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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報告
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
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事業報告会
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２０年２月１７日（日）１３：００～１６：３０

会

場：東京芸術劇場 ５階中会議室

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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報告会挨拶

東京都立大塚ろう学校長

皆さんこんにちは。私は、大塚ろう学校の伴と申し

伴

亨夫

た。

ます。よろしくお願いします。

しばらく、ろう学校から離れていましたが、３年前に

今日は、「ダンボ」報告会に北海道、九州はじめ全国各

大塚ろう学校に校長として赴任しました。普通学級の担

地から多数ご参加頂きありがとうございます。今回の報

任をしている先生から、
「自分のクラスのＡ君とＢ君は、

告会は、「障害のある子どもへの対応におけるＮＰＯ等

発達障害があるので配慮が必要なんです。」と聞き驚い

を活用した実践事業報告会」です。副題を聴覚障害と軽

たことを思い出します。よく聞くと、これは担任が勝

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

手に思ったことではなく、保護者の方から「うちの子は

導としています。この事業は２年計画で進められ、今回

発達障害があります。」と言われているとのことでした。

は２年間の実践の成果を報告する会です。

それまで、私の意識には聴覚障害と発達障害は別の障害

この事業が認可された２年前は軽度発達障害という言

で、二つが一緒に存在するという感覚はなかったのです。

葉が使われていましたが、文部科学省の方針で、今は軽

その後、東京学芸大学の濵田先生や澤先生から話をう

度発達障害の軽度をとって発達障害と表すことになって

かがう中で、ろう学校に在籍する子どもの中に、聴覚障

います。軽度難聴と言うと聴力レベルが軽度ということ

害に発達障害を併せ有している子どもが多数いることを

ですが、軽度発達障害と言うと発達障害が軽度ともとれ

知らされました。聴覚障害児としての教育だけでなく、

てしまうので発達障害という言葉に統一されたのでしょ

発達障害にも目を向けた指導をしていけば、これまで

うか。ご存じのように、軽度発達障害という言葉は、知

子どものせいにしていたかもしれない子どもの伸び悩み

的には障害が軽度で発達障害を有しているということで

が、改善できることも出てくるはずと思いました。

使ってきましたが、発達障害そのものは軽度という言葉
では表せないくらい大きな支援の必要な障害だと思って

本校では、今回の報告会の主催者であるＮＰＯ法人大

います。

塚クラブが学校と連携のもと、聴覚障害児のために学習
支援や居場所作りなど様々な活動をしております。その

特別支援教育という言葉は、今では当たり前のよう

大塚クラブのコーディネートにより東京学芸大学と大塚

に使われていますが、私は、この言葉は、発達障害の認

ろう学校、中央ろう学校が連携し、発達障害を有する聴

知とともに出てきた言葉だと思っています。平成１５年

覚障害児の指導の在り方を探るということで、平成１８

に文部科学省に答申された「今後の特別支援教育の在り

年度から２年間の文部科学省の「ＮＰＯ等を活用した実

方について（最終報告）」において、
「特別支援教育とは、

践研究事業」に東京都教育委員会を通して申請し、認め

従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、ＬＤ、ＡＤＨ

られ今日に至っています。東京学芸大学の先生や学生さ

Ｄ、高機能の自閉症を含めて・・・・」と表されている

ん、ろう学校や他の学校の先生たちが緻密な準備のもと、

ように、特別支援教育という言葉によって、軽度発達障

発達検査や個別指導、集団指導など実践してきました。

害を支援の対象とするとされました。平成１３年に浅草

今日は、その報告ということになります。

の路上で女子短大生が刺され死亡し、逮捕された男性が

この事業にご協力頂きました皆様には心より感謝申し上

レッサーパンダの帽子をかぶってたという「浅草レッサ

げます。

ーパンダ事件」が起きました。その犯人は、広汎性発達
障害があったとわかったことなどから発達障害という障

この「ダンボ」は月２回土曜日に活動してきましたが、

害に社会の関心が高まったように思います。このような

学校内部ではどうしているかということを少し話したい

ことがあって、その後の特別支援教育や発達障害者支援

と思います。私が聴覚障害に発達障害を併せ有する子ど

法などにつながってきたのかもしれません。

もが多いということに驚いたくらいですから、そのこと
が学校全体のものになっているかと言うと、心もとない

私は、以前教員としてろう学校に勤めておりました。

ものがあります。もちろん、この「ダンボ」に関わって

重複学級を担当していたときは子どもに自閉的傾向があ

きている教員の意識はかなり高いのですが。そこで、本

るのではなどという言葉を使っていましたが、そのころ

校では、この問題を全校の課題として捉えられるよう、

の感覚からすると普通学級の子どもたちに聴覚障害のほ

１８年度末に濵田先生をお呼びして「聴覚障害に発達障

かに発達障害があるなどと考えたことはありませんでし

害を併せ有している子どもたちの実態や指導について」
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というテーマで講演をして頂きました。このことがきっ

発達障害を併せた児童生徒の支援が前進していくことを

かけになり、平成１９年度の小学部の研究テーマは「発

期待します。

達障害を併せ有する児童の支援」となり、学部としても
研究を進めています。また、本校の児童で「ダンボ」に

最後に、昨年 11 月に出された、東京都特別支援教

参加している子どもについては、濵田先生や学生さんに

育推進計画二次計画に少しふれておきたいと思います。

も参加して頂いて、平日にケース会議も行っています。

その中に、「都立特別支援学校の幼児・児童・生徒の自

また、濵田先生から１８年度に全国のろう学校に「発

立と社会参加を促進するため、学校教育活動はもちろん、

達障害を併せ有する子ども」についてアンケートをした

学校を利用した放課後の居場所作りや土・日、長期休業

が、その回収率も低く関心もまだ低いようだというお話

中の余暇活動など、様々な場面を通じて幅広い社会の多

を聞きしました。私は、この課題は、ろう教育の今後に

様な人々との交流や連携を進めることが重要です。この

大きく関わってくると感じましたので、全国聾学校長会

ため、幼児・児童・生徒の様々な活動に、地域人材をは

の事務局にお願いし、全国聾学校長会の研究協議会の中

じめ、ＮＰＯ法人、大学、企業等の外部の教育力を効果

で濵田先生に「発達障害を併せ有する子ども」について

的に活用する」と書かれています。本校では、正にこの

講演をいただくことにしました。その場で、全国の聾学

ことを実践しています。ＮＰＯ法人大塚クラブが運営母

校の校長に再度アンケートをお願いすることを伝え協力

体になりながら様々な活動を行い、また東京学芸大学と

をしてもらうことになりました。

連携して子どもたちの社会自立に向けた力を育んでいま
す。東京都では、この４月から、「外部の教育資源を活

話は少し変わりますが、近年キャリア教育について

用した特別支援学校の教育支援事業（モデル）」を実施

関心が高まっています。東京都では、都の施策である

することが決まりました。本校はそのモデル事業に応募

「１０年後の東京」に掲げた「１０年間で障害者雇用

しています。

３万人以上の増加」の実現を目指し、経済団体、企業等

これからの社会は、学校の中だけですべて完結でき

をはじめ、関係機関が連携をはかり、障害者の企業への

る時代ではありません。ＮＰＯや大学等との連携を積極

就労を促進するため、東京都障害者就労支援協議会を設

的に進め、これまで以上に子どもたちのニーズに応える

置しました。また、東京都教育委員会でも、学務や指導

教育を進めていきたいと思います。今日の報告会が、皆

部を中心に就労支援体制準備会を立ち上げ、就労に向け

様の協力のもと、中身の濃い会となることを期待してい

ての様々な取り組みの具体化を図っています。障害者が

ます。今日はよろしくお願いいたします。

就労できる環境を整えていくことや障害のある子どもた
ちが社会自立をしていくために必要な力をつけていくこ
とを考えています。本校も、教育目標の前文に聴覚に障
害のある子どもたちが、将来の社会参加・自立に向けた
確かな力を身につける学校を目指すとしています。
子どもたちの将来の社会参加・自立を考えたとき、
キャリア教育で言われている「人間関係形成能力」「情
報活用能力」「将来設計能力」「意志決定能力」がとて
も重要になってきます。このことは、一般的にどの子
どもにも必要な能力ですが、聴覚障害に発達障害を併せ
有している子どもにとってその能力の獲得はどうでしょ
うか。報告の中にも出てきますが、その子どもたちがそ
の能力を獲得していくには、一人一人のニーズに応じて
様々に工夫した支援や配慮が必要なことがわかります。
そしてそのサポートがしっかりなされれば社会参加・自
立につながっていきます。
この実践報告会が一つのきっかけになり、聴覚障害に
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基調講演

東京学芸大学特別支援科学講座准教授

濵田豊彦

今日は東京マラソンですが、報告会に来て

り、また学芸大には聴覚障害学生がいるので、

いただき、ありがとうございます。先ほどの伴

学生の子ども時代の話を聞いてもらったりして

先生のお話をうかがって、このように考えてく

います。

ださる管理職の先生がいらっしゃるから連携が

活動の当日の様子を見てもらいましょう。

できているのだなあと改めて感じました。あり

まず、個別指導の様子です（写真や大きな部屋

がとうございました。

で４人の子どもを指導している動画が流れる）。

さて、今日のお話ですが、３つの柱からな

この事例は心情の理解に困難があるので、人の

っています。最初に、ダンボの活動の概要につ

気持ちを読み取るための勉強を、動画教材を使

いてお話します。それから発達障害に関する全

ってやっています。東京工科大の稲葉先生、松

国聾学校調査の速報をお知らせします。三つ目

永先生の研究室の学生さんにお手伝い頂き、ご

に「子どものとらえ方と工夫」についてお話し

覧の動画を作りました。文章だけでは理解が困

ます。

難な場合もこのような動画や、文章でまとめさ
せる代わりに４コマ漫画を描かせることで心情
面に焦点を絞った指導を行っています。個別指

ダンボの概要について
一つ目のダンボの活動概要ですが、ダンボ

導が終わると集団活動なのですが、その時間に

とは発達障害のある聴覚障害児及びその保護

担当から保護者に今日の取り組みの様子を口頭

者対象の教育支援の場です。現在参加している

で伝えています。

子どもたちは、ろう学校小学部に在籍している

集団活動ですが、「全員が参加できる」「他

１２名です。発達障害として診断は受けていな

の人がいないとできない」ということを条件に

い子もいますが、いずれも学習場面や集団活動

内容を工夫しています。（写真を示して）楽し

で発達障害的な問題がある子どもたちです。動

そうですね。活動が楽しかっただけではなく、

作性のＩＱがおおむね８５以上を条件にしてい

活動の終わりに振り返りを必ず入れるようにし

ます。その内訳は、ＬＤ傾向の子が３名、高機

ています。振り返りで狙っている内容は個々に

能自閉症タイプと、混合タイプがそれぞれ４名

違いますが、可能な子どもには、他の仲間の良

です。

いところを積極的に見つけてほめる活動をして

参加スタッフは、学芸大学から私と、澤先生、

います。

学生たちは３７人で学芸大学以外からも参加し

さて、活動に向けての準備ですが、活動の

ています。教員のスタッフも１０名いて、ろう

本番が終わったらすぐに始まります。活動の終

学校から５人（大塚ろう以外の先生もいます）、

了後、それぞれグループで反省をします（反省

養護学校から１名、盲学校から１名、小学校か

の様子を動画で流す。現職教員と学生スタッフ

ら３名と多岐に亘っています。

が車座になって打ち合わせしている）。現職の

上級生がリーダーの３人ほどの学生グルー

先生にとっても、ある意味、良い研修の場にな

プをつくり、そして、２つのグループに対し、

っていると思います。（学生スタッフの指導案

１～２人現職教員がついて指導チームとしてい

の写真を示して）先生を交えて話を聞いて、そ

ます。

の後これだけ書き込みをして、次の指導につな

活動は平成１８年度４月にスタートし、月

げているわけです。この反省のときに指導グル

２回土曜日の午前中に行っています。ルーチン

ープとしての次回の目当てを確認します。そし

の流れとしては、個人指導（４５分）と集団指

て、次の月曜日に、大学で全グループの代表が

導（４５分）の計９０分です。個別指導のとき

集まって、それぞれのグループの報告をします。

に、同時並行で、保護者講座をしています。そ

そこで、情報を共有したり相互に指摘しあった

れは（写真を示して）ご覧のような雰囲気で堅

りするわけです。

苦しいものではなく、聴覚障害・発達障害に関

その後、各グループで指導案をつくり、教

するトピックスを話したり、情報交換を行った

材作りをして、そして本番です。活動の具体は、
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この後の事例報告に譲りたいと思います。

