くなったことも。母も子もそして先生も大変で

うか？）

した。それでも、年長から小学校３年生まで通

摂食指導のために通院したりもしま

した。現在はそんなこと考えられないほどパク
パク食べ、キューピー体型です。

いました。
通園施設に平行して、年少で幼児教室、年中

しかし、あの赤ちゃんの時期は、いろいろ

から保育園に通いました。幼児教室は楽しく馴

と漠然なる不安もあったため、あちこちの病院

染めました。しかし、本人の発育発達状態や摂
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食問題を考え、途中で移った保育園は、見送り

らです。」と、通園施設の先生から言われました。

の別れ際、卒園するまで、毎朝大暴れの大泣き

でも、私としては、知的障害の専門家から言わ

でした。

れたことなので、ことあるごとに「そうなのか

通園施設で得た最大のものは、「難聴理解」

も！」と、ずっとそれをひきずっていました。

でした。「きこえない・きこえにくい」という
ことは、どういくことなのか？

別に、ちょこ

ちょこ顔を出していたトライアングルで学んだ

大変な１年生
難聴学級に週一回通級しながらの、普通小で

ことと合わせて、この時期学んだことは今でも

の生活のスタートです。

私の糧となっています。

我が子は、一対一の

が付き添っていましたが、それからは学校とい

口話であれば、大体大丈夫ですが、それ以外の

う私の見ることのできない場所での生活となり

状況下ではどんなにがんばっても１００％聴き

ました。

取ることはできません。手話や情報保障が大切
なことも教えていただきました。

通園施設では常に私

ゴールデンウィーク明けあたりから、学校に
母なしでは行きたがらなくなり、私が付き添っ
て学校に登校しました。私が後ろに立っていれ

実は人工内耳もを考えたこともあったんです

ば、本人はニコニコ座っていられましたが、私

聾者、難聴者の合い言葉ってありますよね。

が帰ろうとそぉーっと抜け出すと、ものすご

「耳が聞こえないだけで、他は皆と同じに何で

い大泣きして猛烈ダッシュで追いかけてきまし

もできる」と。単細胞の私は、「じゃあ、耳さ

た。初めは様子見していた先生の努力もあり、

え聞こえればいいんだ！これさえ解決できれば

それから一ヶ月くらいして、母なしで教室に居

OK になる。」と人工内耳を検討し始めました。

られるようになりました。が、その後も母の見

聞こえる人たちと同じにはならないけれど、

送りが必要だったり、朝グズグズで、玄関先で

うちの子と同じ状態の子どもで良い結果が出て

ひと悶着あってからの登校・・・とかいう具合

いる例がある、と推進派のドクターとお会いし

で、ほぼ毎日授業が始まるか始まらないかの遅

て聞き、揺れました。でも、アレルギー体質や

刻登校でした。

我が子では術後フォローのケアについていけな
いような気がして諦めました。

頼みの綱にしていた難聴学級通級は「通級児
はあくまでサービス」と言われ、「リラックス

就学を目の前にして、これはもう「学習のプ
ロ」の力を借りるしかない！と、あちらこちら

する場くらいに」と考えるように、とアドバイ
スされました。

学習塾を見、体験して回りました。イメージを

当然ながら、国語が一番の課題でした。文字

大切にする算数教室、先生の親身だった学研教

一つひとつは読めても、文字のまとまりを理解

室、視覚に訴えるそろばん・・・。あちらもこ

し言葉・文などの意味を掴んで読むことはでき

ちらもしっくりと両思いになることが叶わず、

ませんでした。本人も音読していくうちにわか

何の手立てもなく就学体制へ入っていきまし

らなくなり混乱し、飛ばし読みはするは文末は

た。

自分勝手に変えて読むはで歯が立ちません。担
任から毎日少しずつやればきっとうまくなると

普通小学校へ

アドバイスをいただきましたが、困難でした。

通園施設に入った時点では、我が子は普通小

算数は希望の光があったので、夏休みにドリ

に入るのが当然の道と考えていました。しかし、

ルを数冊買って、全部やりました。でも向上し

いろいろと勉強してきて、情報保障や障害知識

ませんでした。「うちの子、どこか違うのかな」

の専門性の必要を認識しだし、普通小で本当に

という思いが出てきました。

大丈夫かと不安となりました。聾学校も考慮に
入れましたが、結局地元の普通小に入学。
就学前相談では、初めて面接でお会いした養

一年生も終わるころ、先輩ママさんからの勧
めで、方針があまり好きではなかった公文にす
がることになりました。

護学校の先生に、「お宅のお子さんには知的障

算数は、体系的なカリキュラムのにのっとっ

害がありますねー」と、いきなり宣言され、び

て組み立てられた出来合いの計算問題教材の繰

っくりしました。「難聴を専門的に知らないか

り返しです。数字上の操作です。繰り返すこと
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で、ある日脳のどこかがつながって開眼すると

我が子にも負けず、よくねばってくださり、難

いうことだったらしいのですが、うちの子はそ

聴学級での指導の中では集中して勉強できるよ

こまではたどり着かなかったようです。繰り上

うになりました。「この子はマンツーマンでき

がり、繰り下がりの筆算に対しての抵抗感はな

っちりやれば絶対伸びる」といわれました。

りましたが。国語は音読読解が中心だったので、

もう一つはボランティアが入るようになっ

家でやらせるだけでも十分大変

たこと。２年生５月から週１回２～３時間くら

でした。肝心の当の本人は、家で宿題をやらさ

い。３年生からはもうお一人入ってくださり、

れるのは苦痛でしたが、嫌がることはなく教室

合計週２回の４～６時間。

に行ってはいました。4 年生で聾学校入学のた

子なので、ノートテイクではなく耳代わり兼お

め引っ越すことになるのですが、紹介で公文の

世話係でお願いしました。入れた理由として、

障害児クラスに入ってみることになりました。

１番目は、本人に「自分の聞き取れていたもの

毎回違う先生がぴったりくっついて見守るだけ

が 100％ではない、聞こえていない部分が存在

で、ダンボの会のようなそれぞれの事情に合わ

し、周りの皆は聞こえてちゃんとわかっている

せるといった試行錯誤・創意工夫専門性は感じ

のだ」ということを自覚してほしい、というこ

られませんでした。基本からしっかり積み上げ

と。２番目は人工内耳を検討したときと同じで、

るためレベルを戻ってでもきちんと合わせるこ

情報保障さえすればきっと皆と同じになれて、

とや、スモールステップ、繰り返しが大切なこ

何とか状況が良くなると信じて。３番めは、周

とはわかりましたが、いつでも、出来上がって

りのクラスメイトにボランティアを自然に受け

いる教材をレールに沿って繰り返すだけ。聾学

入れてほしかったから。それは低学年のこの時

校に転学してから普通小ではお手上げだった宿

期かなと思いました。結果、３番め以外は失敗

題に本人が取り組むようになり、そちらに集中

でした。ボランティアの方は

するため辞めました。

皆に声を掛けられるほど人気者になりました。

それはそれは

文の読めない我が

クラス替え後も

二人目ということで、子育ての経験から上の

彼女は違う障害のボランティアとしては名の知

子どもと比べておかしいと思わなかったのか、

れたすばらしい方でしたが、教育や聴覚障害に

という疑問が出てくるかと思います。男女の差

は素人だったため、いろいろとわからなくて疑

とか

もあり

問に思うことも多く、かなり悩まれていました。

ますが、○ヶ月検診とか、病院とか、専門機関

うちの子は、ボランティアさんにはよくなつい

でも、専門性を持って、発達面に深く切り込む

てはいるものの、相変わらず勉強に関しては全

ことができなかったということもあります。ど

くの拒絶状態で手に負えなかったですし、その

こへ行っても、様子見ということになりました。

方も途方に暮れていました。教育委員会の特別

実は、上の子も入学したときは、ひらがなが

支援の先生のところに何度か足を運び相談して

一文字一文字やっと読める程度で、下の当人と

くださったりもしましたが、４年生で聾学校に

あまり変わりませんでした。でも、その後の伸

いくことを決めた時は本当にホッとされていま

びは大きく違いました。あまりにも差が大きい

した。その点では、彼女を中途半端な立場に置

ので、比較して「下の子はおかしい」とか思う

き、迷惑をかけてしまっただけとなり非常に申

ことも出来ませんでした。ちなみに、ついでに

し訳なかったと思っています。他でボランティ

入れてみた公文でしたが、小５だった上の子は

アを受けて情報保障がうまくいった児童が多く

性格も合ってかグングン伸びました。

いることを考えるとそのような点での見極めが

極端に遅れていた発育状態とか

難しかったです。
落ち着いたように感じていた２年生
何の勉強をしようとしても「やだ！」が、彼

お手上げの３年生

のいつもの返事と認識されるようになったこ

クラス替え。前の担任先生の配慮で、さらに

ろ、2 年生になりました。周りで変わったこと

とてもいいクラスなっていました。新しい担任

が二つあります。

の先生は超ベテランでした。しかし、「彼、聞

一つめ、変身したのは難聴学級です。新しい

こえてますけど・・・」というのが枕詞でした。

担当の先生が聾学校経験者になりました。あの

一般的にもマンモス普通小の担任の先生は、一
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クラスの人数が多くていっぱいいっぱいです。