得やすいということが挙げられます。ダンボに

さて、ダンボはたかだか２週間に１度の活

は東京学芸大学だけでなく他大学の学生も参加

動です。それで何ができるのでしょうか？例え

しています。東京工科大学の学生さんには教材

ば、発達障害、学習障害という名前に関係なく、

作りを一緒にしてもらっています。また、現職

ある活動をするときに、それが円滑に進まなけ

の先生にも参加いただいています。これらは、

れば、先生方はそのお子さんに対し、様々な工

一研究室の活動ではできないことだと思ってい

夫をされるはずです。でも、現実は教育課程の

ます。

縛りがあるし、集団の中で指導をする状況では、

また、第三のメリットとして、法人化して

特定の子どもに対して指導方法や教材の試行錯

いることで社会的信用や中立性を担保できてい

誤を繰り返すのには限界があるわけです。

るのではないかということです。

ところがダンボは２週間に１度と準備の期
間があるし個別指導の時間もあるわけですか

全国調査の速報

ら、十分な試行錯誤をすることが可能なわけで

次に、発達障害のある聴覚障害児に関する

す。ですから、ダンボの中で行った試行錯誤の

全国の聾学校調査の速報に話を移したいと思い

結果を学校にフィードバックしていくことが大

ます。

切な役割だと考えています。

平成 18 年度に行った調査では、わずか３割

ですから学校、特にクラス担任との連携が

の回収率でしたが、今年度は聾学校校長会にも

とても重要になるわけです。報告・連携の手段

音頭を取っていただき、回収率は 85.7％に上

として、今年度から「ダンボ通信」（写真を示

りました。対象は全国の幼稚部、小学部、中学

す）を発行するようにしました。保護者から担

部を設置している全てのろう学校です。このア

任や関連機関に手渡していただくようにしてい

ンケートは、「学校全体」及び「幼稚部５歳児

ます。また、今年度から個別の支援会議にも参

クラス」に対するものと「小中学部の在籍児ご

加させていただきましたし、学生と担任の先生

と」に担任に記入いただくものの３つからなっ

との関係が良いところは、
「普段の授業に来て」

ていました。

と言っていただけるようになり、学生スタッフ
と担任の先生とで課題意識や工夫を円滑に共有

まず、学校用アンケートの結果です。発達

できるようになってきています。１年目の実践

障害を併せ持つ児童に対しての「学校として取

で課題とした学校との連携については、パート

り組みを始めているか」と質問をしたところ、

ナーとして見たときの学生スタッフの力量不足

「取り組みを始めている」が４４％、「まだ取り

や担任の取り組みに対する温度差などまだ課題

組んでいないが、重要だと認識している」が、

は残っていますが、できるところから少しずつ

３１％と合わせて７５％の聾学校で重要な課題

進んできていると感じています。

であるとの認識しており、発達障害のある聴覚
障害児への理解・支援が広がりつつあることが

次に、ＮＰＯとして活動する意味について

示されました。「始めている取り組みはどうい

触れます。メリットの一つとしては、大学の一

うものか」を尋ねたところ、
「校内や校外の研修」

研究室としてやるよりも、ＮＰＯとして法人格

「医療との連携」が上位を占めました。

を持つことで、多様な資金調達が可能となる点

幼稚部５歳児クラスを対象とした調査では、

が挙げられます。現実問題これは大きいことで

対象とした子どもは（明らかに重複障害のあ

す。ダンボは現在文部科学省から「障害のある

る子を除いた）３５０人の中で、「発達障害を

子どもへの対応に於けるＮＰＯ等を活用した実

併せ持つと感じている幼児はいますか」を尋ね

践研究」という助成を受けています。そのお金

ました。その結果、５６人が該当するとの答え

があるから、ボランティアの交通費、教材費等

が得られました。パーセントで言うと、１６％

を賄えているわけです。ですから、参加する親

になります。その子どもたちに、「どのような

御さんから直接ダンボにお金をもらわなくても

行動が見られるのか」を尋ねたところ、「言葉

運営ができています。

の定着が同年齢のろう学校の子どもに比べて遅

二つ目のメリットとしては、多様な人材を

い」「姿勢が悪い」「順番が待てない」という回
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答でした。
「小学部等へどう引き継いでいるか」

では「勝手読みがあるか」、「書く」では「文字

については、
「校内会議」
「個別指導計画の活用」

の大きさ、形が整っていない」、
「計算」では「簡

によるものが上位を占めました。

単な暗算ができない」
「時間がかかる」など、
「推

３つ目に、小中学部の結果です。小学部の

論」では「ものごとの因果関係を理解するのが

通常学級（単一障害学級）に在籍する１４１０

難しい」「早合点、飛躍的な考え方をする」等

人のうち、明らかな重複障害や、家庭が必ずし

の質問があります。これらに４段階で評価をし

も日本語でない（両親が外国人等）場合、小学

ます。

部の１～２年生で、幼稚部段階で、一度も聴覚

「行動面の困難」の内、「不注意や多動・衝

障害児教育（ろう学校幼稚部や通園施設等）を

動性」では、「課題などを集中して続けること

利用したことのない児童、記入漏れ等のある

が難しい」とか、「授業中、座るべきときに席

欠損データを除いて１０６５人を対象としまし

を離れることがある」
「順番を守るのが難しい」

た。中学部も同様の処理をして、７１２人を有

等の質問からできています。もう一つの「対人

効回答者としました。合わせて１７７７人に対

関係の困難」では、
「極端に不得意なものがある」

してその子どもたちに対して質問をしました。

「共感性が乏しい」
「人間関係がうまく作れない」

まず、「児童生徒に発達障害があるか」の印

等の問題からできています。

象を、担任に聞いたところ「あると思う」が

これらのチェック項目を数え挙げ、聴児と

１６．２％で、判断できないなどの「その他」

同じ基準で判定すると、「学習」に対して著し

が約３％でした。先生の印象としては、１６％

い困難を示す子どもが２９. ８８％になりまし

から２０％弱くらいが発達障害を持っているの

た。「不注意等」著しい困難を示す者が５. ７４

ではないかと感じているという結果になりまし

％。「対人関係」で著しい困難を示す子どもが

た。

４. ７８％となりました。これを３つあわせて
ベン図で示すと、（スライドを指しながら）こ

本調査では、平成１４年度に、文部科学省

のようになります。

が通常小中学校を対象に行った調査をろう学校

「学習」だけが困難なのが４２４人、
「注意」

の子どもに使えるように変更（「聞く」という

だけが２４人、「対人関係」だけが１９人とな

項目では「最も使いやすいコミュニケーション

ります。「注意」と「学習」の両方が困難な子

での受信」とした）して実施しています。小中

が４７人、「注意」と「対人関係」が６人、３

学校では、特別に支援の必要な子は６. ３％い

つとも困難な子は３１人となります。パーセ

ると結果が出ています。本当に発達障害がある

ンテージだと、（スライドを指しながら）こう

のかどうかの診断は、生育歴も含め、個別に見

なります。いずれかに該当する子どもの率は

る必要があるので、この調査で出現率がわかる

３２．０８％に上りました。いずれにせよ、聞

わけではありませんが、発達障害的な困難を示

こえる子に比べて非常に多いということがいえ

す子どもの割合を聴児と比較するには意味があ

ます。
学年が進むにつれて該当児が減るのではな

ると思います。
文部科学省のチェックシートは、「学習面の

いかと思い、学年ごとの該当児を計算してみま

困難」「行動面の困難」の２つの柱からできて

した（スライドを示す）。すると、３割ぐらい

おり、
「行動面」はさらに「不注意や多動・衝動性」

で前後し、学年が進むと減少するというもので

「対人関係の困難」の２つの柱に分かれます。
「学

はないようでした。逆に小学部１年生で少し率

習に関する困難」を現す項目としては「聞く」
「話

が下がるのは、質問に「判断ができない」ため

す」「読む」「書く」「推論する」の５つがあり

にチェックが入ってない先生が多く、本来該当

ます。「聞く」では、（最も使いやすいコミュニ

する子でも有効回答からはずしたことが原因と

ケーション手段で）「似た言葉への取り違いが

なっていたのかもしれません。

ある」とか、あるいは「話し合いの流れが理解

平成 14 年の文部科学省の聴児の調査結果と

できずついていけない」などの質問があります。

今回の結果を比較します（スライド）。聞こえ

「話す」では、「単語の羅列になる」「内容的に

る子どもの場合、学習面も行動面も問題がある

乏しい話をする」などの質問があります。
「読む」

のは６. ３％と言われています。有名な数字で

6

すね。それが、今回の調査では３２．０８％と

東京都はじめ他の都道府県の調査と文部科学省

なります。「学習面」だけだと、聴児が４．５％

の調査では値が異なっているんですね。（原因

で本調査が、２９. ８８％。「注意」が、聞こえ

はともかく）学習面と対人面各々で聴児より約

る子が２．５% であるのに対して、本調査では

６倍困難を持つ者が多く、行動面でも２倍強多

５. ７４％、「対人関係」では聴児が０．８% な

いということに対して教育現場が対応していう

のに対して本調査では４. ７８％が該当してい

ことこそが大切なんだと思うんですね。そして

ます。すなわち、聴児に比べ「学習面」と「対

その中には、単に聴覚障害ゆえの側面ばかりで

人関係」で約６倍、「注意」で２．５倍強が多く

なく認知や注意など発達障害の観点からも教育

困難を示しているという結果になりました。

的支援を考えていくことが重要だと思います。

本調査の小学部、中学部を比べたときに（ス

まとめの最後として、
「話す」
「読む」
「書く」

ライドを示しながら）、「学習面の困難」のうち

の困難が中学部では低減していました。この

「話す」
「読む」
「書く」と「注意」の中の「衝動性」

ことから幼稚部から適切な教育的関わりがあれ

は中学部になると該当する者の率が低下してい

ば、予防的な介入の可能性も示唆されました。

ました。学習の積み上げや脳全体の成熟によっ
て、発達障害にみえていたものが軽減していく

子どものとらえ方と工夫

こともあるのだと思います。一方で、
「推論」
「対

さて、話を次に移します。今日の話の三つ

人関係」は中学部になると、人間関係が複雑に

目の柱である「子どものとらえ方と工夫」に

なるからなのか、むしろ該当する率はあがって

ついてです。発達障害を併せ持つ聴覚障害児の

きます。

個々の困難は多様で本当の困難さを見極めるこ

次に「学習面」を見たときに、特に、困難

とはなかなか難しいことです。学習障害（ＬＤ）、

が大きいと出るのは、「計算」でした（スライ

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉

ド示す）。率としては「読み」「書く」以上でし

症等と言いますが、現実の子どもはきれいにそ

た。これは意外でしたね。計算でどこにひっか

れぞれのカテゴリーに別れるものではありませ

かるのかというと、
「学年相応の文章題が苦手」

ん。しかし個々の事例として話していると複雑

があげられます。これはみなさんも経験的に納

で聞いてらっしゃる皆さんも整理がつかなくな

得されることだと思うんですが、もう一つ、困

るので、３タイプに分けて話を進めることにし

難の率が高かったのが「答えを得るのにいくつ

ます。

かの計算が必要な問題（四則演算が組み合わさ
ったような計算）」です。頭の中で、何段階か

ＬＤの子ども

のステップを踏ませる課題で躓く子が意外に多

まず、ＬＤから見ていきましょう。皮膚病

いのですね。聞こえない子は「計算は大丈夫」

だと言われただけだと、水虫なのか汗疹なの

と言われていることが、本当にそうなのか個々

か分かりませんね。原因が異なれば治療法も変

に丁寧に見ていく必要がありそうです。

わります。皮膚病といわれるのと同じで、ＬＤ

調査のまとめです（スライドを示しながら）。

だけでは教育上の情報がないのと同じことなん

課題ととらえている聾学校が７５％（既に対策

ですね。では、学習に困難を持つ子どもをどう

開始４４％）もあり、ろう学校全体に発達障害

見極めればいいのでしょうか？前のスクリーン

の観点から子どもたちを見てみることの重要性

を見てください。（スライド：点が２１個ある）

が広がりつつあることが分かりました。２番目

いくつの点があるか、数えてください。

に、教師の印象判断では該当児は１６％、それ

（会場から２１個との返事）。そうですね。

に対して、文部科学省のチェックシートに準じ

みなさんは当然数えられたと思いますが、数え

た調査では３２％が発達障害的な困難を示して

るために前提となっていることを考えてみまし

いる児童生徒として該当しました。この中には、

ょう。例えば、１，２，３，４・・・と同じ所を

聴覚障害ゆえの二次障害として困難を持ってい

何度も数えていたのでは 21 とは数えられませ

る子も含まれていると思います。また、用いた

んね。１，２，３，まで数えて次に８、１０とや

チェックシートによって検出される率が異なる

っても数えられません。我々は無意識のうちに

という点も研究としては重要なポイントです。

数を数える作業をしている内に、どの点を数え
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終わったか、今いくつまで数えたかを、意識は

行っています。ところが、作業テーブルが狭い、

していないけれども覚えているわけです。この

つまりＬＤがあると、作業テーブルが狭いので、

ように、なんらかの作業をする際に一時的に頭

１０桁の数字を置くスペースがないのです。こ

に留め置いておくような記憶のことをワーキン

のままでは計算ができないことになります。ど

グ・メモリーとか、作動記憶と言っています。

うすればいいのでしょうか？「補助机があれば

ワーキング・メモリーには、（スライドを示し

いいのに・・・・」ということになります。作

ながら）空間的な記憶を扱う視空間記銘メモと

業机が狭いなら、１０桁の数字を置く机を置い

音韻的な記憶を扱う音韻ループがあるとされて

てあげる。すると、計算ができることになりま

います。

す。このように作業机の狭さを補う工夫をする

（本棚の前のテーブルで博士が本を何冊かひ

ことで、学習障害の子どもの困難のいくつかを

ろげているスライドを示して）、入ってきた情

解決できます。例えば、覚えておけないのであ

報を既存の知識（後ろの本）とに結びつけて操

れば、補助線を引いて、印を残すことが補助机

作するためには、とりあえず情報を置いておく

を置くことになります。また、一連の作業をス

作業机が必要になります。その作業机をワーキ

モールステップに分けてやることも、作業テー

ング・メモリーと呼んでいるわけですね。

ブルの狭さを補う有効手段です。ダンボでもこ

ところが、作業机にのせられる量には、限
りがあります。だから作業机に乗り切れない

れらを意図した活動をしています。具体的なこ
とは後の事例報告で報告します。

ほど情報があると処理できなくなってしまいま
す。また作業机が狭い場合も同様に処理できな

作業テーブルの狭さを補う２つ目の工夫と

いということが起こります。その状態をＬＤと

して、苦手な回路以外の回路を使うという手段

呼ぶわけですね。

があります。先ほどワーキング・メモリーのモ

（文字の一部が欠けているスライドを示し

デルに音韻ループと視空間記銘メモがあると話

て）何て、書いてあります？どうですか？（ス

しましたが、視空間的な処理が苦手なために漢

ライドの欠けているところにピンク色を塗る）

字が覚えられない場合には「オンナ・マタ・チ

これは、「ゲゲゲの鬼太郎」と書いています。

カラは努力の努」と音韻ループを活用して覚え

読み取れましたか？白いままでは読み取れない

るなどするとなかなか定着しなかった漢字書字

人もいたと思います。ピンクの○がでてきて「ゲ

が容易にできるようになったりします。また、

ゲゲの鬼太郎」と書いてあることがわかる。こ

動作化の回路を活用することで覚えやすくなる

ういうのは、視覚的にピンクの丸があると、下

こともあります。人の名前が覚えられないとき、

に字が隠れているとイメージできるからなんで

私は濱田といいますが、手話を一緒につけて表

すね。視覚的な処理が悪い子どもは白いままで

現（濱・田と手話で示す）すると、記憶に残り

見ているのと同じ状態です。他の子どもが読み

やすくなります。このように他の回路を併用さ

取れても、この子は読み取れないことになる。

せることで学習が促進される場合があります。

ある意味で、学習障害の子の頭の中を理解でき

ここでもう一つ、皆さんにＬＤの体験をし
てもらいましょう。ＡＳＬを知っていますか？

る良い例ですね。
では、ＬＤのある子どもをどのように指導

アメリカの手話であるＡＳＬの数字を今から

していけばいいのでしょうか？（スライドの

覚えましょう。数字を今から示しますので覚え

「１９＋８＝」を示して）次の式を計算しまし

てください（スライドで１～１０までを示す）。

ょう。いくつになりますか？答えは２７と頭

６は、親指と小指をくっつけます。７は、薬指

の中ですぐできたと思います。それがどういう

と親指、８は中指と親指、９は人差し指と親指

ことかと言うと、１９は１０と９とに無意識に

をくっつけます。１０は親指を立てます。もう

分けてとりあえず１０は作業机の一角に置いて

一度やってみましょう。１、２、３、４、５、６、

おいておくわけですね。そして一桁目の９と８

８、９、１０。

OK です。

と合わせて 17 を計算して、さっき机に置いて

さあ、ここで計算しましょう。答えをでき

おいた１０をあわせて２７としているわけです

るだけ早く、さっき覚えた ASL で示してくだ

ね。このことは、多くの方が頭の中で無意識に

さい。（スライド：１+ ２＝）答えは３ですね
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（３は親指、人指し指、中指を立てるが人指し
指、中指、薬指を立てて間違えている人がいる）。
もう一つ５+ ４＝は？

ＡＤＨＤの子ども
次、ＡＤＨＤの子について見ていきましょ

９ですね（親指と小指

う。ＡＤＨＤは集中力が欠けたり、そわそわ動

をくっつけて６と間違えている人がいる）。計

いてしまったり、思わず話に割り込んだりと「不

算してみて、どうでしたか？思いの外難しかっ

注意」「多動性」「衝動性」と３つの特徴に整理

たのではないでしょうか。一桁の繰り上がりも

されます。しかし、これらは複合したり、ＬＤ

ない計算なのになぜこんなに難しかったのでし

と重なったりで、低年齢だと有無の判断も非常

ょうか？それは、慣れないＡＳＬで表現しよう

に判断が難しいのが本当のところです。「不注

とすることが負荷となって、作業机から本がこ

意」タイプの子どもの特徴は、聞こえる子でも、

ぼれ落ちたからなんですね。これがＬＤの子ど

話しかけられても聞いてないように見える。あ

もたちをサポートするヒントになります。

るいは、指示に従えないことが度々あるとか、

（スライドを示しながら）慣れない作業で大

ルールを忘れて勝手な行動をとるというように

変になったということは、１つ１つの本が大き

見られがちです。そこに聞こえないという障害

くなったから同じ作業机に乗り切らなくなった

が加わるとますます見出しにくくなります。そ

とイメージすると分かりやすいと思います。Ｌ

れに対して、「衝動性」や「多動性」は、不適

Ｄの子への工夫の３つ目としては、作業のダウ

切な立ち歩きや、ルールのある遊びで順番が待

ンサイジングがあるわけです。すなわち基本練

てない等行動として表れるので聞こえない子で

習の繰り返しですね。漢字も難しいものを繰り

も、先生方の注意は行きやすいです。

返すより、部首レベルで繰り返し練習する、そ

さて、ＡＤＨＤの子どもをどうとらえるか

れが１つの単位になるので、複数集まっても、

ですが、ダンボでは「（左右の絵の違いを探す）

画数が多くなっても対応しやすくなります。繰

間違い探し」を行うことが多いです。その様子

り上がりある計算ができないとき、繰り上がり

から子どもの問題を整理することができます。

のない計算をたくさんすることで、繰り上がり

例えば、細かいところまで注意が向かず、なか

のある計算につなげることができます。

なか見つけられないというのは、注意欠陥の問

読み書きに関連して音韻のレベルでつまずく

題が疑われます。また、どれぐらい集中できる

聴覚障害児が目につきます。そのような子ども

か、集中の時間が短いかどうか、じっと座って

には４歳児後半から５歳児の間にかな文字を早

取り組めていられるかということで多動性の問

く正確に処理する力を身につけさせることが有

題も見えてきます。また、課題には取り組めて

効だと考えられます。そのための教材を考案し

いるし、注意もしているが、視界を何かがよぎ

たのでご覧ください。名づけて「５０音おっぱ

ったら、そちらに注意がいって本来のその活動

っぴー」です。（デモンストレーションをしな

に戻ってこられないという子もいます。この場

がら）５０音表や画面中心にかな文字が出てき

合は衝動性の課題があるのではないかと疑うわ

ます。それをできるだけ速く正確に、指文字や

けです。

発音など自分なりの手段で表現する練習をする

さて、ＡＤＨＤへの配慮・工夫ですが、基

ことは、その後のかな単語や文章の学習に有効

本的には一度に扱う情報量を減らすということ

であると考えられます。音韻をきちんとやると、

が挙げられます。例えば注意欠陥タイプの子は、

読み書きに円滑につなげることができます。幼

栽培の「栽」と裁判の「裁」の違いに気づかな

稚部、小学部、特に指文字、かな文字の使い始

いということがあります。そのような場合は（ス

めのときに、「５０音おっぱっぴー」はお勧め

ライドを示しながら）、異なる点の色を変える

です。

とか○を付けて強調することで確認がスムーズ

ＡＳＬの数字と同じように、指文字を扱い

になります。また、注意の持続が短い、じっと

はじめの子どもに、単語レベル、文章レベルは

座っていられない子には、課題をスモールステ

難しいわけですが、ダウンサイジングしてあげ

ップで行うということが有効です。例えば、１

て、１つ１つの本を小さくすると机に載せるこ

枚に３問あるプリントを１枚１問で３枚にする

とができると、長い単位のもの（単語や文）も

などです。これだけでもかなり集中は続くよう

正しく扱えるようになるわけです。

になります。集中力の時間がわかっていれば、
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その時間ごとに課題を切り替えるということも

印象としては指文字を使う子どもが多いように

有効です。集団活動では、動きたい子には、プ

感じます。ただ、指文字で表出をしても、意味

リント配り係とか、前に出て何かをする係など

が伝わっているかを確認することも大事です。

を振ってあげることも有効だと思います。関心

絵や実物をどう提示するかもコミュニケーショ

がそがれる子には、教室の配置なども工夫が必

ンでは非常に大事なポイントとなります。聴覚

要です。ろう学校の教室はともすると視覚的情

障害に配慮した様々なコミュニケーション手段

報が多すぎる場合があります。視覚的に不要な

を駆使しながら一人一人に合ったコミュニケー

ものは教室の後ろに配置することで有効な子も

ション手段をみつけることがまず大きな仕事に

います。

なります。

ＡＤＨＤの子は、生まれてこの方叱られ通

対人関係の課題も、３つのタイプに整理で

しで育っています。そうすると、本人も叱られ

きるのかなと考えています。１つ目のタイプは

ていることは分かるのですが何を叱られている

いかにも古典的な自閉症で人に注意が向かない

のかが分からないままということが少なくあり

タイプです。２番目は一見わかりにくいタイプ

ません。叱るときには肩に手を置いてやさしく

で、問われると受動的には応じるけれど非常に

話しかけることなどが有効です。特に就学前か

素っ気ない返事しかしないものです。３番目は、

らこのような関わりを持つことが人に注意を向

対人的には積極的だが自分の中でのルールを曲

けさせるという意味でも有効と考えます。

げられず、関わり方が一方的になってしまい、

教材そのものは、アニメーションを用いる

それがためにトラブルが起きるタイプです。

のが注意に問題にある子には有効なことが少な

最初の人に注意が向かないタイプの子には、

くありません（格助詞を指導する動画教材のデ

集団活動でのルールがなかなか理解できないと

モンストレーションをする）。動きがあると注

か、仲間との共感が得にくいといった特徴があ

意が向くしわかりやすいわけです。このような

ります。ダンボでは後半に集団活動をしていま

動画教材の作成には東京工科大の稲葉先生、松

すが、このタイプの子には、集団活動にいかに

永先生の研究室の学生さんも参加してくれてい

スムーズに参加できるかを目標とし、個別学習

ます。心情の理解などをあつかった動画教材の

の中でもそのための取り組みをしています。動

作成もお願いしていますが、それらの実例も事

画教材を活用して、事前にルールを理解したり、

例報告で行えればと思います。

チームメイトの活躍を喜ぶことなどの点を知識
として整理することを意図して、心情面を言語

高機能自閉症等の子ども

化するなどの活動をしています。このあたりも、

最後に高機能自閉症の子どもについてです。

事例報告の中で紹介したいと思います。

自閉症は「対人関係の質的障害（いわゆる

２番目の受容的には応じるタイプの子は、

社会性の問題）」
「言語コミュニケーションの障

「住所はどこ？」と尋ねても「知らない」と答

害」「こだわり」の３つの条件がそろって自閉

えたり、
「学校はどうだった？」と問われても「別

症と医学的に診断するとなっています。言語コ

に」と答えたりします。このような返事を、僕

ミュニケーションについては問題ないが、ただ

は「とりあえずのビール発言」と呼んでいます。

「社会性」と「こだわり」に課題を持つ場合を

居酒屋でまず、「とりあえずビール」と言うサ

アスペルガー障害と言います。最近は、アスペ

ラリーマンがいますね。本当に今一番飲みたい

ルガーだけを特別に言わないで、自閉症スペク

ものは何かを吟味することもなくとりあえず答

トラムという言い方が一般的になってきていま

えているわけです。それに少し似ているんです

す。スペクトラムは連続体という意味です。

ね。こういう子は積極的に話したくないと思っ

ダンボの実践から、自閉症傾向のある聴覚

ているのかというと、実はそういうわけでもあ

障害児に対してまず大事なのは、最も確実で円

りません。話したくないのではなく、どう答え

滑なコミュニケーション方法の工夫をすること

ればいいのかわからないための自己防衛の表れ

だと考えています。視覚優位だから手話ならわ

だと考えています。このような子には会話を進

かるかと言うとそうでもありません。手話より

めるための選択肢を用意するとか、具体的にひ

聴覚を活用した方が良い事例もいます。また、

とつずつ質問しコミュニケーションのパターン
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を拡げることが有効です。