それから、もう一歩先に進んで考えてみま

一人ひとりの学習状態に焦点を合わせじっくり

した。聾学校に入ったら、今の問題は本当に解

目を向けるというよりは、いかに良いクラスを

決するのか・・・？聾学校に行けば、それまで

作っていくか・・・と全体の輪を大切にし、乱

こだわってきた情報保障の問題はクリアーされ

さないようにする学級経営に力を注ぐのがまず

る。となると、今度は、「うちの子にちゃんと

第一のようです。後でわかったことですが、同

ついて行ける学習能力があるのかどうか？」と

じクラスに他の障害を持つクラスメイトも２人

不安になってきました。国語の力なんぞ、体験

いて、合計障害児が３名になっていました。と

入学で一緒に勉強した同学年の子どもたちに、

ても良いクラスではありましたが、正しい理解

ついて行けていなかったのは明白。問題の根源

や適切な配慮までの余裕はなく、期待はしては

は、もしかして「学習障害」があるからなのか

いけませんでした。 口を開けば、
「わかんない」

も・・・とそれまでぼやけていた点がはっきり

「できない」「やだ」しか出てこない我が子です

としてきました。そこで、学習障害のケアので

し、先生も、びっくりし、途方に暮れていたよ

きる学級のある普通小学校を探しました。が、

うです。

納得のいく学校は見つけられませんでした。

５月、難聴学級の先生が母学級での様子を見

難聴学級の先生が、
「今のままではいけない。

に来られました。すぐに、聾学校への転学の勧

ベストではないかもしれないけれど、よりベタ

告を受けました。「授業がわからないというこ

ーな環境は聾学校にある。」と、背中を押して

とを本人がわかっていなくて、そこに存在して

下さって、聾学校転学を決心しました。

いるならまだまし、自分には授業がもう全然わ
からなくて全くどうしようもないことを、本人
がわかっている。あそこにいるのは、かわいそ
うすぎる。もう限界。」

と言われました。

いよいよ聾学校へ
４年生入学と同時に聾学校に転学をしまし
た。体験入学をしていたためか、心配していた

実は、その後、親しいクラスメイトのお母さ

よりもスムースに新しい学校生活に入って行け

んから「テストを受けるとき、ウチの子の机と

ました。学習障害の影響で、手話の習得も遅く

くっつけて、ウチの子のテストの答案を丸写し

なるのではと不安もあったのですが、とりあえ

させているらしいよ」とも聞き、現実を直視せ

ず友だちとコミュニケーションとるくらいは数

ざるを得なくなりました。

ヶ月後にはできるようになっていて驚いたくら

難聴学級の先生に、「それなら、先生から受

いです。のちに、濵田先生から「手話は彼の性

けられる指導時間を増やし、付き添って下さる

質からすると合う手段だ」教えていただきまし

授業を作るようにするため、先生のこの難聴学

た。

級のあるこの小学校に転校して自校にします。」
と言うと、「十分なケアがしきれない」と即刻

発達障害専門医療機関で

返答され、「聾学校ならば常に少人数だし、そ

聾学校に転学する以前、まだ転学するか迷っ

の特性を生かした授業が受けられるはず。少人

ていた１１月末頃くらいだったと思います。と

数の方が、彼の性格からしても、精神面の成長

にかく、学習障害の面を一度専門家にきちんと

も期待できると思う。」とアドバイスされまし

診断してもらいたい、という気持ちから、発達

た。

障害専門の医療機関を紹介してもらいました。

ものは試しと、早速体験入学しました。それ

世の中には発達障害の不安を抱える子どもが多

なりに楽しんできました。しかし、彼の生活の

い一方、信頼されている専門機関がまだ極端に

場として確立していた普通校から切り離してい

少ないのでしょう・・・予約の連絡がつくまで

いものなのかと悩みました。彼の日々の生活の

で２ヶ月、さらに診察まで４ヶ月も待つことと

喜びの源である、

なり、初診は聾学校の生活が既にスタートして

たし、普通小学校は

何より大事な親友もいまし
さながら現実社会・世間

からでした。数回通いましたが、私を納得させ

の縮小版ですから。長い眼で見て、将来、本人

るような目新しい方策も得ることはできません

が大きくなったときに本当にためになるのはど

でした。就学相談のときのことも思い出し、や

ちらなのだろうか？と考え悩みました。

はり聴覚障害についても専門性のあるところで
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なければ難しいのだと痛感しました。
「知りたい」・「学びたい」気持ち
少人数、習熟度別の落とし穴

我が子も学校の勉強は拒絶状態でしたし、先

私は聾学校での普段の様子を細かくは知らな

生方も、いつでも「わかんなーい」
「できなーい」

いので、自分自身の経験から考えたことをお話

「やだ！」のクラスに水をさすようなあの態度

しさせていただきます。

には、正直腹の立つことも多かったと思います。

普通、親なら、
「少人数」、
「習熟度別」と聞くと、

では、本人にやる気がないのか・・・？と言う

目がよく届くし、レベルにあった勉強が出来る

とそうでもなかったりします。実は、もっと知

と言うことで、これだけですごく安心というイ

りたいし、もっとわかるようになりたいし、も

メージがあります。民間の学習塾や英会話スク

っと学びたい気持ちはあるんです。図書館に行

ールなどでも、レベル分け少人数とか、それぞ

けば、持ち帰るのが大変なほどたくさんの本を

れの子どもに合わせたカリキュラムとかを売り

選んできます。学校の図書室でも、学校の授業

にしているところも多いですね。それで効果の

で扱った内容の本を嬉々として借りてきます。

高いお子さんもたくさんいらっしゃいますが、

何より夢中になり驚くほどの情熱を傾けるのは

うちの子のようにただそこに存在しているだけ

「もの作り」なのですが、「もっとすごいことを

の子もいる。実はカリキュラムなどは、良心の

知って、もっと高度なすごいものを作りたい」

あるところでは多少レベル別につくられていた

と常に思っています。でも、一番身近な情報源

り柔軟に調節することもありますが、結局は決

である本が、いつまで経っても一人では読める

まったレールで進んでいくか、ぐるぐる回るし

ようにならない。どのようにすれば、ちゃんと

かなく、それを少ない人数でこなしていると感

読めてわかるようになるのか全然わからないの

じました。

です、本人も。

ある英会話スクールの話です。一クラス５～
６人程度までで、レベル分けもちゃんとしてい

ダンボの会へ参加

ました。子ども一人ひとりの性格まで把握して、

聾学校に転学して、１ヶ月も経たないある

一人ひとりが沈むことなくきちんと参加できる

日、「ダンボの会」発足の知らせが届きました。

ように、クラス分けを毎年していました。そこ

難聴と発達障害（学習障害など）の両方の専門

に、私が把握しているだけでも３年連続の留年

ということで、我が子にぴったりすぎて、夢の

の子がいました。多分うちの息子と同じ状態だ

ようだと半信半疑で申し込みをしました。濵田

ったのだろうと思います。何度くり返しても頭

先生の説明によると、聴覚障害児の中にはうち

に入っていない。レッスンについてこられず、

の子のような問題を抱えている子が実は結構い

クラスを引っ掻き回すので、悪玉菌扱いでした。

て、取り残されてしまっている、とのことでし

先生方は、その子の学習面よりも、まずはいか

た。

にしてクラスでうまくやっていかせるか、クラ
スの輪をどうやったら保てるか、に気を遣わざ

学習方法の試行錯誤・創意工夫

るを得ませんでした。小学校でも同じ状況だっ

しかし、親が有り難がっていても、当の本人

たようです。お母様も不安があったのでしょう。

は第一回目の指導の時から、あの「わかんない」

右脳活性化トレーニングの教室など他にもいろ

「できない」「やだ」で頑固丸出しでした。

いろ通っておられました。傍から見ている限り、

指導者の方が、辛抱強く、冷静を保って観察

あまり効果は感じられませんでした。先生たち

し、毎回手を替え品を替え、試行錯誤・創意工

は、カリキュラムにのっとってやるべきことは

夫で対応して下さり、出来れば褒め、励まし、

やっている、しかたない。これ以上はこちらに

数回経つと少しずつマッチしていくようになり

専門性もないし、一対一でじっくり見てやろう

ました。まず、一対一でじっくりと本人と向き

とかは時間的にも労力的にも残念ながら無理な

合い観察。本人の興味・関心はどこにあるのか？

話、やったとしてもその場限りの付け焼刃、と

ぴったりついて、ふれあい、やりとりをし働き

にかくクラス経営に力を尽くすので精一杯でし

かけながら観察して、初めてわかるものです。

た。

どうしたらそれらを効果的に引き出せるか？そ
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して、学習していく上でどこに問題点があるの