今日の話は、
「東京にあるからできることだ」

最後の自分なりのルールにこだわりがある

とか、あるいは、「近くに大学があっていいわ

子に対しては、パーソナルスペースを活用した

ね」と、所詮「うちでは難しい」と思って帰ら

りしています。（スライドで示しながら）自分

れたのでは意味がありません。学校の先生、教

が真ん中にいて、同心円状に関係の近い人が中

育関係者限定で、ダンボや大塚クラブの情報を

心に近く、関係の薄いものほど外周に位置する

インターネットで提供していきたいと思ってい

ように配置したものです。例えば、「人に会っ

ます。将来的には教材提供、個別相談ができた

たときに挨拶をしましょう」と言われても、だ

らいいなと思っています。まだまだそこまでで

れにどのように挨拶するのかの判断ができない

きませんが、ダンボの成果をいつでも発信でき

わけです。一番内側の人（家族など）には、「お

たらいいなと思います。皆さんにお配りしたプ

はよう」でいいけれど、次の同心円内の人（先

リントにアドレスが書いてあります。そこにア

生や近所の方）には「おはようございます」と

クセスしてください。

言おうとか、一番外の人（見知らぬ通行人）には、

僕からは以上です。ありがとうございました。

挨拶しなくていい等ということを知識として整
理してやる方法です。また、ソーシャルナラテ
ィブを用いて目に見えない対人関係を言語化し
たり自身のルールへのこだわりを緩和したりし
ています。このあたりも後の事例報告で紹介さ
れると思っています。いずれにしても、３タイ
プともに「注意の喚起」「手話を含むコミュニ
ケーション」「言語力」の点で、聞こえている
自閉症児より対応が難しいと感じています。そ
れゆえに、社会に出るときに、卒後まで見据え
た支援のネットワークづくりを、今から始める
必要があると感じています。
終わりに
終わりに、今後の課題の一つとして保護者
同士のネットワーク作りが必要になると考えま
す。離れた保護者同士をつなげることを、今後
ダンボでしていけたらと思っています。
２番目の課題として、発達障害を親が受け入れ
ても、特別支援教育が特別支援学校でどれだけ
行われるかが問題です。すなわち、今親御さん
が自分の子に課題があると訴えても、だからと
いって、現在のところ学校側が体制を変えるこ
とが厳しい状況があります。どのような場合に
人的加配を要するのか。それは教員でなければ
いけないのか（支援員、ボランティアでもいい
のか）？特別支援の専門家の配置はどのように
するのが望ましいか？
こういったことを検証できる取り組みを各学校
でやることが重要です。校内で体制をととのえ
ながら整理し、数として出すことが今後必要と
考えます。
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実践報告

東京学芸大学大学院連合

大鹿

綾

東京学芸大学大学院連合の大鹿と申します。

通い始めた当初は、文字に対して非常に強い苦

今回はダンボに通ってきている子どもたちと支

手意識があり、短い文章を提示しただけで「や

援の様子をご報告させて頂きます。準備不足の

だー！」と言って席を立ってしまうような状態

点も多々あると思いますが、よろしくお願いい

でした。

たします。

そこで、まずはＡ児の好きな工作を題材に

まず、ダンボって何をしてるの？というこ

してその作り方を読んだり、なぞなぞを出し合

とですが、濵田先生のお話にもありましたよう

ったりしながら、文字への拒否感を和らげるこ

に、評価と保護者や学校からの希望などから目

とから支援をスタートしました。また、音読以

標設定を行います。それから目標に対して一人

外にもノートに筆算をしているうちに桁がずれ

一人に合わせた具体的な課題や教材を作成して

てしまったり、繰り上がり繰り下がりをすぐに

います。今回はどんな困難を持った子どもに、

忘れてしまうことが挙げられました。そこで、

何を目標として、どんな支援を行ったか、また、

支援の目標を、流暢に読める音読方法を見つけ

支援の結果どのような様子だったかを中心に報

ることと、ノートの取り方を工夫することの２

告させて頂きます。なお、プライバシー保護の

点としました。

ため、個人情報は多少変更や、抽象的な表現を

まず、音読の流暢性についてです。音読の

使っている部分もありますので、ご了承下さい。

方法として、何の支援もない状態の「１人読み」、
文章が一行だけ見えるように厚紙に細長い窓を

まず、小学部高学年男児です。Ａ児は一側

開けたものを使って読む「一行定規読み」、支

は高度難聴ですが、もう一側は中等度の難聴で、

援者が文章を少し音読して聞かせ、その後同

主なコミュニケーション手段は音声でのやりと

じ部分を繰り返し音読する「先行読み」、文章

りです。ＷＩＳＣでは、動作性ＩＱは「平均」

の助詞にペンで○をつけて強調したものを読む

ですが、それに比べて言語性ＩＱは非常に苦手

「助詞丸付け書き読み」、文章の音節ごとにスペ

さがありました。群指数というのはＷＩＳＣで

ースを入れたものを読む「分かち書き読み」の

評価する際の指標で、言語理解、知覚統合、注

５方略を比較しました。それぞれの方法で音読

意記憶、処理速度の４つに分かれています。こ

させたものをテープに録音して、流暢率を算出

の４つの能力をより細かく見ることで子どもの

しました。結果、先行読みの時が一番スムーズ

得意なところ、不得意なところを探していくも

に音読することができました。音読の様子を聞

のです。Ａ児は４つの群指数のなかで、言語理

いて頂きたいと思います。

解以外は平均レベルでしたが、言語理解に特に

まずは、何も支援のない、１人読みの状態

苦手さを持っているようで、これらから考えて

です。スライドの＜支援前＞のところにある文

言語性のＬＤ傾向があると考えました。中学年

章を音読しています。

までは通常小学校に在籍し、コミュニケーショ
ン面では大きな問題はありませんでしたが、学

Ａ児／やがて、ジェインは雲をつ、き、ぬ、け、

習面で困難が大きくなり、ろう学校に転校して

ました。それでも、まだ、まだ、のぼって、い

きた児童です。

くと、とうとう空の上に、出ました。そう、し

Ａ児は人懐こく、コミュニケーションも豊
かです。会話は音声中心ですが、その一方で音

て、目の、目の前に伸びる、の、び、る、道を、
歩いていくと、大きな家がありました。

読のときには、普段の会話では見られない、非
流暢さが見られます。例えば、「～しています」

大鹿／ジャックをジェインと変えていたり、
「出

を「～します」というように勝手に読み替えて

てしまいました」を「出ました」と読んでいたり、

しまったり、文を読み飛ばしてしまったり、読

スムーズに読めずたどたどしくなったり、詰ま

み間違えたり、つっかえてたどたどしくなって

ったりする様子が見られたと思います。次に最

しまったりする様子が見られました。ダンボに

も支援効果の高かった先行読みの様子です。
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続いて、２つ目の目標についてです。今度
Ａ児／（大鹿／人食いおには）人食いおには、
（大

は筆算での桁ずれに焦点をあて、ノートの取り

鹿／ハープに）ハープに、（大鹿／うっとりと

方に関する工夫を行いました。筆算を書くとき

聞きほれました）うっとりと聞き…ほれました。

に、マスも何もない白い紙に書くと左の写真の

（大鹿／そのうちにお金のつまったふくろを持

ように桁がずれ、自分で書いたのに自分で読め

ってくると）そのうちにお金のつまった…ふく

なくなってしまうことがありました。そこで、

ろを持ってくると、（大鹿／人食いおには金貨

マスのあるノートを使ってみたところ、何もな

を数え始めました）人食いおには金貨を、数え

いよりは桁をそろえやすい様でしたが、まだ１

始めました。（大鹿／ジャックがのぞいてみる

マスに複数の数字を書いてしまったりする様子

と）ジャックがのぞいてみると、（大鹿／テー

がありました。

ブルの上には金貨がいっぱい）テーブルの上に
は金貨がいっぱい。

そこで、「かっこいいノートの書き方」とし
て①１マスに数字は１つだけ、②字はていねい
に書く、③くり上がりはマスの右上に小さく書

大鹿／少し口ごもる部分もありますが、１人で

く、④繰り上がりは使ったら消す、⑤ケタをそ

読んでいる時よりも随分スムーズで、聞き取り

ろえるという５つの約束を確認しました。また、

やすくなっていると思います。その後、毎回少

はじめはマス目のノートにあらかじめ補助線と

しずつ先行読みの練習を続けていきました。次

繰り上がり、繰り下がりの数字を書く小さいマ

に約１年後の現在の音読の様子です。支援なし

スをいれて練習をしました。

で１人で音読しています。

（スライド左の写真を示す）写真の黒ペンで
書かれた部分が補助線ですが、補助線を入れ

Ａ児／人食いおには、ハープにうっとりと聞き

た結果、このように一マスに数字は１つだけと

ほれました。そのうちにお金のつまったふくろ

いうことをしっかりと意識することができまし

を持ってくると、人食いおには金貨を数え始め

た。マスの右上にある小さい□は繰り上がりを

ました。ジャックがのぞいてみると、テーブル

書くところです。このような補助線ありの問題

の上には金貨がいっぱい。

を繰り返したのち、補助線なしのマス目ノート
を使った様子がこちらです（スライド右の写真

まだまだ、たどたどしさはありますが、初

を示す）。補助線がなくても先ほどの５つの約

めのものと比べると、随分上手に読めるように

束を守って上手に書くことができるようになり

なった印象を感じてもらえるのではないでしょ

ました。

うか。先行読みが最も流暢になった理由ですが、
文字を音読するときには、見た文字を頭の中で

次に、Ｂ児に移ります。Ｂ児は小学校中学

音に変える必要があります。Ａ児は文字と音は

年の男児です。ＷＩＳＣの結果では動作性ＩＱ

完全に一致していますが、文字から音を喚起す

が「平均の下」、言語性ＩＱは「弱い」となり、

るときに少し時間がかかるのではないのかと考

言語面により苦手さが見られました。高度難聴

えられました。そこで先行読みを行った場合、

で、主なコミュニケーション手段は手話です。

あらかじめ音を聞いているのでその負担が軽く

理解力はあるのですが、すぐに忘れてしまい、

なったため、音読が流暢になったのではないか

なかなか定着しない様子が見られます。また、

と考えられます。支援後の様子ですが、当初見

一度に複数のことを扱うのが苦手で、注意の転

られた文章への苦手意識は随分軽減され、自ら

動も見られます。学習面では特に文章問題が苦

課題に取り組むようになりました。また、学校

手なようでした。以上の様子からＬＤ傾向、Ａ

の先生からの報告では、国語の授業中も積極的

ＤＨＤ傾向があると思われます。

になり、挙手や発言も多くなったとのことでし

Ｂ児の目標設定に当たり、保護者から時計

た。それから、先ほど聞いて頂いたように、先

の読み取りについて気になるとの報告がありま

行読みの練習を続けることで１人で読んでも随

した。Ｂ児は時計の時刻は読め、短針のみ、長

分スムーズに読めるようになりました。

針のみの変化も読み取ることができますが、短
針・長針の両方が動くと、何時間何分経ったか
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計算しきれなくなるとのことでした。そこでＢ

性ＩＱ、動作性ＩＱともに「平均」レベルで、

児の目標を短針・長針ともに動く時計の読み取

言語力は年齢相応程度にあり、主なコミュニケ

りとしました。

ーション手段には手話を使用しています。

指導開始に当たり、まずＢ児は何ができて

Ｃ児は言語力自体はあるものの、状況に応

何が苦手なのか確認しました。結果、Ｂ児は「午

じた意味の変化がつかみにくく、冗談や比喩が

前」「午後」の区分けが曖昧で、逆に覚えてい

理解しにくい面があります。また、人の気持ち

たこと、時間の計算の問題で、長針が始めにど

を大枠では推し量ることができ、丁寧に説明す

こにあっても、「１２（０）」のところから数え

れば詳しいところまで理解する力があります。

てしまう、例えば８時１５分から８時４０分ま

自分なりのルールにこだわることがあります

で何分経ったかという問題では 25 分経ったと

が、新しいルールを言語化して提示すると守り

いうのが正解ですが、スタートを１５分からで

やすいようでした。

はなく一番上の１２（０）のところから数えて

Ｃ児の目標設定に当たり、保護者から２点

「４０分経った」と答えること、短針、長針両

課題が挙がりました。１点目は学校への１人通

方が変化すると、何に注目すべきか、何を数え

学をはじめるに当たり、自分なりのルールがあ

ていたかが混乱し、混ざってしまうこと、難し

るため、それがイレギュラーな場面になった際、

い問題が続くと、集中が途切れ易いことがわか

臨機応変に対応するのが苦手という面があるた

りました。

め、電車でのマナーやトラブルの対処法につい

これらのことから、Ｂ児の支援に際し、始

てまとめてほしいということでした。２点目は

めは簡単な問題からスタートし、「できた」と

文章から人の気持ちを想像できるようになって

言う気持ちを積ませ、モチベーションをあげる

ほしいということでした。

ようにしました。

そこでＣ児の目標を電車での１人通学に当

また、時計の問題に入る前にまず、（スライ

たって、マナーやトラブルの対処法について知

ドを示す）左側の写真のように、一日の活動

識を整理すること、文章読解からの登場人物の

を「午前」にすること「午後」にすることに分

気持ちの読み取りの２点に設定しました。

類して確認しました。次に、「０」の位置確認

まず１点目の電車でのマナーについてです。

も含め、頭の中の作業テーブルをもう一つ置い

知識を整理するに当たり、よりわかり易く、興

てみようという考えから、時計にホワイトボー

味を引く手段として、パワーポイントを使って

ド用のペンではじめの位置をマークしてみまし

作成した動画を使ったロールプレイを利用しま

た。スライド右側の写真のように長針は青、短

した。想定されるトラブルやイレギュラーな場

針は赤でマークしました。ホワイトボード用の

面などを取り上げました。今日は例として２つ

ペンですとティッシュですぐ消せるので便利で

ご紹介します。まず１つ目は「お腹が痛くなっ

す。

たら」をテーマにしたものです。

支援の結果です。「わかった」という気持ち
を始めに持つことでモチベーションを維持する

＜動画教材＞

ことができ、課題にしっかり集中することがで

「Ｃ君は朝、電車に乗っています。」

きました。また、自分が毎日していることを使

「ところがお腹が痛くなりました。実は、朝

って午前、午後を確認することで定着が見られ

寝坊してトイレに行きませんでした。どうして

ました。時計へマークをつけることで「０」の

も我慢できません。どうしますか。」ここに選

位置が毎回変わることも意識でき、また「スタ

択肢が＜もう少し我慢する＞と＜次の駅で電車

ートの位置」、「注目すべき所」が明確になった

を降りる＞の２つ出てきます。

ことで比べるべきものが整理され、問題を解く
ことができました。

＜もう少し我慢する＞を選ぶと、「あ…」と
いう顔が出てくる。
もう１つの＜次の駅で電車を降りる＞を選

次にＣ児です。小学部中学年の男児で、高

ぶと、次のトラブルが出てきます。「電車を降

度難聴があります。また、医師からアスペルガ

りましたが、トイレの場所が分かりません、ど

ーの診断を受けています。ＷＩＳＣでは、言語

うしますか。」
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次をクリックすると「駅員さんか誰かに聞
きます。トイレに間に合いました。」