せます。ポイントは、リーダーをこなすための

かを発見する。どのようなところがわかってい

事前の手助けです。だから、自信を持ってトラ

なくて、できなくて、つっかかっているのか？

イできます。成功体験から更なる自信へ。本人

そして同時にその過程でお互いの信頼関係を構

は毎回楽しみにしています。先日、たまたま漢

築していく。このお互いの信頼の構築もすばら

検の模擬試験と時間が重なってしまったのです

しかった。・・・これらは、「はい、このプリン

が、担当の先生に自分で交渉をして、漢検の方

トやっておいで。はい、終わったら、もってお

の時間をずらしてもらいました。それまでのう

いで。あ、ここ間違っているね～、直しておい

ちの子には考えられない行動だと驚きました。

で。」と能力の欠けている本人任せ・頼りでは、
いつまで経っても発見・改善・向上させること
が出来るわけはないのでした。

支援のためには皆で連携を
この一年間で、我が子も

また新しい面で成

次に、どの辺りが課題なのかが見極められた

長しました。聾学校、ダンボの会でのご尽力に

ら、専門性を持っての対応となってきます。普

感謝の気持ちでいっぱいです。一つひとつ、今

通の子なら意図もカンタンに理解し、できるよ

までには得られなかった、とてもすばらしい経

うになるものが、我が子にはスムースにわから

験をさせていただいたことが大きいと感じてい

ず、できるようにならない。どうしたら本人が

ます。今後は、ダンボの会、聾学校、家庭の３

余分な苦労をせずに取り組み、理解しやすくな

つをつなげていくことで、さらなる相乗効果を

り、達成の喜びの経験につなげられるか。具体

期待したいと願っています。

的には、毎回手を替え品を替えの試行錯誤・創

普段、聾学校の先生と私とは連絡を取り合

意工夫をされて、ヒットするものを辛抱強く手

っています。ダンボの会と私も連絡は取り合え

探りで探し当てていく。

専門家がされても大

ています。しかし、学校とダンボの会の直接の

変なもので、素人の私がすると私も混乱して子

つながりが今はまだ薄いです。私が軸になるに

どもまで混乱させてしまいます。専門家の持つ

は難しいと感じています。客観性にも欠けます

たくさんの「アイディアのポケット」から、い

し、専門性もなく、説得力も弱くなってきます。

ろいろ組み合わせて、合う仕掛けを毎回カスタ

学校とダンボの会と家庭がつながり、子どもを

マイズして作り出していただいています。

真ん中において立体的三角関係になってはじめ

「できる」ための必要な支援とは「難聴と学

て、継続性のある、より相乗効果のある支援が

習障害の両方の専門知識と経験を通し、熟知し

可能になると思います。外部・内部だとか、横・

ていて、具体的方策を考え見つけ出せること」

縦だとか、テリトリー外だからとか、ボランテ

であると考えています。その条件の下で支援効

ィアは手を出さないでとか、素人は・・・とか

果の期待が持てると実感しています。

あります。さまよっている子ども本人には関係
ないことで、誰でも良いので助けてほしいので

効果ある集団活動の支援

す。一ヶ所で一人の人がスーパーマン的に何で

もう一つのダンボの特徴です。リーダーシッ

もこなすことは、もはや不可能です。出来るこ

プの経験を持たせるための支援をしています。

とを出来る力を持った人がやり、お互いを補い

普通小学校では、うちのような子には、まず回

合う・・・そんな協力体制をつくってほしいの

ってきません。事実無理でしょうし、そういう

です。

役回りは大きな集団であればあるほど当然のこ

これまでも、母子そろって、たくさんの人

とながら常に安全パイを選びます。また、ちょ

にお世話になってきました。その方々から受け

こっとした係りが回ってきても、本人が役回り

てきたものをその方々にお返すことはできませ

をきちんとわかっていなかったり、休み時間に

ん。今後は、私も自分の出来る形で、これまで

はそっちのけで遊びに行ってしまったり、自信

いただいてきたこと・これからもいただくであ

がなく逃げたり、一人前に参加などほとんどで

ろうものを、次の人にバトンタッチしていきた

きていませんでした。規模は小さいものの聾学

いと思っています。

校でも適任者は他にいますね。

ありがとうございました。

ダンボではうまく乗せてリーダーを体験さ
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いう事でしたので集団活動でリーダーシップを

学生の立場から
東京学芸大学 大学院

もって積極的に参加できるよう支援したいと考

大鹿 綾

えました。このように、聴覚障害という聞こえ
大学院の大鹿です。今日は学

にくさにももちろん配慮しつつ、子どもが理解

生、指導者の立場から２点報告させていただき

しやすい環境を設定した上で、一人一人の認知

ます。１点目は指導の実際の様子について、何

特性に合わせた支援を行うことが重要であると

を目標として、何をして、結果どうだったか。

考えています。

東京学芸大学

２点目は教員養成の観点からみたダンボについ
はじめに、最も音読しやすい方法について

てです。よろしくお願いします。
まず、指導の流れですが、先ほど濵田先生

検討しました。音読方法としては一人読み、一

からもお話がありましたが、実際に指導に入る

行定規読み、分かち書き、先行読み、助詞丸付

前に、保護者と大学教員が面接を行っています。

け書きの５方略を提案しました。一人読みとは

生育歴や子どもの様子、困っていることなどを

何の支援もない、ベースの状態です。一行定規

聞いています。その間に子どものアセスメント

読みは長方形の厚紙に縦長の穴を開けて、文章

を WISC などの客観評価や行動観察などから行

が一行だけ見えるようにしたものを使用しなが

います。それらの情報を基に指導目標を設定し、

ら音読しました。このような教材は視覚処理に

目標に合わせた教材を考案、準備します。

当

困難のある場合に特に有効であるといわれてい

日は、個別学習と集団活動の２部構成になって

ます。分かち書きはろう学校などではよく使わ

います。活動後は、まだ全てのケースでではあ

れていると思いますが、文節で区切ってスペー

りませんが、保護者への報告をし、お互い情報

スを開けて書いたものを提示しました。先行読

提供をしています。また、指導者で報告、反省

みは、先に私が１～２文節音読してから同じと

会を行い、自分の担当児だけでなく、全体の様

ころをａ児に繰り返し音読させるということを

子を把握し、またお互いに助言しあえるように

交互に繰り返しながら音読しました。助詞丸付

しています。

け書きというのは、文章の助詞、を予めペンで
囲って印をつけたものを音読するものです。結

実際の指導の様子を報告します。先ほどお

果がこのグラフです。値が高いほど、流暢率が

話していただいた、水谷さんのお子さんへの支

高く、うまく読めたことを示しています。何の

援の実際です。ここではａ児とさせていただき

支援も無い状態の一人読みでは、流暢率は４６

ます。先ほども説明がありましたがａ児は聞こ

％、５０％以下でした。最も流暢率が高かっ

えや認知能力に比べて、文字を扱ったり音読す

たのは、先行読みでした。流暢率は９０％で一

ることが非常に苦手な様子でした。音読の様子

人読みのときよりの２倍も流暢率を上げること

としては、文字やことばを飛ばして読んだり、

ができました。ａ児にとって最も流暢に読める

文末を「～しましょう」を「～します」という

方法は先行読みであると考えられます。ａ児の

ように換えて読んでしまったり、文を不自然な

ように音読が苦手であることの原因として、文

ところで区切ったり、つまったりするというこ

字をみてそこから頭の中で音に置き換えるスピ

とが見られました。

また、そういった苦手な

ードが遅いということが考えられます。先行読

ことへの拒否感が非常に強く、短い文章であっ

みをして、聴覚的な刺激を先に入力しておくこ

ても、見ただけで「いやー！」と逃げる様子が

とによって、文字から音をイメージすることが

見られました。

スムーズにできたのではないかなと考えていま

そこで、ａ児の目標は、音読の非流暢さへ
の支援ということに設定しました。具体的には、

す。また、ａ児は聴覚活用が比較的よくできる
こともその必要条件であったと思います。

どんな方法で読むのが最も楽に読めるのかを探

流暢率が何％とか言われても実際あまりぴ

ることと流暢に読めている時には文章の理解も

んとこないと思いますので、a 児の音読の様子

良くなっているのかどうかを確認することとし

を実際に聞いてみて下さい。先に流れるのが一

ました。また、普通学校に在籍している間、リ

人で何の支援も受けずに読んでいる状態、その

ーダーシップを取る機会がなかなか無かったと

後が私と一緒に先行読みしているものです。＜
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一人読み時の音読テープ

「そうして、目の前

からも聞いていましたので、工作を一緒に作る

に伸びている道を歩いていくと、大きな家があ

という活動の中でその作り方を紙に書いて、a

りました。」＞一人読みのときはかなりたどた

児に先生役ということで、読んで説明してもら

どしく、逐字読みをしたり、不自然なところで

うということをしました。非常に積極的に取り

区切ったりしています。次は先行読みをしてい

組み、私たちにいろいろアドバイスをくれなが

る様子です。＜先行読み時の音読テープ

「そ

ら工作することができて、私自身も非常に楽し

のうちに、お金のつまった袋を持ってくると、

んで活動できました。また、課題を一つ終える

人食いおには金貨を数え始めました。」＞どう

ごとにパズルのピースを一つずつ渡して張って

でしょうか。先行読みではかなりスムーズに音

いき、だんだん絵を完成させようということも

読できていると思います。先行読みのときも文

しました。ａ児の苦手なところにアプローチも

章を指で追わせたりして読むことを意識させて

しますので、モチベーションを保つために効果

いますがこういう支援を加えることでずいぶん

があったと思います。

印象が変わったと感じてもらえると思います。
もう一つの目標であった集団でのリーダー
次に流暢性と読解力の関連について確かめ

シップに関しては、a 児が学校で流行っている

ました。ある文章と、それを基に名詞や動詞に

遊びを教えてくれたことがあったので、それを

変更を加えた文章とを２種類用意して、それぞ

利用して、集団活動でみんなでやろうというこ

れを一人読み、もしくは先行読みをして、その

とを提案しました。はじめは非常に恥ずかしが

後読解問題を解くということをしました。先行

っていたのですが、個別学習の時間に司会の練

読みの場合が音読は流暢になると予想されます

習をしたりして、みんなの前でゲームの説明を

が、そのときに読解問題の成績に差は出るのか

したりすることができました。友達との関係も

を調べました。もし、流暢に読めている時は読

徐々にできてきて、今ではとても積極的に楽し

解問題の正答率も高いのであれば、流暢さへ支

く集団活動に参加してくれています。ちよっと

援することが、｢ 読めないから分からない ｣「内

したきっかけや発言をうまくくみ取って発展さ

容を理解する力はあるのに、活かしきれない」

せてあげることが重要だなあと実感しました。

ということへの支援にも繋がっていくと考えま
した。

ダンボでは、一人一人の困難に合わせていろ

結果はグラフのようになりました。左が一

いろな試行錯誤をしてきました。このような試

人読み、右が先行読みの成績で、それぞれ青が

行錯誤は学校では時間のことや他児のことから

流暢率、紫が読解問題の正答率を示しています。

もなかなか難しいことだと思います。ダンボだ

一人読みよりも先行読みのほうが、流暢率、正

からこそ時間や手間をかけることができたので

答率共に高くなりました。このことから、流暢

はないかなと思っています。また、月二回、一

に読めた時の方が内容の理解もスムーズで内容

年間継続的に関わる事ができたので、指導の方

を覚えていられるということが示されました。

向性なども確認、修正しながら指導することが

流暢性を挙げることで読むこと事態への負担が

できました。学生のモチベーションにとっても

軽くなったことが影響していると思います。流

子どもの変化が見られることはとても有効だっ

暢さへの支援が文章の理解、学習にも効果的だ

たと思います。今回の活動では保護者と話す機

と考えました。

会を持つことができました。子どもの普段の様
子を聞いたり、ダンボでやったことを伝えて家

以上のような支援を行う際に、課題に取り

庭でも実践してもらったりと少しずつ連携をと

組み易いように様々な工夫も行いました。例え

ることができました。学生にとっても保護者と

ば、a 児は文字への拒否反応が非常に強く、は

話す機会というのはなかなか無いので勉強にな

じめはなかなか課題に乗ることができませんで

りましたし、責任を再確認することができたと

したので、まずは a 児が興味のあること、取り

思います。ダンボでの結果をその場でやりっぱ

組み易いもので文字を取り入れました。具体的

なしにするのではなく、家庭や学校に返してい

には a 児は工作が好きだということをお母さん

くことが重要だと感じました。
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２点目の、教員養成からみたダンボについて

めの時間の確保、教材作りのための時間的負担

に移ります。今年度のスタッフは学部生１８名、

も小さくはありません。ねらいの明確化につい

院生２名、教員４名の計２４名でした。その募

て、これはダンボという活動全体に対しても、

集方法としては、大学の授業でのパンフレット

個人の目標に対してもですが、段々活動自体

の配布、ダンボの説明会を開く、関係する研究

に飲まれてしまうことがあったように感じまし

室への所属、口コミなどがありました。

た。特に個人の目標に対しては本当にこれで良
いのか、実際の指導がちゃんと目標に沿ってい

１年間の活動後、アンケートを実施しました。

るのか不安があり、もっとアドバイスが欲しい

参加してよかった点として以下のことが挙げら

と感じました。先ほどもお話しましたが、準備

れました。大学の授業だけでは実際に聴覚障害

の時間的負担。ダンボは試行錯誤できることが

児と関わる機会はないのですが、そのような機

「売り」といいましたが、やはりその分時間を

会がもてたこと。コミュニケーション方法を学

多く取られています。大学と連携し、単位等へ

べた、つまり手話も含みますが一方で手話がで

の考慮など評価されていきたいという気持ちが

きればそれでいいということではないというこ

あります。欠席確認などの連絡体制をよりきち

とも学びました。発達障害について学べた。ア

んとすることが必要だと思っています。学生側

セスメント方法について学べた。これらから大

も前回やったことを今回に繋げたいという思い

学の授業に対して課題意識を持って積極的に参

があったり、その準備も２週間かけてやってい

加できたという声もありました。「教師」とい

ますので、当日蓋を開けたら子どもがいなかっ

う仕事へのイメージが持てたことで将来教員に

たというのはやはり残念。もちろんいろいろな

なることを意識することができました。子ども

都合もあると思いますので例えば事前に欠席が

集団の前で話す経験を積めた。一人の子どもに

分かれば他に人手を回せたりということもある

対して目標や支援方法をじっくり考えることが

ので、そういったことを整理したい。

できた。教材の工夫に関しては学生が経験や手
話の技術に関わらず一生懸命関わり、思考錯誤

最後に、私の個人的な感想ですが、この活動

することができたと思います。そのような場合

を通して試行錯誤をしながらもうまくいかなか

にも現職の先生方や院生からアドバイスを受け

ったり大変なこともありますが、その分、子ど

ることができました。逆に、院生からは後輩指

もの変化や保護者の方の一言は本当に嬉しい。

導の経験ができ、院生の教員養成の観点からも

子どもの笑顔にエネルギーをもらっているなあ

有効であったと思います。保護者と話す機会を

と思います。そして頑張ったことや経験をぜひ

持てたことから、親の気持ちを知ったり、責任

自分の力に変えていきたい。これからも子ども

感を持つことができたと考えています。

たちと一緒に私たちも成長していけるよう頑張
っていきたいと思っています。ぜひ皆様からお

また、課題も挙げられました。学校との連携

力や知恵を貸していただきたいです。これから

不足、目標設定に対する不安。普段から学生が

もよろしくお願いします。ありがとうございま

ろう学校へ見学に行ったり、担任との情報交換

した。

や話し合いの場があればと感じました。そのよ
うなことがあれば目標設定も的確にすばやくで
きるのではないかと思います。人手不足と、そ
こから来る担当の固定の難しさ。もっと学生へ
のＰＲを行ってスタッフを確保すること、ダン
ボの対象児をより明確にすることが必要ではな
いかと考えています。また、担当に関してはメ
インは固定したほうがいいが、サブはいろんな
子どもを見ることも良いのではという意見もあ
りました。学生間の意思疎通が人数が多くなる
につれて難しくなってきました。また集まるた

21

教員の視点から
東京都立大塚ろう学校教諭

ていくメリットについて考えてみたいと思いま
西谷裕之

東京都立大塚ろう学校小学部の西谷です。今
日はダンボとろう学校の連携について報告しま
す。

す。
個別の教育支援計画の面から
まず「個別の教育支援計画」の面からです。
盲・ろう・養護学校では平成 17 年度から一人

まず、ろう学校の現場からですが、校内を見

ひとりに「個別の教育支援計画」を作成するこ

てみると、聴覚以外にもケアの必要な児童が多

とになっています。お手元の資料をご覧くださ

いと感じています。例えば学習面。文字や漢字

い。まず実態を把握する欄があり、ここには前

がうまく書けない、言葉が定着しにくい、読み

任校の担当者を書く欄もあります。次に面談を

書き計算が苦手、数の概念の理解が難しい、図

して指導目標の設定し、必要と思われる支援の

形等形の認知が難しい、はやりやものさしなど

方法を具体的に記載します。支援は学校の他に

の目盛りと量の関係を理解するのが難しいなど

も関係する支援機関を書く欄もあり、医療や寮

です。具体的な例をあげると、文字や漢字など

育機関、教育相談機関などを書きます。ダンボ

書くときにドリル等で横に漢字が書いてあるが

はこの支援機関の一つにあたります。そしてこ

正しく写せなかったり、形がいびつになってし

の教育支援計画をもとに支援会議開き、評価し、

まったり、鏡字になる。言葉の記憶面では、例

今後の改善方法を加えて保護者に確認してもら

えば「ことば」が「ばこと」や「とこば」にな

うことになっています。

るなど定着しにくいなど。またいくつかの図形

このような「個別の教育支援計画」ができた

を三角形と四角形の二つのグループに分ける学

背景ですが、文部科学省ホームページから引用

習のとき、形の違いに気づくことが難しく分け

しますと「障害のある児童生徒の一人一人のニ

られないなどです。

ーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対

ろう学校の小学部は１クラス最高６人の定員

応していく。」そして単年ごとではなく「長期

で７人だと２クラスという少人数の指導体制で

的な視点で乳幼児期から学校卒業後まで通じ

すが、学習面の課題から少人数の学級の中にも

て一貫して的確な教育的支援を行うことを目的

複数の学習グループが必要になるケースもあり

と」しています。さらに「教育のみならず、福

ます。担任数でグループ数をまかないきれない

祉、医療、労働等の連携協力機関を記載して連

場合は特別支援コーディネータの先生や専科の

携する」とあります。つまり一貫性と継続的を

先生にもわずかな空き時間をお願いして複数の

もちながら一人一人に応じた支援を計画的にお

グループを維持しているような現状です。

こなっていくためのものです。まさにこのよう

行動面では、集団で行動することが苦手、席

な流れは時代のニーズであり、ダンボの活動は

を離れ立ち歩く、気が散りやすく会話中も視線

こうした個別の教育支援の一翼を担うものであ

が外れる、衝動的に動いてしまったり手が出る、

ると考えています。特に聴覚に障害のある子ど

情緒不安定、思ったことを自分のペースで一方

も達が集まる場であり、そこに自分達が主体と

的に話す、こだわりが強い、ダメだとわかって

なる活動があり、聴覚に障害がある子ども達の

いてもやってしまうなどです。具体例を挙げま

育ちや発達を理解した人たちがかかわっている

すと、例えば実験でお湯を使う際、目の前でお

意義は大きいと思っています。

湯を入れ、本人も「あつい。あぶない。」とこ
わがっているのに手を自ら入れてしまったり、

幅広い視点からの児童の実態把握

保健室へケガの治療に行ったのに目の前の物が

２つ目のメリットとして児童の実態把握で

次々に気になり座っていられず立ち歩いてしま

す。学校では担任が中心に実態把握をしますが、

ったりというようなケースも見られました。こ

担任によっては見方や対応が異なるということ

のように学習や行動の面で課題があり、個々に

も考えられます。ダンボと連携を密にし、学校

ケアを必要とするケースは少なくないように感

の様子を実際に参観してもらい、多角的、客観

じます。

的に授業観察、行動観察、また発達検査結果を

このような現状をふまえ、ダンボと連携し
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意見交換できるメリットがあります。また学校