このような教材を使いながらイレギュラー
な場面についても知識として整理することで、

その後どうするか。「もう一度電車に乗って

あわてず対処すればいいことを確認しました。

学校に向かいます。先生に遅れた理由を説明し

また、動画の中では、相手の気持ちについても

ましょう。」お腹が痛くてトイレに言っていた

言語化して示すことを大事にしていきました。

ことを伝えるようにします。

同時に、家庭でもこういったルールを携帯

「もしトイレに行って学校に遅れてしまう時

できるようにまとめた「サポートブック」を作

は、高校生の女の子など、若い女の子に電話を

成して頂いたりして連携をとりながら支援して

して、お母さんに電話をしてもらいましょう。」

いきました。現在、Ｃ児は大きな困難なく１人

若い女の人は話しかけやすいですし、実は助け

通学を行っています。

てくれる率が高いそうです。
２点目の文章読解による気持ちの読みとり
続いてもう１つの、座席に関するマナーに
ついてのものです。

に移ります。まず、道徳の教科書や市販のソ
ーシャルスキルに関する本、Ｃ児の生活で起こ
った出来事などを題材に作成した文章を読みま

＜動画教材＞

す。例えば以下のような文章です。『ある日の

「Ｃ君は帰りの電車に乗っています。」

放課後、けんたくんはよしきくんに話しかけら

「いっぱい遊んで疲れていて、どうしても座り

れました。「明日、うちで新しいゲームをやろ

たいと思っています。座席が１つだけあいてい

うと思うのだけど、１時に来られる？」と言わ

ます。赤ちゃんをだっこしているお母さんも座

れたので、けんたくんは、「うーん。行けると

ろうとしています。Ｃ君はどうしますか。赤ち

思う。」と答えました。次の日、よしきくんは

ゃんをだっこしたお母さんと、Ｃ君、どっちが

家でけんたくんが来るのをまっていました。と

疲れてるかな。」

ころが、けんたくんはなかなか来ません。よ
しきくんは１時間待ちましたが、けんたくんが

やりとりしながら、進めていきます。「僕が

まだ来ないのでメールをしました。「昨日、１

座る」と言った場合、Ｃ君がその席に座った絵

時にうちで遊ぼうって約束したのにどうした

に行きます。「今度疲れていないときは譲って

の？」

あげよう」と書きました。必ずしも座ってはい
けない、というわけではないということで、多
少ゆるさを持って指導しました。
次に譲った場合。Ｃ君は赤ちゃんをだっこ

すると、けんたくんから返事がきました。
「行
けると思うって言ったけど、行くとは言ってな
いよ。」』

したお母さんに「どうぞ」と言って席を譲りま
す。ここでまた予想外の出来事が起こります。

一緒に遊ぶ約束をする場面ですが誘われて

座ってくれると思ったのにはお母さんは「いい

「いけると思うよ」と返事したため双方にすれ

わよ、あなたが座って頂戴」と言いました。そ

違いが生じるというものです。始めに前半部分

ういう時は「ありがとう」とお礼を言って座っ

だけを読みます。そのあと、登場人物の気持ち

ていいということを整理しました。また、「お

やどうしてすれ違いが起こったのか、Ｃ児であ

礼を言ってくれてうれしいな」というように、

ればどうするかなどを質問します。それから後

お母さんの気持ちを言語化して示しています。

半部分を読みます。ここにはすれ違いの理由が

「Ｃ君の降りる駅まで２駅になりました。お

書いてあります。２回に分けて提示する理由で

じいさんが電車に乗ってきたけれど、席はあい

すが、はじめから結果の部分まで読んでしまう

ていません。」ここでＣ君は席を譲ります。「お

とそれにひきずられてＣ児自身の考えを引き出

じいさんはうれしかったので『ありがとう』と

しづらかったからです。この後、文章だけでは

言ってくれました。」Ｃ君自身も「お礼を言われ

十分理解が得られないことを想定し、動画を使

ると、僕もうれしいな」と思った、と言語化し

って内容の確認をします。この動画は東京工科

ました。

大学との連携から作成しています。
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自分から謝ることはできるのですが、相手が「い
＜動画教材＞

いよ」と言わないと、言ってくれるまで何度も

アニメを使いながら同じ文章を提示してい

「ごめん」と繰り返すということがあります。

きます。途中、よしきくんがけんたくんを待っ

そこで、Ｄ児の目標はソーシャルナラティ

ている場面で４つの表情の中からこのときの表

ブを活用した人間関係の知識整理としました。

情を選べるようになっています。やりとりしな

ソーシャルナラティブとは、いわゆるソーシャ

がら、
「今よしき君はどういう顔だろう？」、
「怒

ルストーリーのことで、文章やイラストによっ

っていると思う」とか、
「困っているかも」など、

て社会生活における知識を整理する方法です。

そのときの表情、気持ちを確認しています。

例えば先ほどの「ごめん」へのこだわりについ
てであれば、以下のようなものが書けます。は

動画で内容を確認した後、改めてＣ児に登

じめに事実や客観的な意見があって、相手や自

場人物の気持ちや行動の理由などを質問し確認

分の気持ちについても文章化して明記します。

をしています。以上のように、文章と動画を活

それから、伝えたい部分に入ります。

用しながら登場人物の気持ちを言語化して提示
したり、表情カードの選択による心情の確認を

『 「しっぱいを

してしまった時」

行い、自分だったらどうするのか、またどうす

わたしは時々なにかしっぱいをしてしまう

ればトラブルが起こらなかったのかを確認して

ことがあります。わたしだけではなく、どんな

います。

人でも、しっぱいをしてしまうことがあります。

Ｃ児にとって動画によって文章理解をサポ

しっぱいをしてしまったり、相手を傷つけてし

ートすることで、心情理解に焦点を当てた支援

まったりしたときは「ごめんなさい」と言って

が行えたと思います。このような支援を通して、

あやまるようにします。これはとてもよいこと

対人関係における「微妙なルール」を整理する

です。ふつう、わたしがあやまると相手は「し

ことで、同じ行動でも、状況によって意味合い

ょうがないなあ」と思ってゆるしてくれること

が変わるものがあることを意識することができ

が多いです。

ました。今後もさまざまな状況設定で支援して
いきたいと思います。

わたしは「ごめんなさい」をいうときは、
一度だけ言うようにしてみます。何度も言わな

また、言われて嫌な言葉を取り上げた際に、
文章中に出てきた言葉に対して「それって、嫌

くてもたいてい相手はちゃんとわかってくれる
ことが多いからです。

な言葉だったんだ」と今までそうは思っていな

ときどき、相手が「いいよ」と言わないこ

かったことがあり、改めて整理することができ

ともあります。でも、「ごめんなさい」は一度

ました。動画を使うことで関心を引き、文章理

言えば大丈夫です。何度も言うともしかしたら

解も促進されたと思います。

相手はよけいにいやな気持ちになるかも知れな

Ｃ児のその後の様子ですが、友達とのけん

いからです。わたしが「ごめんなさい」を一度

か、トラブルが減少したとの報告を受けていま

言っても、相手がとても怒っている時は、おと

す。

うさんやおかあさん、先生に助けてもらうこと
ができます。 』

続いて、Ｄ児に移ります。小学部高学年男
児の高度難聴児で、主なコミュニケーション手

本来のソーシャルナラティブはこのような

段は手話です。自閉症の診断があり、ＷＩＳＣ

文章を読み進めながら行いますが、聴覚障害の

の結果では、言語性ＩＱは「特に弱い」、動作

あるＤ児にとってこれだけの文章を理解するこ

性ＩＱは「平均の下」でした。人への興味はあり、

とは言語力の面からも困難でした。そのため、

人懐こいのですが、一方的な関わりになりやす

ソーシャルナラティブの実施方法について工夫

い面があります。衝動性が強く、友達とトラブ

を行いました。文章の利用ではなく、実際にＤ

ルになることも多く、またこだわりが強いため、

児がそれぞれの場面を演じるロールプレイ方式

一度こだわるとなかなか抜けられないことがあ

を活用し、後で振り返り、確認がし易いようそ

ります。例えば、友達とトラブルになったとき、

の様子をビデオに撮影しました。

16

撮影後、ビデオをテレビに接続して再生し

学校との連携が不可欠であると思われます。Ｄ

ながら、内容について確認の質問を行います。

児の般化に向けての学校との連絡はこの後、西

はじめはビデオを停止してその横でスタッフが

谷先生の発表の事例の中で取り上げて頂きます

手話や文字提示を行いながら質問をしていまし

で、そちらをお聞き下さい。

たが、そうするとテレビと質問者への視線や集
中の移動が必要で、なかなか集中できない様子

続いてもう一点、Ｄ児への支援についてご

が見られました。そこで、質問自体もビデオで

紹介します。担任より、人との近づいて良い身

撮影し、テレビに流すことで視線移動の必要が

体的距離感がつかめておらず、女の人にくっつ

ないよう工夫しました。その際は質問の書いた

いたり、先生と肩を組んだりすることがあると

カードをＤ児が持つなど、役割を担わせるよう

の報告がありました。そこで、次のソーシャル

にしました。（スライドを示す）写真はテレビ

ナラティブのテーマを、それぞれの立場の人と

を見ながら確認をしている場面です。

の、近付いていい距離（パーソナルスペース）
を知るということに設定しました。先ほどと同

このように何度か支援を行いながらＤ児に

様に、ビデオ撮影による確認を行いました。撮

とって最も効果的な提示方法を探っていき、最

影後の確認の際に、先ほど濵田先生のところで

終的には ①テーマと内容、撮影シーンの確認、

も紹介のあった、パーソナルスペース表を作成

②ビデオ撮影、③ビデオを見ながら振り返り、

しました（スライドを示す）。中心に本人を置

確認の問題という流れを確立させました。

きます。家族との距離は小さく前ならえ位近づ

実際の支援では、担任より報告のあった、

いても大丈夫、男の友達とはひじから指先まで

ろうかを走ってしまい、人とぶつかってしまう

位、女の友達とは前ならえ位の距離、先生とは

ということを取り上げ、廊下を走らないで歩こ

大きく前ならえくらいの距離をとる必要がある

うということをソーシャルナラティブのテーマ

として、写真のような自分を中心とした身の回

に設定しました。具体的には、ろうかを走ると

りの具体的な人の名前を配置した円をつくりま

人にぶつかって危ない。相手はびっくりするし、

した。その際にいつでも確認しやすいよう、体

ぶつかったらお互いに痛い、ということを確認

の長さを使って表現したのも工夫した点です。

しました。じゃあどうすれば良いかということ

また、近づきすぎると、相手はどんな気持ちに

で、ろうかを走らず、歩くと、人にぶつからな

なるのかも確認していきました。

いので、周りの人は安心していい気分だし、Ｄ

パーソナルスペースについての般化はまだ

児自身も痛くないし、誰にも怒られなくて気持

難しいようですが、普段の学校生活の中でもト

ちがいい、ということをビデオ撮影を通して整

ラブルがあったときも教材を見せると「あ！そ

理しました。

うだった」と思い出してもう一度確認すること

この撮影のあと、最後の確認問題でも適切

ができているようです。

に答えることができて、知識としては整理され
たと思われたのですが、Ｄ児は衝動性が強いた

次に、集団活動に対する支援について報告

め、頭では「これはやっていい / やってはいけ

します。集団活動では個別指導が終わって全員

ない」の区別は整理できても、実際の行動には

が集まり、遊び活動をしています。大抵の子ど

般化しにくい様子が見られました。そうすると

もたちにとって皆で遊ぶのはとても楽しみなこ

また何度も同じことで怒られてしまい、知識と

とではありますが、集団でないとできない遊び

しては「やってはいけないこと」とわかってい

を取り上げた時にそこにこそ困難さが現われる

るため、自分自身も「またやってしまった…」

児童もいます。そこでそのような児童に対して

と落ち込んでしまい、そこから「ごめんなさい」

は、個別活動時にルールの確認や、ゲームのど

へのこだわりが顕著になってしまったりしまし

んなところが楽しいのか、どんな時にうれしい

た。

のか、悲しいのか、それをチームのみんなと共

このことから般化への支援が必要であると
考えられましたが、ダンボの活動は隔週でしか

有するにはどうしたらいいのかなど、集団活動
の予習を行っています。

ありません。そのため普段の生活の場である、
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集団活動に対する支援を行っているＥ児に