以外の実態や様子を保護者や関係諸機関と幅広

ります。それにはやはり人が必要です。さらに

い視点で情報を共有できることもできます。例

は近年、行動面や身体面で介助が必要な児童も

えば医療機関に様々な取り組みを報告し、改善

増えてきています。校内の決められた定数の教

に向けて連携できます。薬等を使っている場合、

員数では限界があります。こういう状況下では

薬の種類や量、効果などを考慮する貴重なデー

必要ならばボランティア等の人員も考慮してい

タにもなります。

く必要があります。児童の実態にもよりますが、
大学とも連携してダンボの指導者や将来ろう学

支援方法の助言
３つ目のメリットとして支援方法の助言で

校の教員を目指すような人を柔軟に受け入れて
いくようなことも必要だと思います。

す。実際に授業観察や行動観察から助言をもら

そして教育支援会議の充実です。「個別の教

い、学校生活や家庭生活にも活用しているケー

育支援計画」にもとづき、教育支援会議を開い

スもあります。

ていかなければならないのですが、実際にはあ
まり進んでいないのが現状です。特に医療機関

最後に今後の課題をいくつか挙げてみたいと
思います。

といかに支援会議をしていくかは課題です。例
えば医療で軽度発達障害には専門だが聴覚に障

まずダンボとの連携についてですが、継続的

害のある子どもの育ちやケース、ろう学校の実

な支援を続けていけるかということです。学校

情をよく知っている医療機関は少ないと思いま

や担任が変わったときやダンボの担当が変わっ

す。特に有名なところは保護者が予約を入れる

た場合、相談や行動観察の質や量を継続してい

のも大変だと聞いています。そうした医療機関

けるのか。また協力の範囲はどうか。例えば時

といかに連携を強化していくかは大きな課題で

間や日数、人材の質や人員をニーズに応じて対

す。具体的には校医として迎えられるとケース

応していけるのかということが考えられます。

会が持ちやすいのですが、なかなか難しいとこ

次に学校の課題ですが、軽度発達障害のある

ろです。

児童に対し、具体的な対応策や指導方法が確立

最後に周囲の理解です。周囲の児童や保護者、

されているとはいえない状況があります。本校

教員にいかに軽度発達障害のある児童の実態を

でもＮＰＯ法人のえじそんくらぶの当事者の方

理解し、受け入れてもらうかということです。

に来てもらったり、個人的に講演会や実践報告

例えば、衝動的行動してしまう、あるいはうま

会などに参加したりはしていますが、まだまだ

く伝えられない児童が周囲の児童と問題を起こ

有効な策を講じられているという状況にはあり

したときに軽度発達障害のある児童の気持ちを

ません。児童が達成感を得ることができ、次の

うまく代弁してあげることが必要です。「～さ

やる気を生みだしていけるような好循環をつく

んは、○○と思ったから△△ことをしたんだよ

っていけるよう実践的に研究を重ねていかなけ

ね。本当は◇◇してほしかったんだよね。」と

ればなりません。

いうように共感し、周囲との関係をうまく保つ

次に学校環境です。例えば個別の教室で１対

必要があります。特に学校という集団生活の中

１ならじっくり学習できるお子さんもいます。

ではこのような配慮が必要です。様々な課題が

そうした環境を整えられるようにしていかなけ

ある軽度発達障害のある児童や保護者が安心し

ればなりません。また有効な教材の開発も必要

て学校生活を送れる環境をいかにつくっていく

です。さらにはダンボで個別のプログラムをし

のか。またダンボの活動を多くの教員に知って

て結果が得られた場合、それを学校でどう活か

もらい、理解や参加の輪を広げていくことも今

していくのかもまだ実績がありません。今後、

後の課題だと考えています。以上です。

学校及び児童を担当する教員は個別の事例に対
して、専門的なアドバイスを得ていく必要があ
ります。
そしてやはりマンパワーは必要です。軽度発
達障害のある児童が在籍するクラスでは、ティ
ームティーチングや複数のグループが必要にな
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同様の調査は、欧米でもなされています（スク
澤隆史

リーン参照）。数字だけみると少ない感もしま
すが、学校現場の先生の観察によると、LD を

東京学芸大の澤です。よろしくお願いします。

併せ有する子どもの割合として約 20% という

今日は、ダンボの報告会ということで、実践報

数値が挙がっております。この数値は、濵田先

告の中で具体的な話しが中心でしたが、私は「研

生がろう学校小学部児童を対象とした数値とほ

究的視点」からということで少し固い話をしま

ぼ同様です。またギャロ－デットが行っている

す。藤野先生のお話にもありましたように、場

2004 ～ 2005 年の米国の調査によると、ＬＤ、

面ごとの指導を「般化」に結びつけるのはなか

ADHD、自閉症などのいわゆる軽度発達障害を

なか難しいですが、研究の目的は「一般化」に

併せ有する子どもの割合は、すべてあわせて約

あると思います。具体的実践から一般化に結び

16％となっており、ここ数年の調査結果では

つける方法や考え方を、シンポジストへの質問

20% 前後の値で推移しています。米国の結果

も交えながら話したいと思います。

と照らしてみても、濵田先生の調査結果はかな
り信頼性の高い数値だと思います。

７年ほど前、ろう学校の先生を中心に「現

これは個人的に行った「読書力検査」の結

在抱えている悩み」について記述してもらいま

果です（スクリーン参照）。読書力が学年相応

した。いろんな意見が出ましたが、今日の報告

の子どもも相当数おりますが、読書学年が２年

会のテーマと関連する内容として、「言語力が

遅れの子どもが約３割、それ以上の遅れが１割

育たない」「ＬＤ、ADHD の子が増えた」「思考

存在します。あわせて４割です。これらの子ど

力があるが、日本語が極度にはいらない」「実

もがすべて学習障害を有しているわけではあり

年齢と行動面のギャップがある」などが挙げら

ませんが、かなりの割合で「学習障害」を併せ

れました（スクリーン参照）。これらのご意見

有する子どもが含まれていると思います。

の中にも現れているように、軽度発達障害への
関心や指導上の悩みは、既に聾学校の先生方が

次に、聴覚障害と軽度発達障害との関係に

感じておられたわけですが、近年の軽度発達障

ついてお話しします（スクリーン参照）。聞こ

害の概念の広がりと共に、明確化され、整理さ

えに障害のあるお子さんについては、コミュニ

れてきたと思います。

ケーション、日本語の読み書き、教科学習、集

軽度発達障害の研究についてですが、ＬＤ

団学習、アイデンティティなどの発達上の課題

についてのみに着目しても 100 年以上の歴史が

がしばしば指摘されます。これらの課題は、Ｌ

あります。脳損傷に関する大人を対象とした研

Ｄや ADHD あるいは高機能自閉症やアスペル

究から、子どもの症状に目がむけられるように

ガーといった軽度発達障害のお子さんの課題と

なったのが 20 世紀半ばで、1960 年代にＬＤ概

かなり重複するものです。そこに、聴覚障害と

念が確立された後、今にいたっています。一方、

軽度発達障害を明確に判別する難しさがあると

聴覚障害の中の軽度発達障害に関する研究に目

思います。さらに聴覚障害児については、コミ

を向けると、LD の概念が確立した頃から、す

ュニケーション手段の違いや、学校・教室環境

でに先駆的研究が行われています。ただし、本

の違い。地域の教育環境の違いなどが加わるた

格的に研究が始まったのは、欧米でも 1980 年

め、軽度発達障害を併せ有するか否かが益々見

代後半から 1990 年代であり、その研究の歴史

えにくくなっているのだと思います。

はまだまだの浅いと言えます。わが国では、デ

聞こえに障害のあるお子さんについて、例

ータベースによる論文検索等を行っても、ほと

えば、
「落ち着きがない」
「学習が進まない」
「日

んど研究論文がヒットしないという状況です。

本語力が伸びない」（スクリーン参照）などの

おそらく、濵田先生や濵田研究室の方々数人に

課題が見える場合、それに関わる要因として

よる研究しかヒットしないのではないでしょう

「(1)社会・経験的要因」
「(2)学習・言語的要因」
「(3)

か？

神経学的要因」の 3 つが挙げられると思います。

濵田先生の基調講演の中で、先生の研究室

聴覚障害のお子さんの課題については、これま

で行った全国調査の結果が報告されましたが、

でに (1) と (2) の要因から語られることが多か
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ったと思いますが、「軽度発達障害」の概念は

った見識から、子どもの様子を見ていくことは

(3) の要因の重要性を指摘するものと考えます

もちろん大切ですが、テストなどによって客観
的に評価することも大切です。客観的な視点か

まとめますと、以上のように発達上の課題

ら、子どもの課題について整理してみることが

としては、聴覚障害と軽度発達障害の重なって

大切だと感じます。以上のような観点から、一

いる部分がなかなか見えにくいということがで

つひとつの実際の課題に対応していくことで、

きます。濵田先生の調査結果でも「軽度発達障

評価と指導の体系化、一般化へつながっていく

害の課題は見あたらない」とした回答が２割強

のだと思います。

あったとのことですが、明確に判別や識別がつ
かないケースもあるのではないかと思います。
しかし、医療における仕事とは異なり、学校は

最後に、今後の課題について述べたいと思
います（スクリーン参照）。

軽度発達障害を診断する場所ではないわけです

１点目として、学校教員や保護者の理解啓

から、軽度発達障害の有無にかかわらず、まず

発が挙げられます。文部科学省では軽度発達

子どもへの「対応」が優先されるべきです。

障害に関するガイドラインが提示されています

「対応優先」のポイントとしては、まず第一

が、同様の「説明マニュアル・ガイドライン」

に、今回のシンポジシトの方々も多く指摘され

の作成や活用が必要かと思います。米国では、

ていたように「なぜ？」という観点を持つこと

このガイドラインに類するものが作られており

が大切です。子どもたちが、「なぜできないの

ます。WISC などの検査は、改訂版がどんどん

か？」「どうしてできないのか？」という観点

作成されますので、それぞれの検査によって解

です。第二に、保護者の水谷さんの話しにもあ

釈の仕方を考慮しなければなりません。検査と

りましたが、保護者の声に耳を傾けるというこ

ともに、聴覚障害と軽度発達障害を併せ有する

とです、水谷さんが、子育ての中で大変な思い

ということが、どのような状態なのかという点

をしたという話がありました。専門家や専門機

の統一的な見方を提示することが必要ではない

関の中には、このような保護者の思いに真剣に

かと考えます。また、シンポジストの方々も述

耳を傾けた人もいたでしょうが、もしかすると

べられていたように、教員や保護者に向けた定

中にはそうでなかったという人もいたのかと感

期的な研修会の実施、周辺の専門機関との連携

じます。保護者の声の中には、「なぜ？」のヒ

や必要かと思います。

ントが隠されているかもしれない。ですから、
真剣に詳細に保護者の声を聞く必要がありま

以上の点から、シンポジストの方々へ幾つ

す。第三に大切なポイントとして、教員間での

か質問があります。まず水谷さんへ対して。お

情報共有と対応の一貫性があります。西谷先生

子さんについても今までの様々な経過を報告し

からは、教員の立場から色々な課題を挙げてい

ていただきましたが、自身を振り返ってみて、

ただきましたが、例えば、学年が上がって担任

同じような悩みを抱える親御さんに対して「こ

の先生が変わる、中学部や高等部では教科担任

こだけは大切に」というアドバイスをお願いで

制なので授業ごとに先生が変わる。このような

きたらと思います。お子さんの成長に合わせて

場合に、教員間での様々な情報の共有や、子ど

課題も変わっていくのでしょうが、そのような

もへの対応の一貫性が大切になるわけです。対

変化の中で、親御さんとしての考え方で一貫し

応する人や状況の変化に対して、子どもに対す

て大切なこと、必要なことはどのようなことな

る一定の見方や対応の在り方の基盤（ベース）

のでしょうか？

を提示する役割としても、「ダンボ」の活動は

次に、藤野先生への質問です。先生は、こ

意味を持っていると思います。第四に、アセス

れまでに余暇活動の運営に中心的に関わり、ま

メント結果を大切にする、ということが挙げら

た教員や保護者向けの数多くの研修会講師を担

れます。（言い過ぎかも知れませんが）アセス

当されています。そのような中で、教員の意識

メントの結果を軽視される先生も、まれにいら

向上をはかる上でのポイントについてアドバイ

っしゃるようです。「何のためにこれをやるの

スをお願いします。今日、ご参会いただいてい

か」と言われるなど ･･･。教師の経験の中で培

る方々の多くは、それぞれの学校で中心的に活
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躍されている先生方かと思います。先生方が、

軽度発達障害児に対する学習面や社会性の面に

同じ学校の先生方への理解啓発を行うとしたと

関する指導方法の蓄積を、うまく融合させて使

き、そのポイントを挙げていただければと思い

えれば、展望が開けてくるのだと感じます。ま

ます。

た、聴覚障害と軽度発達障害を併せ有する子

次に、本日のシンポジストではありません

どもの発達段階を見据えること、特に幼児段階

が、ダンボの活動ならびに今日の報告会の仕掛

の小さなお子さんへの対応を考える必要がりま

け人である濵田先生に、「大学などの上手な利

す。水谷さんの報告をうかがうと、幼児期の段

用方法」を教えていただきたいと思います。大

階でいろいろ課題があるわけですが、それが教

塚には「ダンボ」という会ができ活動がスター

育現場の中で明確に見えていないという課題が

トしましたが、大塚以外の学校がこのような会

あります。また聴覚障害児の教育の場が広がっ

を立ち上げようとしても、地域の実情から難し

たことで、難聴学級に在籍するお子さんや通級

いことも多いかと思います。大学など機関の力

指導のお子さんの中にも、軽度発達障害のある

を借りたいと思ったときに、どうやって活用し

お子さんがいるかと思います。対応が急がれる

たらよいかわからないこともあるのではないで

点です。さらに指導などの場の設定が大切です。

しょうか？「大学」を上手に使っていく方法を、

軽度発達障害児に対しては、個別の指導の場が

伝授していただければと思います。

必要だと感じます。ダンボは、そのモデルケー

次に今後の課題の２点目として、アセスメ

スとなると思います。子どもの教育は学校が主

ント方法の検討が挙げられます。ある研究に

体だと思いますが、それとともに社会全体での

よると、聴覚障害児の中でＬＤが疑われるお子

サポート体制の確立も必要となるでしょう。こ

さんの評価観点が８つあります（スクリーン参

のような観点から、西谷先生への質問です、先

照）。黄色くぬった部分は、まだ日本では進ん

生は学校でのマンパワー不足という点を含めて

でいない観点です。アセスメント方法の検討に

お話しされていました。学校での仕事量は膨大

は、アセスメント結果や情報の蓄積が必要とな

なものだと思いますが、その内容を含めて、学

ります。そのような蓄積の中から、スクリーニ

校の先生の仕事感、仕事に対する考え方も変わ

ングの観点を作る必要があります。また認知能

っていく時代を迎えていると思います。西谷先

力などの検査は、定期的に行うことが求められ

生には、ろう学校の中で教員の協力体制を作り

ます。１年目の結果と２年目の結果が、大きく

教員同士が連携していくために何が必要かとい

変化したりまた変化しない項目があったりする

う点ついて、特に「気持ち」の面から一言コメ

ので、発達的視点からも定期的な評価は重要に

ントをいただきたいと思います。

なります。その他にも、日本語力に関する評価

今回のシンポジウムでは、NPO の活動をテ

や、音韻意識・視覚情報処理の評価方法の考案

ーマにダンボの活動中心に取り上げました。学

も必要になると思います。この点から、大鹿さ

校と当事者・保護者との関係に加えて NPO が

んへの質問です。大鹿さんは、ダンボの中で実

加わることで、３者間の連携の中で実践や対応

際にアセスメントを行い、それに基づく具体的

が生まれてくると思います。「研究」の意味は、

指導を行っておられますが、実際に行っていく

それらの実践や対応を客観的に評価したり、意

中で、聴覚障害に配慮した軽度発達障害に関す

義づけることです。これからの大きな仕事にな

るアセスメントを行う上で配慮している点につ

ると思います。研究としての成果の発表、知見

いてお聞かせください。

の蓄積、そして社会的評価を受けることが大切

今後の課題の３点目としては、指導方法の

です。そのことによってさらに理解が促進され、

検討があります。これこそが最も重要な課題だ

意識向上にもつながると思います。研究活動は

と思います。藤野先生の話の中で、聴覚障害児

大学が担うものという考え方もありますが、そ

と軽度発達障害児への指導方法には、かなりコ

うではなく、実践を行う機関を含めてすべての

ラボレーションできる点がある、ということあ

方々の連携の中での研究が大切であると考えま

りました。私もそうだと思います。これまでに

す。

ろう学校で培われてきた、コミュニケーション
の指導方法、言語の指導方法に関する蓄積と、
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以上です。時間オーバーですみません。