（もう１組めくる。同じカードだった。

ついて報告します。小学部中学年の男児で、人

促される前にスタッフに手渡す。）

工内耳を装用しています。ＷＩＳＣでは言語性

スタッフ／あげまーす。はい、ありがとう。

ＩＱは「特に弱い」でしたが、動作性ＩＱは「平
均」レベルでした。自発語は少なく、主なコミ

大鹿／スケッチブックという視覚的に残るもの

ュニケーション手段は手話で、手話でも相手の

を使ったことで、練習しながらわからなくなっ

手話を、そのまま繰り返す、エコラリア的な受

たら、すぐに戻って確認することもできました。

け答えが見られます。また、こだわりが強く、

一度ルールがわかれば、二度目にカードが揃っ

新しい状況は苦手なようでした。同世代の子ど

た時は、自分から担当者にカードを渡すことが

もとはあまり関わっていかず、当初は集団活動

できました。

の場に来ることも嫌がる様子が見られました。

ルールの確認には、東京工科大との連携を

一方で、パターン化されたことは、とても得意

得て、パソコン動画（アニメ）を用いることも

でした。

あります。これは実際の集団活動のときにも活

そこで、Ｄ児の目標を、集団活動へのスム

用しています。御覧ください。

ーズな参加とし、同時に最もスムーズなコミュ
ニケーション方法についても探ることとしまし

＜動画教材＞

た。まず、朝の会を設定して、予定確認をし、

「めくってふやそうゲーム」

ルーチンの中で活動に見通しを持たせること

チームごとに色分けします。３チームにわかれ、

で、落ち着いて活動に参加できるように支援し

一斉にカードをめくって、自分のチームの色を

ました。その中で、集団活動の予習を行いまし

ふやします。「カードを自分のチームの色にか

た。

えよう。色の多いチームが勝ち！」（色カード

まず、絵と文を用いてルール確認をします。

がチームごとに整列し、数を数える）。どうな

その際にどうなったら勝ちなのか、勝ったら、

ったら勝ちか、視覚的にわかりやすく整理して

どんな気持ちになるのか、それをチームメイト

います。「やってはいけないこと！危ないので

と共有する手段として、ガッツポーズをしてみ

走らない！」やってはいけないことは強調して

たりもしました。実際の様子を御覧下さい。集

います。ルール、大事なことも改めて確認しま

団活動で神経衰弱をする様子です。神経衰弱の

す。

ルールを文章とイラストで確認しているところ
です。

このような予習と練習に併せて、実際の集
団活動場面でも個別担当者がサポートに入り、

＜ビデオ再生＞

スムーズに参加して遊びを楽しめるように支援

スタッフ／１枚めくります。もう１枚、めくり

しています。このような支援から、文章や実物

ます。見て、見て。同じ？違う？

など、視覚的で情報として「残る」提示方法が

Ｄ児／（手話で）同じ。

Ｅ児にとって使いやすいのではないかと考えて

スタッフ／同じだねー。

これは？ダメー！違

うね。

います。落ち着いてコミュニケーションをとる
ためには、Ｅ児と相手との間に、例えば視覚的
なカードなど、ワンクッション置くことが有効

大鹿／次に、今確認したことについて、実際に

であるとも考えられます。また、Ｅ児自身が活

やって練習しているところです。

動に見通しを持って参加できることで、少し寄
り道しても自分で戻ってこられるようになって

＜ビデオ再生＞

きました。集団活動場面でも、段々活動に積極

Ｄ児／（カードをめくる。同じカード。）

的に参加するようになり、ルール理解も良く、

スタッフ／（先ほどのスケッチブックを見せな

周りの児童からも受け入れられています。少し

がら）同じカードが出た時は、お姉さんに渡し

話はそれますが、毎回の遊び活動の中で「チー

ます。

ムリーダー」を設定しており、リーダーが年少

Ｄ児／（もうひとりのスタッフに渡す）

の児童や集団が苦手な児童のサポートをしてく
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れて、子ども同士の中でも協力し合う様子が見

カードを選び、手話で「悲しい」と表出。）

られるようになってきました。また、代表とし
てみんなの前で終わりの挨拶をする係りに立候

大鹿／相手チームが勝ったことに対して担当者

補したり、チームが勝ったら「やったー」とジ

のサポートを受けながら「悲しい」カードを選

ャンプするなど、当初の様子からは随分と変化

んでいました。続いて、Ｆ児自身の番の様子で

がみられるようになりました。

す。ゲームに成功している場面です。

続いてＦ児です。小学部中学年男児で、高

＜ビデオ再生＞

度難聴があり、主なコミュニケーション手段は

Ｆ児／（カードをめくる。同じカード。）

手話です。ＷＩＳＣでは言語性ＩＱは「特に弱

司会／あってましたー。

い」、動作性ＩＱは「平均」レベルでした。

Ｆ児／（カードを両手にぴょんぴょんと跳ねて

Ｋ－ＡＢＣでは継次処理よりも同時処理が非

喜ぶ。席に戻ってから担当者の持つ「うれしい」

常に優位であることが示されました。図形の処

カードを選ぶ。）

理や、パズルは得意で、手先も器用ですが、興

（周囲も拍手して喜ぶ。）

味のないものには自ら関わろうとしない面があ
ります。そのような時は、好きなキャラクター

大鹿／とってもいい顔をして喜んでいました。

等を活用するとやる気になる様子が見られまし

うれしいカードを選択していましたし、また、

た。新しい状況は苦手で、同世代の子どもとは、

周りの児童も一緒に喜んでくれてチームとして

あまり関わっていきません。また、うれしい、

も、うれしい気持ちが共有できていたと思いま

悲しい、楽しい、などの感情表出はＦ児なりに

す。

見られます。
以上より、Ｆ児の目標は集団活動へのスム

最後に、これまで２年間の活動を通しての

ーズな参加、チームとしての勝ち負けを喜ん

まとめです。目標設定については、普段の様子

だり残念がったりする、ということに設定しま

を良く見ている保護者や担任等との情報交換・

した。具体的な支援方法としては、個別活動時

連携が不可欠だと感じました。学生スタッフだ

に集団活動のルールを確認する、Ｆ児の好きな

けでは様子も十分把握しきれない部分もありま

キャラクターを使って練習する、また、「個人」

すし、経験的にもまだまだ未熟なので、そのあ

の勝ち負けだけでなく、「チーム」としての勝

たりを、お互いに連携してサポートしあえれば

ち負けを意識させることなどでした。

と思います。

集団活動の時は椅子を用意しているべき場所が

次に、教材の工夫に関してですが、最近、

分かりやすいようにしたり、個別担当者が集団

聞こえる発達障害児向けのアイデア本は本当に

時もサポートすることとしました。ルール理解

いっぱい出版されています。一般の本屋さんで

は良好で、チームとしての勝ち負けや感情表出

も簡単に手に取ることができると思います。そ

のサポートとして、集団活動時にも個別担当者

の中には、使えそうなネタがたくさん詰まって

がサポートにつき、図のような「うれしい」カ

いますので、活用しない手は無いと思います。

ード、
「悲しい」カードの選択などを行いました。

もちろん、「聞こえない」ということに対する

自分のチームが勝ったときは「うれしい」カー

フォローはもちろん、聞こえる子でも、聞こえ

ドを選ぶことができました。次に、相手のチー

ない子でもそうですが、一人一人の目標や、認

ムが勝った時はどうだったか、映像があります

知特性、興味などの実態に合わせたアレンジを

ので御覧下さい。むかって左奥のいすに座って

する必要はあると思います。

いる児童がＦ児です。

ダンボの活動の中で得られた結果について、
保護者に対しては指導後の面談、
「ダンボ通信」

＜ビデオ再生＞

という学級通信のようなものを使って報告して

（相手チームが勝ったシーン。担当者が相手チ

います。学校への情報提供・教材提供ですが、

ームが勝ったことを確認した後「うれしい」カ

一部の事例では、段々、実際の提供ができてい

ード、「悲しい」カードを提示すると「悲しい」

ますが、全体的には、まだまだこれからの課題
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となっているのが現状です。
きっと、今日参加して下さっている皆さん
の多くが聞きたいことではないかなと思うんで
すが、いったいどのラインからが発達障害なの
か？これに対してはまだまだ研究途中だと思い
ます。でも、２年間発達障害のある聴覚障害児
と関わってきた中で、感じたことがいくつかあ
ります。聞こえる子でも発達障害があるのかな
いのかグレーゾーンはとても広くて、例えば環
境的な要因が絡んできたりなど、医師の診断が
バラつくケースも少なくありません。「発達障
害があるから」特別な支援をするのではなく、
「今までのやり方ではなんとなくしっくりこな
いなぁ・・・」と感じた時に「よし！ちょっ
とやり方を変えてみよう。」と視点や発想を少
し変えてみることが大事なのかなと感じていま
す。聴覚障害に発達障害を併せ有するというこ
とは実態としても分かりにくい部分があるし、
なおかつ対応も一筋縄ではいかないかもしれま
せん。だからこそ、まずはちょっと一歩、いつ
もと違う方に歩いてみると言うことが大切なの
ではないでしょうか。
「手を変え、品を変え・
・
・」
１つのことにこだわりすぎず、アンテナをいろ
いろな方面に向けていきたいと思っています。
その子に合った指導方法は実は見つかりにくい
だけで、もしかしたら、すぐ目の前にあるかも
しれません。発達障害を併せ有した聴覚障害児
は全国に存在しているのだと思います。ダンボ
の活動を通して多様な子どもたち一人一人に光
が当たるようになるといいなと思います。
これからも皆様と情報交換、連携しながら
頑張っていければと思いますのでどうぞよろし
くおねがいします。以上で報告を終わります。
長い間ご清聴ありがとうございました。
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実践報告
小学部の西谷です。昨年度に続いて、この２
年間の取り組み、連携について報告します。な

東京都立大塚ろう学校教諭

西谷裕之

手足が出る。また注意される。その繰り返しが
続き、悪循環になっていました。

ぜ学校が連携を必要とするかですが、１つ目は、
発達障害の疑いのあるお子さんが少なくないと

２年前、保護者と学校で面談をしたとき、こ

いうことです。これについては今までの報告に

れらの行動について、どう対応していけばよい

もありました。２つ目に発達障害のある聴覚障

のかというのが大きな悩みでした。例えば、こ

害児の支援の方法、実績、蓄積が少ないという

のような行動の原因や今後の中心的課題は何

ことです。３つ目に発達障害について、共通理

か、人との関わり方についてどう指導していけ

解がまだ教員間でも不足しているということで

ばいいのか。どんな事前の配慮が必要か。教室

す。より緻密な実態把握、効果的支援方法につ

の中の環境整備、トラブル時にどんな対応をし

いて、どんな支援が必要なのか探るためには、

たらよいのか、などです。それまでの担任の先

専門機関、医療、大学の助言が必要だと考えて

生方も大変熱心に取り組まれていました。また

います。

医療との連携もありましたが、継続的な課題が
いくつも残っていました。こうした課題に対し、

では、具体的な事例をもとに、連携の取り組

保護者、学校だけでは、限界があると感じ、専

みを報告します。事例については、先程報告が

門機関の具体的助言や支援が必要であると、保

あったＤ児についてです。衝動性、こだわりも

護者と一致しました。そこで考えられる連携先

強い高学年のお子さんです。衝動性の強い行動

ですが、学校と家庭、その先の相談機関はすぐ

ですが、例えば突然ろうかを走り出すというこ

に思い浮かびませんでした。たまたま２年前、

とがあります。ただ走るだけでなく、過去の自

ダンボの活動が始まるという通知が配られ、保

分の思い出や運動会、テレビのヒーローをイメ

護者の方も関心があり、連携してみようという

ージして、それにあわせて、声を出しながら走

ことで話が進みました。医療については、この

ります。教室や廊下の掲示物をさわったり、勝

年の本校の校医さんが、児童心理専門でした。

手に持っていったりということもあります。ま

しかも発達障害に関して数多くの事例にかか

た教室の壁や机をたたく。手足が出ることにつ

わっていたこともあり、その先生に初年度から

いては、トラブル時だけでなく、会った人の顔

年３回、１時間程度、授業参観や行動観察をし

をなでたり、授業中では、となりの子にちょっ

て頂いき、相談やアドバイスをしてもらいまし

かいを出したりすることもあります。友達、先

た。衝動性が強いということで、服薬を検討し

生の顔、髪の毛、体に触れます。社交的ですが

たり、薬の見直しの助言をしていただいたりし

言葉より、先に行動に出る。肩を組んだり、後

ました。このように学校と家庭、ダンボ、医療

ろから飛び乗ったり、ほほをなでる様子が見ら

が連携をとって、指導に当たっていきました。

れます。こだわりの強い行動では、自分のやり
方を柔軟にかえられない。イメージがあり、そ

さて、では具体的にダンボと学校でどのよう

こが変えられない。特定の人、もの、過去のこ

な連携で取り組んだかですが、主に３つありま

とにこだわる。トラブル時に納得いくやり方を

す。１番目は、発達検査や行動観察のサポート

相手に求める。自分がトラブルを起こしたとき、

と評価です。

相手が「いいよ」と言うまで、「ゴメン」を繰

発達検査については学校でも行っています

り返し謝り続ける。相手が認めないと、お子さ

が、より多角的に、またより深く実態の把握を

んに付いていって、何度も「いいよ」と言って

するためにお願いしました。そして改めて特徴

と求める。このようなに衝動的行動やこだわり

的な事柄や課題について整理しました。また普

が出ると、周囲から当然注意される。すると感

段の実態や行動の様子を見てもらうため授業参

情むき出しで、怒り出す。そして周囲とさらに

観、行動観察をお願いしました。多いときは週

トラブルになり、悪い評価をうける。そして、

１回、半日くらい来てもらって、行動観察をお
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願いしました。