てネットワークさせていくか、これがとても大

指定討論
都立葛飾盲学校主幹

荒川早月

きな課題だと思います。さらに、常に子どもを
中心にしながら、保護者を孤立させない場所の

東京都立葛飾盲学校の荒川です。昨年度まで
ろう学校に勤めていました。今はダンボにスタ
ッフとして参加しています。

提供も必要だと感じました。
水谷さんに伺いたいことは、今後のダンボの
活動に期待するものは何かという事です。ダン

私からはシンポジウムの報告を受けて教員と

ボと学校がどのような形で連携する事を期待さ

しての立場から、各々の報告の中で重要だと感

れるか。この事についてお話を聞かせて頂けれ

じた事についてと、疑問点についてお話したい

ばと思います。

と思います。
次はダンボのスタッフとして活躍されてい
藤野先生の話ですが、聴覚障害のない発達障

る大鹿さんの、学生としての立場からの報告で

害の子どもたちへの先駆的なサークル活動とし

した。ダンボの活動に共に携わっていて、彼女

て大変興味深く、ダンボの活動が参考にすべき

らの努力にはいつも感心させられます。目標設

点が多くありました。

定、教材準備など、忙しい合間に時間を見つけ

こんぺいとうやＦ１など、大学や病院等、軽

て話し合い、大変なエネルギーをかけてこの活

度障害について専門的知識をもつ専門家集団

動を行っています。その教材作成にかける時間

が、保護者と連携し作り上げてきたものである

と手間は大変なもので、現場の教員がやりたく

事が大きいと思います。また、何を目的とし、

てもなかなかできない事ではないでしょうか。

どのように支援していけばよいかが明確である

私は教員の立場でスタッフとして参加していま

ように感じました。活動は楽しみながらできる

すが、上手にバックアップできずいつも申し訳

内容のものという事で、苦手と思われる学習を

なく思っています。また、教員養成という視点、

指導の中心にはしていません。これらの活動は

特にろう学校教員を目指す学生にとってダンボ

ダンボの集団活動の参考となると思います。

の活動は、大変有意義なものであると思います。

ここでは次の点について質問したいと思いま

コミュニケーションのとり方や全体指導のテク

す。サークル活動と子どもが通う学校とはどの

ニックなど、回を追う毎に上手くなっていく様

ような形で連携しているのでしょうか。また、

子がわかります。今後はさらなる指導力アップ

学校との連携という点で、保護者は何をサーク

のための勉強会を行うなどの工夫が必要でしょ

ルに期待しているのでしょうか。

う。一方、目標の設定や指導内容の検討、教材
作りまでを学生が全て担うというのはかなり難

二つ目の報告は、保護者の立場からのお話でし

しい面があるのではないでしょうか。教員であ

た。保護者のこれまでの苦労が伝わる、教育関

れば指導の蓄積があり、ある程度引き出しもあ

係者にとっては大変重みのある報告でした。子

ると思います。自由な発想という点では、教員

どもの実態を正しく理解し支援してくれる場を

にはない発想で面白い工夫があるのかもしれま

求めての苦悩だったと思います。おそらく、他

せんが。また、特に保護者への面談では大変負

にもかなりの数で同様の困難を抱えている保護

担が大きいのではなかと思います。

者がいるのではないかと思います。そのような

大鹿さんに対しては次の３点について、お聞

方々の苦悩を少しでも分かち合える場が必要で

きしたいと思います。まず、ダンボへの参加の

あると考えます。

判断基準について。具体的な評価の実際につい

報告を聞いている中で特に感じたことは、専

てお話いただけたらと思います。それから、一

門家の発する声は大変重みがあるという事で

人一人の子どもに対し効果的な指導方法をどの

す。不用意な発言が保護者を余計に混乱させて

ように模索しているかという点、さらに、それ

しまう。関係者としてはしっかり知識や情報を

ら試行錯誤し工夫してきた教材を今後どのよう

もち、発言に責任を持つことが重要です。また、

に活用していくのかという点についてもお願い

報告の中に多くの専門機関がでてきますが、全

いたします。

部点でしかありません。これらの点をどうやっ
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四つ目はろう学校で働く教員からの報告で

ら、望むような効果は得られないと思います。

した。ろう学校に長く勤めていた自分として
は、そこにある課題や限界についてある程度わ

二つ目は、保護者と支援機関の連携のあり方

かっているつもりです。この報告は、それらの

についてです。保護者にとって支援機関はどう

影にある苦労がひしひしと伝わってくるもので

あるべきでしょうか。家庭や学校だけでは対応

した。特別支援学校として多様な子供たちへの

しきれない事を担っていくためには、多くの目

対応を必要とされている今日、どのように学校

で子どもを見て必要な事を支援していく事が大

現場が改革していけるかが今後に向けての大き

切であると考えます。何よりもそれが重視され

なキーとなるのではないでしょうか。その中で

るべきです。一方、子どもだけの支援にとどま

大きなポイントとなるのが、個別の教育支援計

らず、保護者同士のネットワーク作りに、この

画を活用した支援機関との連携であると思いま

活動の場が使われるようになる事も必要なので

す。そして、その中で何より必要なのは教員の

はないでしょうか。そのような連携のあり方も

意識改革です。連携の必要性を教員一人一人が

また必要であると考えます。ダンボにおいても、

しっかり認識することから始まると私は考えま

個々の課題は異なっていても、これまで通って

す。その意味では、西谷先生の実践は、ダンボ

きた道筋を振り返り、共感したり、励ましあっ

つまり支援機関と学校とがしっかり連携してい

たり、時には集団となり要求を突きつけたりと、

るよい見本となるでしょう。

様々な形で保護者同士がかかわりあえる場にな

西谷先生に対しては、ダンボで行われている

っていくとよいと思います。

指導や活動内容がどのような形で学校の中で活
かされているか、また活かしていきたいと思う

三つ目は、学校と支援機関との具体的な連携

かという点についてと、ダンボの活動に対し教

のあり方についてです。時代のニーズに答え、

員はそれをどのように捉え、また何を思ってい

特別支援学校としての役割を果たしていくため

るのかという本音の部分についてたずねたいと

には、学校と支援機関との連携は大変重要な課

思います。

題です。しかし、それを語る前にまず、学校は
教員の意識改革を図る必要があるのではないか

さて、報告全体を通して、「連携」という言

と思います。学校だけでできる事の限界を知り、

葉が一つのキーワードになるのではないかと思

様々な可能性を教員自ら探っていく事が大切で

います。これからの教育のあり方を検討してい

はないかと思います。連携をどう進めるかとい

く上で、様々な立場の人や組織がどのように連

う事については、教育支援計画やそれに伴う支

携していく事が望ましいか。この点を重点に今

援会議の活用を進めていく事が重要です。ダン

後の課題について述べたいと思います。

ボの活動について、どのくらいの教員が支援機

まず一つ目は、学校と保護者との連携につい

関の一つとして個別の教育支援計画に記載して

てです。連携のキーとなるのは、子どもの最も

いるでしょうか。ダンボとしては、もっと多く

近くにいて生活全てを熟知している保護者と、

の教員にその中身を知ってもらい、協力して進

その子どもの生活の大部分を占める学校とのパ

めていきたいと思っています。具体的な連携の

ートナーシップであると考えます。他の支援機

方策を考え、実行にうつしていかなくてはなら

関との連携もこの２者からスタートすることが

ないと考えます。

多いのではないでしょうか。子どもと過ごす時

連携とは、点と点を結んでいくことです。始

間が一番多い家庭と、保護者にとって身近な存

めのうちは点線でも、少しずつ線が太くなり本

在である学校。家庭で、学校でこんな課題があ

数が増えていく事が大切だと思います。

る、どうしたらよいかと教員と保護者とが話し

今回の報告を受けて、改めて学校や自分自身が

合う。そして、学校と家庭だけでの限界を知り、

果たすべき役割の重みを実感することとなりま

他の機関をまきこんでいく。それには、保護者

した。ダンボの活動がさらに大きく発展し、多

と学校とが、タッグを組んでアプローチしてい

くの学校現場や保護者にとって新しい一歩を踏

くことが最も効果的ではないでしょうか。どち

み出すきっかけになることを望んでいます。

らかが、先走ったり、遅れをとったりしていた
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濵田／中身の濃い指摘をしてもらい、準備も

にはパソコンでパワーポイントを使って視覚的

たくさんしていただいたのに。時間がなくなり

に分かりやすく提示する、ビデオを使って実際

ました。シンポジウムらしく、前にでて討議し

にロールプレイして後で再生しながらフィード

フロアーの意見を聞きたかったのですが、その

バックしたり。

時間がありません。独断と偏見で今の質問を言

「なぜうまくいったのか、またうまくいかな

います。藤野先生に、F1 とかこんぺいとうで、

かったのか、次回はどうしたらいいか」を考え

学校との連携がありましたら教えてください。

るようにしています。

藤野／ないです。学校に受け皿がないので、親

濵田／ありがとうございました。最後に西谷先

御さんたちが自力で作ったと言うこと。こちら

生、みなさん本音ではダンボをどう思ってらっ

から、ダイレクトに連携するチャンネルがない

しゃるんでしょうか。

ので。教員の意識向上が大切。学校と連携でき
ているダンボは参考になりました。

西谷／教員側の連携していくという意識や理解
は高いとは言えません。とにかく一つ一つのケ

濵田／ありがとうございました。次に水谷先生。

ースに対してチームで取り組んでいくんだとい

「うちの子も軽度発達を併せ持っているんじゃ

う意識の確立が必要だと思います。一人一人の

ないか？」と思い悩んでいる親御さんもいらっ

意識や力では弱いと思います。組織的に意識を

しゃることかと思います。他の親御さんに一言

高め、確立していくことがまず大事だと思いま

ありましたらよろしくお願いします。

す。そして教育支援計画に基づくケース会を重
みのある位置づけをしていかなければなりませ

水谷／時間がないのに申し訳ありません。はっ

ん。現時点では一人一人の課題やニーズに応じ

きり言ってないです。さんざん迷ってここにた

た支援会議はできていません。関係機関とも十

どり着いた状態です。これからこういう機関が

分な連携ができていないのが現状です。そして

できることを期待します。

反省的実践を積み重ねていかなければと思いま
す。個々の課題に対して、これだという決定打

濵田／今の言葉は大変重いですね。まだ渦中に

はないと思います。全人的な発達という視点に

いらっしゃるからだと思います。これからも一

立って、前向きに保護者と一緒に成長を喜べる

緒に良い意味で苦労をしていきましょう。こう

ような思いで取り組んでいきたいと思います。

すればいいという定石はないんですものね。親
御さんと共に歩んでいければ私としてもうれし

濵田／ありがとうございました。最後に大学を

く思います。大鹿さん、試行錯誤の工夫だけ一

どう活用するかという質問ですが、ダンボに関

言お願いします。

していうと簡単です。うちのクラスの子をダン
ボによこしたいと思っている先生は、ぜひダン

大鹿／試行錯誤で工夫しているのは、まずどこ

ボのスタッフになってください。月２回一緒に

からネタをもってくるか。子どもの困難や目標

活動していただける気持ちがあればウェルカム

に合わせていろいろアイデアを出し合ったりし

です。広がると思います。そうすると自ずと連

ています。不注意型の子どもには間違い探しゲ

携は生まれますよ。

ームをしてしっかり集中する時間を意識させた
り。また、今、聞こえる軽度発達障害のための

たくさんの情報、シンポジストの方、指定討論

教材はたくさん出ています。それを参考にする

の先生、ありがとうございました。コーディネ

ことも。軽度発達障害といっても子どもの様子

ーターの欲張りでこんな結果になって申し訳ご

は１人ずつ違うこと、また聴覚障害もあるとい

ざいません。最後に、６人のみなさんに大きな

うことで、教材をそのまま使うことはできない

拍手を。ありがとうございました。

と言う前提に立ってやっています。例えばソー
シャルナラティブをやろうとしてもある程度の
言語力がないと効果が出にくい。そういうとき
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中間報告会を終えて
東京学芸大学