思えるようになり、ご褒美をもらえることもあ

２番目に具体的な内容の助言や支援です。

って、本人も努力していました。実際、トーク

教育支援会議、ケース会議、対象児童が関係す

ン・エコノミーを活用してみて、自分の行動が

る研究会などに参加して頂きました。発達検査

意識できるようになってきました。また次の日

やダンボの活動の様子から言えること、また発

の目標回数を確認するようになりました。毎朝、

達障害について専門的な立場から濱田先生にも

表をみて、今日は何回までかと確認する様子が

助言をいただきました。また、あとで説明しま

見られました。設定した期間、確実に回数が前

すが、学校ですぐに取り組めるような教材や開

日を下回り、目標内で収まるようになってきま

発した教材の提供も受けました。

した。これについては２週間くらいの期間、ス

３番目は情報交換です。

モールステップの目標設定が良かったかと思い

例えば対象児童が外部から支援を受けている場

ます。

合、支援内容や実態把握についての情報は保護

想定外だったが、周囲の友達からも評価を受

者を通して聞くことが多いと思います。しかし、

けました。高学年なので、表を貼ることで周囲

担任としては、直に各外部機関から情報を得た

から冷やかされないかが心配でしたが、そのお

り、逆に学校での様子を知らせたりして共通理

子さんの行動が変わったことに周りの児童が驚

解を深め、率直な意見交換をしたいという事が

き、応援してくれたり、「すごいね」「頑張って

あり、直接ダンボの担当者と何度も連絡を取り

るね」「変わったね」と評価してくれたりした

合い情報交換をしました。またダンボの活動様

ことは、その子にとっては、自信にもつながり

子に興味をもち、自分自身もダンボのスタッフ

ました。短期的には目に見える効果や成果をあ

として参加するようにしました。

げることができましたが、その一方で、継続し
て取り組み、定着させるには難しい面もありま

具体的なダンボからの助言と支援

した。一つは我慢することとご褒美の対価です。

はじめにトークンエコノミー。ここでポイン

例えば自分の我慢しなければいけないことと２

トに赤線を引いてみましたが、このお子さんに

週間後のご褒美を本人の中で比較します。心の

とっては、トークンエコノミーの自分で目標設

中で葛藤があり、ご褒美が我慢することの対価

定するのが効果的でした。例えば、廊下を走ら

に合わないと、「やめた」という感じで、衝動

ない、ということに取り組んだときは、このよ

的な行動を意識できなくなります。また目標項

うな表をダンボスタッフにつくってもらいまし

目が多くなりすぎると、すべてが守れなくなり

た。これを作るとき、本人は、「僕は走らない

ます。例えば、ろうかを走らない、机をたたか

から大丈夫。目標は一日０回。」と言ったそう

ない、など、目標がたくさんになると、自分で

です。しかし担当と話した結果、はじめは７回、

いっぱいいっぱいになり、「全部守らない」と

８回にしてみようと、このような段階表にな

いうようになります。

りました。実際に始まってみると、一日の中で
突発的に走ってしまう回数を７～８回まで押さ

次にソーシャル・ナラティブの活用です。

えようというのは本人にとって大変なことでし

先ほど詳しい説明があったかと思いますが、ポ

た。あっという間に約束の回数に達してしまい

イントは、不足している知識の充足というとこ

そうになり、実際にはこの回数では収まりそう

ろです。行動観察を学校でしたときに出てきた

にありませんでしたが、なんとかこちらも、
「今

ものの中で、他人の行動を見てトラブルが起こ

はギリギリセーフ。」「今はおまけでセーフ」と

ること、つまりやっていいこと、悪いことは、

いうように、目標の枠に収まるようにしていき

よく分かっている。きちんと手話で聞くと、き

ました。これを２週間続けて、自分が設定した

ちんと手話で説明できる。それが自分の行動に

目標以内で収まるとご褒美がもらえるシステム

なると客観視できない。相手の気持ちを理解し

になっていました。他人から言われたことでは

にくい。何をどこまでやればトラブルになるの

なく自分自身で決めたことにより、走ったとき

かが曖昧。またパーソナル・スペースが曖昧で

に注意されたことに腹をたてるのではなく、自

した。

分の走ってしまった行動自体に「しまった」と

例えば、知っている人に挨拶のとき、極端に近
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づいてしまったり、話しかけるとき、強引にこ

き。本人は取ってあげようという気持ちがあり

ちらを向くように、引っ張ってしまったり。本

ましたが、相手を強引に引き留めてトラブルに

人としては挨拶したのになぜ怒られるのか、と

なったことがありました。またこの絵は触って

トラブルになります。このような実態から具

はいけないのだから、息をふいて落としてやろ

体的な例をもとに知識の整理が必要ということ

うという、彼なりの考えも出てきました。そこ

になりました。自分の言動による相手の気持ち

で相手の気持ちを考えて、劇にして取り組みま

を本人が演じたショートストーリーをビデオで

した。もし、肩にゴミがついていたら、教えて

撮影してそれを見ながら理解させ、知識の整理

あげることがベストだと確認した。

をしました。具体的に良くない点は何か。許さ

これらをダンボのスタッフにお願いして一冊の

れる範囲はどのくらいまでなのか確認をしまし

本にしてもらった教材がこの絵です。これは、

た。このような支援の中から、知識と行動を整

今までやったことのまとめが本になっていま

理するための教材について紹介します。これら

す。Ｄ児は本や漫画がとても好きです。開くと

はダンボのスタッフが作成した物で、１つの本

場面が書かれていて、選択肢が３つあります。

やプリントになっています。

番号を選ぶと指定されたページに行きます。１

例えば腰のあたりをぶつけていたい時。痛いと

番では、挨拶をすると、挨拶がかえってきて、

感じたとします。今までは、周囲の人や場所を

うれしい、という展開。４コママンガのように

意識せず、その場でズボンを下ろしたりするこ

短く完結するようになっています。２番の展開

とがありました。本人は、痛いから確認したい

は肩を組んだときで、相手はいい気持ちはしな

気持ちが先行します。痛いところを確認するの

い、ということで、もう一回最初のページに戻

が悪いのではなく、場所、場面を考えなければ

ってみようという指示があります。３番の展開

いけないんだよということをショートストーリ

はあったとたんに走り出す。

ー、プリントで確認しました。例えばこの絵は

走り出すと先生が追いかけてさらにトラブルに

保健先生の前で、ここはオーケーだと。これ絵

なると。これを選んだら、最初に戻る、という

はトイレで、自分だけだからオーケーという確

教材です。

認です。こうした確認をすると、本人は、「な

次の教材も実際に起きたことをもとにしてスト

るほど」と感心していました。これらは分かっ

ーリー仕立てでダンボに作成してもらった教材

ているだろうと思っていたが、具体的な場面、

で、「列に並ぼう」というものです。具体的な

場所を丁寧に確認することが必要だということ

場面があり、学校で本を借りる場面です。

が、この取り組みからわかりました。

似たかたちで、登下校でバス停に並んでいる様

このプリントは人との関わりについて。この場

子。なかなか順番を守って並ぶことができない

面は髪の毛が気になることについてです。

ということがあって、このような教材を作って

すれ違うとき、どうしても女性の髪の毛が気に

もらいました。

なります。しかし、この絵を見て「我慢しなけ

バス停留所に何人か並んでいて、自分の絵があ

ればいけない」、ということはわかります。こ

り、どこに並ぶのかを貼らせて周囲の気持ちな

の絵も髪に手で触っていけないとわかります。

どを確認します。

この絵は、たまたま相手の髪が自分の肩に触れ

次は「話をしたい」ときの教材。これについて

たときに、何度も「ごめんなさい」と謝りに行

は、自分は話したいのに、振り向いてくれない

くことがありました。このことは、女性の髪に

と怒るということがありました。そこで自分の

触れたりしてはダメだという先入観が強いと感

気持ちや相手の気持ちが書いてあります。対比

じました。そこで、ソーシャル・ナラティブを

して、待ってもらったときはこういうふうな展

活用しました。髪が当たったのは、君がわざと

開になると、並行して書かれています。

ふれようとしたわけではない。君が悪いのでは

次は「廊下を歩く」

ないんだよと確認しました。すると、
「なるほど、

まず、廊下を走っていいのか、という質問。では、

先生は頭がいい。」と言っていました。また、
「ど

どうしてダメなのか、確認していきます。ぶつ

うして分かるの」という発言もありました。

かってけがをする、危ない、ころぶ、とここに

次も実際にあったことです。肩に何かついたと

は本人が書いています。
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では、走っていい具体的な場所、場面、時間が

っていきます。そのため定期的に確認をしてい

次のページに示されています。

くことが必要になります。また扱った教材が学

次は「挨拶をする」

校生活の身近なところにあることで汎化につな

人と関わるのが好きで、とても積極的なのです

げることができます。

が、かかわりを求めようとするとき、上手く言

このような取り組みにより、衝動的行動、こだ

えず、最初に「ばか」と言ってしまうことが多

わりが少なくなりました。この結果、当然、周

く見られました。

囲からの注意が少なくなり、落ち着いて行動で

具体的な場所や場面を提示し、こういうときは

きることが増えます。落ち着いて行動できるこ

何と言えばいいか、言葉で書かせて押さえてい

とで周囲とのトラブルが減っていき、周囲から

きました。

良い評価を受けるようになります。

このように知識と行動を整理するための個別指

そうすると、手足が出なくなりトラブルが少

導をダンボの活動日にお願いしました。

なくなるという好循環を生み出すことができま

知識と行動を整理するためのプリントや本の提

す。

供を受けて、教材を活用し、学校生活の中で般

このようにダンボと連携した取り組みにより、

化させていきました。

課題を解決することは難しいですが、１年前よ

月に二回のダンボの活動で何をやってもらうの

りは半年前、半年前よりは今と時間が経つにつ

かという選択は、連携の大切なポイントの一つ

れ、改善が見られるようになりました。

だと考えています。
連携の成果です
学校で取り組んだ結果

一番大きなことは、①の効果的支援による児童

これらの教材を使ったときに、人と関わるとき

の変容だと思います。

に、自分の行動を意識するようになりました。

行動の変化により、周囲からも評価され、児童

また自分の行動の間違いを指摘されたとき、話

が少しずつ自信をもち学校生活を送れるように

を聞けるようになりました。例えば、以前は自

なりました。このような好循環が個からクラス、

分がトラブルを起こしたとき、引き留められる

クラスから学年、学年から学校へと波及するこ

と、注意されることが嫌で、なかなか聞き入れ

とを願っています。

ようとしませんでした。しかし、何かをしてト

②として保護者や教員、友達の児童理解促進と

ラブルになったとき、「間違い」と強く短く手

発達障害の共通理解です。

話で表すと、すると「はっ」として、何が悪か

保護者の立場に立って考えてみるとダンボが土

ったのか、と聞き直す様子が見られるようにな

曜日に活動しているメリットはたくさんあると

り、自分の行動や周囲の状況に気づき、話が聞

思います。月二回の土曜日ということで参観し

ける体勢ができてきました。また教材を見せる

やすく、お子さんの実態を把握しやすいかと思

と、ダンボで学んだことを思い出して、反省す

います。特に最近はお父さんの参観する姿が見

るようになりました。水戸黄門の印籠のようで

られるようになってきました。

すが、視覚的に示すことで聞く体勢ができ、ト

家庭でお子さんのことを話すとき、お父さんの

ラブルになった原因について落ち着いて話がで

なかなか理解を深めるのが難しいと思います。

きるようになりました。

お父さんの参加を生み出すという意味でも、土

それから順番を待てるようになりました。詳し

曜の活動のメリットが大きいと思います。また

く言うと、待てる時間が長くなったということ

相談しやすい雰囲気がダンボにはあると思いま

です。時間は短く、周囲の声かけも必要ですが、

す。専門家に率直に思っていること、学校で話

順番を守れるようになり、自分の感情をコント

されたことについて、聞くことができます。学

ロールする力がついてきたといえます。

校の立場で考えれば、発達障害への理解が深ま

一方、相手との距離や関係は改善しつつありま

ることで担任や担当の指導を理解してもらい、

したが、自分の気持ちや衝動性が優先して、定

指導しやすくなることにもつながります。子

着が難しかったです。また教材を繰り返し使っ

どもたちの立場に立ってみれば、対象児童の特

ていくと、時間が経つにつれ、抑止力が弱くな

徴を知ることで見方が変わります。
「できない」
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という見方から「こうすればできる」という