濵田豊彦

今回、文部科学省の「障害のある子どもへの対応に於けるＮＰＯ等を活用した実践研究」の一
環として、「学習活動ダンボ」の実践を報告する機会をいただき、大変ありがたく思っています。
また、シンポジウムを通して様々にご意見をいただけたことは、これまでの活動の課題を整理し、
今後の方向性のいくつかを示していただけたと喜んでおります。
聴覚障害にいわゆる軽度発達障害を併せ持つ子どもは、実は以前より少なからず聾学校や難聴
学級の中に在籍していたと思われますが、そのような視点からの取り組みは（少なくとも日本の
中では）ほとんど無かったのではないでしょうか。それは、聴覚障害児教育が緻密な言語指導を
通して、子どもたちを学年相応の学力まで引き上げることに大きな価値を置いてきたこととも関
係していたのかもしれません。先人達の努力と成果は今日のわれわれの教育の中でも大きな財産
となっており、学年相応の学力を目指すことは現在においてもいささかも色褪せてはいません。
ただ今日的な特徴として、かつての時代に比べて、はるかに子どもたち自身がそして彼らを取り
巻く環境自体が多様化しておりかつその変化のスピードがめまぐるしく速いということが挙げら
れます。その多様化に対応するためには、各学年の教育目標を目指すのみならず、これまで以上
に個々の子どもたちの特徴や保護者の願いに応じた教育の徹底が必要だと考えています。その取
り組みの一つとして軽度発達障害を併せ持つ聴覚障害児の指導も位置づけられるのだと思います。
聴覚障害があると、ＬＤゆえに言語の獲得に困難をもっていても、「聞こえないんだから、言語
獲得が遅れるのは当然だ」とか、多動性障害のために離席をたびたび繰り返しても、また、アス
ペルガーのために同年齢の集団にうまく参加できなくても、「聞こえないんだから、注意されても
気づかないのは当たり前」、「コミュニケーションが取れないから集団に入れないのは当然」とみ
なされてしまい、軽度発達障害の問題が見落とされがちになってしまいます。我々が行った全国
調査では、聾学校在籍児の約 2 割に軽度発達障害の問題を併せ持っている子どもたちがいること
が示唆されました。指定討論者の澤先生の示されたアメリカの先行研究の中でもほぼ同様の数字
が示されており、いずれにしても聴児のそれより発生率が高いことが示唆されます。
特別支援教育が推進される中で軽度発達障害児の存在や特性については理解が進んできていま
すが、本調査で「軽度発達障害を併せ持つ聴覚障害児はいない」とした聾学校が 23％もありました。
まず、「その存在に気づくこと」が今日的な第一の課題なのかもしれません。そのための啓発活動
や典型的な事例の報告なども今後のダンボの大事な使命と考えます。
聴覚障害児に特化した事ではありませんが、軽度発達障害の課題をもつ子どもたちを担当され
る学校の先生はある種の「指導のしづらさ（負担感）」を感じてらっしゃることが少なくありません。
そのような状況で担当の子どもが軽度発達障害児であることが診断されると二つの気持ちが起き
るといわれています。一つは「では、どのように指導すればいいのか？」というプレッシャーであり、
もう一つは「指導がうまくいってなかったのは自分の指導のせいではなかった」という負担感か
らの解放です。現在、診断・評価を行う機関は増えてきていますし、その中で専門性の高いスペ
シャリストが育ってきています。しかし、まだスペシャリストの絶対数が少ないこともあって、個々
に応じた具体の指導にまで介入できている例は非常に少ないという現状があります。その上聴覚
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障害の専門性をも有するとなると尚更です。負担感からの解放だけにとどまることなく、どのよ
うに指導をしていくと効果的なのかということにつなげていく教育実践こそが必要です。
指導の在り方につながる話題として、シンポジストの藤野先生から、報告会終了後次のような
メールをいただきましたので、ご紹介したいと思います。
『聴覚障害教育と発達障害の教育のコラボレーションの可能性についてこの場を借りて言い残し
たことを申し上げたいと思います。発達障害、特に自閉症の教育・支援では「視覚支援（ビジュアル・
サポート）」という考え方がたいへん注目されています。要するに「見れば分かるように教える」
ということです。実はこれは聴覚障害教育が長年にわたって基本的な考え方とノウハウを培って
きたものではないか。「ビジュアル・サポートはろう学校に学べ」というスローガンを発達障害児
教育で叫べるのではないか、という気もしています。現にろう学校出身の養護学校の先生の中に
は、たいへん教え方の上手な先生がいらっしゃいます。これから特別支援学校に変わっていく中で、
お互いの教育資産の共有ができるといいな、と思いますし、それがセンター化する特別支援学校
のコーディネーターの役割のひとつのように思います。（原文のまま）』
学習活動ダンボの中でも他障害の指導方法などにも学びながら、ソーシャルスキルトレーニン
グや様々な学習指導の方法を試みています。視覚情報のより効果的な活用を意図してパソコンを
使った「動く教材」の開発や、認知特性に合わせた読み書き指導、語彙指導も試行錯誤を重ねな
がら取り組んでいます。基調講演でも触れましたようになかなか効果的な方法が見いだせない場
合も少なくはありませんが、この試行錯誤から得られた効果的な指導方法や教材を日常の教室の
中で使ってもらえるように、学校と一層連携を深めて取り組んでいくことがこれからのダンボの
最も大きな課題だと思っています。
来年度の報告会の中で、ダンボの成果が普段の教室の中での取り組みのとして報告できるよう
努力していきたいと思っています。
ひとりごと・・・・
ダンボの取り組みには、絶対の教科書がない。指導者が子どもの一瞬一瞬の様子から円滑にで
きることやつまずきの本質を見いだし、それに合わせた教材・指導方法・環境調整を導き出して
いく作業の積み重ねだけだ。そのような感性を磨くためには、指導者自身がどん欲に発達や言語・
認知、もっというなら「人とはどのようなものか」ということに関しての豊かな教養を身につけ
る必要がある。
豊かな教養と冷静な目とあたたかい心を持って子どもと向き合えるように、自身を磨いていき
たい。
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障害のある子どもへの対応におけるＮＰＯ等を活用した実践研究事業

テーマ『聴覚障害と軽度発達障害を併せ有する児童の評価及び評価に基づく指導』
事業の趣旨

事業担当者

近年、軽度発達障害についての種々の事柄が解明さ

代

濱崎久美子

ＮＰＯ法人大塚クラブ理事長

れるにつれて、それらを有する児童・生徒の存在も少

濵田豊彦

東京学芸大学助教授

しずつ認知されるようになってきた。また、軽度発達

澤

隆史

東京学芸大学助教授

障害のある児童・生徒の大部分は、小・中学校の通常

伴

亨夫

東京都立大塚ろう学校長

学級で教育を受けている。しかし、その実態について

近藤

徹

東京都立大塚ろう学校副校長

は、学校の友達をはじめ関係する周囲の人々にはまだ

森藤

才

東京都立大塚ろう学校副校長

まだ正しく理解されていない状況にあり、本人及び家

鈴木茂樹

東京都立中央ろう学校長

族は多くの困難に晒されているのが実状である。聴覚

村野一臣

東京都立中央ろう学校副校長

髙山嘉通

ＮＰＯ法人大塚クラブ事務局長

に障害のある児童・生徒にとっても、全く同様で、聴

表

事務局

覚障害による情報不足やコミュニケーションの難しさ
が、さらに拍車をかけている状況にある。 そこで、Ｎ
ＰＯ聴覚障害教育支援大塚クラブでは、ろう学校及び
地域の教員養成系大学等と連携協力し、①軽度発達障
害を疑われる児童等に評価を行い、②課題がある場合
には、継続して指導を行い、③それらを保護者にフィ
ードバックするなどして、正しい理解と協力を求めな
がら、事業を展開したいと考える。

特定非営利活動法人聴覚障害教育支援大塚クラブ

平成 18 年度事業内容

（略称：ＮＰＯ法人大塚クラブ）について

(1) 教育支援事業
文部科学省研究事業（本事業／受託）

会の設立

ろう学校へのパソコンノートテイカー派遣（受託）

平成１３年よりスタートした旧大塚土曜クラブの活動

ＩＢＭ ＩＴキャンプ運営協力（受託）
(2) 子育て支援事業

を礎に、更なる活動基盤の強化と、新たな事業展開を
目指して、平成１７年ＮＰＯ法人化を行う。

文部科学省地域教育力再生プラン

（平成 17 年 8 月認可設立）

豊島区地域子ども教室大塚クラブ運営協力
夏休み英語キャンプ（主催）

会の目的（定款より抜粋）

北海道サマーキャンプ（主催）
(3) 相談支援事業

この法人は、聴覚障害児 ･ 者の福祉の増進 ･ 自立と、社
会の理解によるノーマライゼーション社会の実現に寄

家庭訪問による乳幼児教育相談

与することを目的とする。

引きこもりや、情緒不安などに対応した教室運営
(4) 聴覚障害教育事業

特定非営利活動促進法 ( ＮＰＯ法 ) 上の活動の種類

家族のための手話講座

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

ボランティア・ろう学校教員向け手話講座

(2) 社会教育の推進を図る活動

パソコンノートテイカー研究協議会

(3) 子どもの健全育成を図る活動

パソコンノートテイカー養成講座
(5) 聴覚障害児 ･ 者理解のための普及啓発事業

(4) 以上の活動を行なう団体の運営または活動に関す
る連絡、助言又は援助の活動

ホームページ（ろう学校 .com）の運営
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