かかります。学校の人事やダンボの学生さんが

周囲の理解は、本人はもちろんのこと、周囲の

卒業した後も継続していけるシステムづくりし

児童にとっても楽しく活動できることが増えま

なければならないと感じています。

す。こうした理解が広がることは、とても大事

また、このような外部の専門機関を積極的に使

なことです。

うという教員側の意識をこれからどんどん高め

３つ目に聴覚障害と発達障害を併せ有する外

ていく必要があります。発達障害をあわせ有す

部支援機関としての存在があり、学校が活用で

る聴覚障害児が少なくないということは問題を

きる支援機関を持っていることは、学校にとっ

教員側が意識していなければと思います。

ても大きなメリットです。大塚ろう学校が平成

②実践、教材の共有と蓄積。これについては

１８、１９年度に、ダンボから受けた専門家的

早急にやる必要があると思っています。まだま

支援については主に５つです。

だろう学校で、発達障害の具体的実践、教材は

理解促進のための研修、事例研究については、

まだまだ、蓄積が不足していると思います。す

小学部で年間を通して取り組みました。濱田先

べての教員への共通理解も始まったばかりと言

生を中心にダンボのスタッフに来て頂いて、研

えます。担任、担当の先生が変わってもすぐに

究授業や普段の様子を見て頂いた上で助言を頂

活用できたり、今後の指導にいかせたり参考に

き、小学部全体で理解を深めました。

なるような事例や教材を確認したり見たり使っ

次に発達検査の実施評価です。対象となるお子

たりすることができるようにする必要がありま

さんの実態把握や、理解の特徴をつかむ意味で

す。

有効だったかと思います。学校だけでなく、第

③大きな協力と、理解の輪。あえて「大きな」

３者的視点も導入することで細かく評価してい

と入れました。何度も言いますが、連携、協力

けると思います。それから支援を探るための行

のためには、人、時間、労力、場所を必要とし

動観察、発達検査ということについて。先ほど

ます。そして発達障害を併せ有する聴覚障害児

のＤ児についても、十分な時間をかけて課題を

の実態、支援への理解を広げていくことが大切

把握して、それに対して、具体的にこんな方法

です。人で言うと、周囲の児童、教員、保護者

や取り組みはどうですかと、いろいろな支援方

はもちろんのことダンボに関わるスタッフ、医

法や情報提供を受けました。教材にもご助言を

師も含めてです。本校では、去年から発達障害

いただきました。また今年度については、夏休

の事例について詳しい医者が校医としてきまし

み中に、ダンボに参加している児童すべての教

たが、そうでなかったら、他の医療との連携が

育支援会議が開かれました。教育支援会議につ

できたかと言うと難しかったと思います。

いてですが、まず学校が１年の初めに、教育支

また自分がダンボのスタッフとして関わるよう

援計画という計画を保護者の意見を取り入れな

になり、物も大事だと思うようになりました。

がら作っります。これには学校だけでなく、医

子どもたちが通えるところに建物があり、通っ

療などの専門機関と一緒にお子さんへの今後の

てきたときに対応できる部屋があり、必要な資

取り組みや計画について、必要に応じて会議を

材などが、すぐ取り出せたり、貸し出せたりで

行っていくことになっています。昨年度は、医

きることを考えると、ろう学校というハードは

療などの専門機関を含めての支援会議ができま

外せないと思っています。こうした大きな大き

せんでした。今年度は、夏休み中に、ダンボに

な協力と理解の輪をいかに広げていかなければ

参加している児童全員を対象にして、濱田先生

なりません。私たち教員も実践を積み重ねてい

やダンボのスタッフと共に、支援会議を開き、

かなければと思っていますし、ダンボなどの活

情報や意見交換を行うことができました。

動に関わっていかなければならないと思ってい
ます。自分がダンボに入って一番変わったのは、

最後にまとめと今後の課題ということで３つあ

まず子どもへの理解。こういう取り組みや方法

げたいと思っています。

もあるんだと、自分自身の中で見方が広がりま

①専門機関の継続的連携と積極的活用につい

した。そのあたりは、入らないとわからないも

て。今まで濱田先生や大鹿さんからも報告があ

のがあります。ぜひ、先生方に参加してもらっ

りましたが、連携には大変な人、時間、労力が

て、大きな輪を拡げていけたらと思います。
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質疑応答
【回答者】

司会

東京学芸大学准教授

東京都立葛飾盲学校教諭

荒川早月

にも幅があると思います。障害分類の幅、見方の幅が、

濵田豊彦

東京学芸大学准教授

澤

隆史

３２％という数字にも影響を与えていると思います。調

東京都立大塚ろう学校教諭

西谷裕之

査による数字だけが一人歩きするのはよくないですが、

東京学芸大学大学院連合

大鹿

調査の結果は「事実」としてとらえるべきだと思います。

綾

「事実」が「現実（真実）」かどうかは別問題ですが、調
司会／ただいまより、質疑応答の時間といたします。

査の結果として出て来た「事実」は真摯に受け止めるこ

この時間は、休憩時間に記入していただいた質問を中心

とが大切です。西谷先生の報告にもありましたが、教員

に回答していきます。まず始めは、全国アンケートにつ

の意識を高め今後の取り組みを発展させていく上で、調

いての質問です。学校ごとに数字のばらつきがあったの

査によって出て来た数字がひとつのきっかけになればと

かどうか、濵田先生に回答をお願いします。

よいかと思います。

濵田／学校ごとの集計は今回まだ出していません。昨年

司会／海外での取り組みがあったら紹介してほしいとの

度も同様の調査をしていますが、その時は学校や地域で

質問がありました。この点についてはいかがでしょうか。

ばらつきがありました。
結果として、首都圏や都市部では率が高いという傾向

澤／「発達障害」、「学習障害」、「自閉症」といった障害

がありました。それから、「発達障害を持つ子どもがい

は、
「聴覚障害」とは別の分類がなされていたと思います。

ない」という回答が、昨年はいくつかありました。「い

聴覚障害と発達障害を併せ有する子どもの認識は最近に

ない」と回答した学校の小学部在籍児数平均は小学部８

なって明確になってきましたが、アメリカ等のように統

人でした。先生の手がある程度足りているところは「い

計的分類を重視する国では、そのような子どもの割合な

ない」という回答が多いような気がします。

ど細かな数値が提示されていると思います。先ほど、
「ダ
ンボ通信」の紹介がされておりましたが。海外での取り

司会／全国調査の結果出てきた数字の解釈について、澤

組みとしても、このような子どもが存在することを広く

先生にお話を伺いたいと思います。

意識させるようないわゆる啓蒙的活動は活発になってき
ていると思います。ただ、指導方法や教材などの具体を、

澤／濵田先生から全国調査の結果が報告されましたが、

今日の報告内容にあったような形で学校の先生方に呈示

文部科学省の調査と同じ観点から分析すると３割強の子

したり共有したりするという試みは、まだまだ始まった

どもが発達障害の疑いがあるということになります。こ

ばかりです。その意味では、ダンボでの取り組みは、国

の数字を大きいと見るか小さいと見るかは、意見の分か

際的にみても先進的なものかも知れません。

れるところだと考えます。
海外、特にアメリカでの調査等をみると、聴覚障害と

司会／保護者に障害について誤解なく伝える有効な方法

発達障害様を併せ有する子どもの割合は３０％には届い

は何かという質問について、濱田先生から回答をいただ

ておらず、もっと小さい値になっています。おそらく、

きます。

アメリカを中心とした海外では、障害の分類が細分化さ
れており、日本に比べて厳密に分類等を行っていると思

濱田／保護者に誤解なく伝える有効な方法ということで

います。その意味では、日本での調査・分類の仕方は曖

したが、誤解という言葉が具体的に何をさしているのか

昧な面が残っていると言えます。濱田先生のお話にもあ

がよくわかりませんでしたので、僕なりに解釈しました。

りましたが、自閉症スペクトラム（自閉症圏）というこ

先生の見方ではこの子どもは○○という発達障害がある

とばもありますように、発達障害にも幅があります。で

のではないかと感じても、親御さんがそれを認めない、

すので、とらえ方によっては発達障害的に見えるお子

理解しないという点についてを言っているのだと思いま

さんとそうでないお子さんの同定も変わってくると思い

す。ダンボに参加されている皆さんが、自分のお子さん

ます。その辺りのことについては、これから全国調査の

についてどう思っているかは、幅があると思います。

結果に関する細かい分析を行うことで、明らかになって

聴覚障害プラス発達障害の困難ということで、「うち

くるかと思います。調査に協力いただいた先生方の見方

の子はこういう診断をもらっている」と最初から積極的
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に言う親御さんもいる。一方、本当のところはどうなの

としては重なってくる面もありますし、家庭や学校な

かわからないが、現実に、同じ学年のほかの子どもと同

どの環境との関連でも言葉の獲得への影響が考えられま

じことができるのに、計算だけがどうしても混乱してい

す。

る、あるいは、他のことについてもスムーズに学習が進

言葉の力の育成は、ろう学校での教育にとっては従来か

まないと感じている親御さんもいると思います。

ら続く重要なテーマです。これまでにも、様々なコミュ

子どもがうまくいっていない事、苦労している事につ

ニケーション手段の活用や日本語に特化した指導などに

いては、保護者の方とすぐに共有ができます。それにつ

関する実践や課題がたくさんありました。学校では様々

いて良い方法を考えましょうという事しか、ダンボでは

な工夫がなされてきましたし、ろう学校で培ってきた伝

言っていません。「あなたのお子さんは○○です。だか

統的な指導方法はとても大切で、そのような指導の在り

らやりましょう」という事は言いません。計算で困る

方はこれからも変わらずに聴覚障害教育のベースとして

のだったらそこをやりましょう、また人との関わりが苦

継続していく必要があります。濱田先生、大鹿さん、西

手ならその事について、というように。そして１、２年

谷先生の報告にもあったように、発達障害という観点か

経つと、親御さんも、うちの子には苦手分野があり、○

ら考えるというのは、ある面、発想を変えてみると言う

○障害という分類になるのではないかなどと思ってきま

か、従来からの指導方法に習熟しその技術や技法をもっ

す。発達障害のカテゴリーに入らないと支援が得られな

て言葉の指導を開始するというよりも、個々の子どもが

いわけではなく、その子に応じた支援をするという部分

今何で困っているかという具体の課題から入り、そこか

で保護者と共有できればよいのではないかと思います。

ら指導方法を考えましょうということかと思います。そ
の点では、ダンボでの実践はいわゆるろう学校での言語

司会／保護者の理解について、もう一つ質問がありまし

指導とは逆の発想と言えるのかも知れません。現時点の

た。発達障害があることを、担任サイドでは疑ってみて

課題から次のステップや方法を考える、指導の方法や教

も、それについて保護者と意見が合わない場合、どのよ

材に新しい工夫を見出していく、といった点が大きな違

うに対応しているのでしょうか。先ほど、学校との連携

いかと思います。ダンボで使っている「見せる教材」と

という内容で報告していただいた西谷先生に回答をお願

いうのは、従来からろう学校で工夫されてきたもので、

いします。

何が違うのかと聞かれると同じといえるのかもしれませ
ん。特に目新しい工夫として見えないかも知れませんが、

西谷／先ほどの例は、保護者も担当者も困っているとい

今現在の子どもの課題に即した使い方の工夫を大切にす

うケースでした。だからこそスムーズに進みました。し

るということです。課題のスモールステップを意識して、

かし、児童の実態把握や理解についてはなかなか進まな

具体的な場面や状況などを細かく設定し、見せていく

かったり、うまくいかったりすることも少なくないと思

というやり方です。今までろう学校で行われてきた、視

います。やはり信頼関係が前提になっていることであり、

覚的情報を用いて言葉の力をつけていくという点につい

日頃から丁寧な話し合いや情報提供も大事だと思ってい

て、その方法を更に細かく丁寧に構造化し、目的に併せ

ます。具体的に苦手な面をわかりやすく説明できるか、

て教材を柔軟に作り替えていくことが重視されます。こ

こんな取り組みをしたら、こういうように分かるように

の点については、これまでの言葉に関する指導と矛盾す

なったなど、普段からの積み重ねによる信頼関係をいか

るものではないと思います。見方として、具体的な場面

に築けるかが大事だと思います。

や状況などを細かく想定した上で、言葉の力を考えてい
こうということかと思います。

司会／これまで語られてきた聴覚障害と言語の問題との

「子どもの実態に即さない不安定環境での学習がどのよ

関連はどのように考えているか、また、聴覚障害の子ど

うな影響を与えるか」という点については、「不安定な

もの学び方に沿った言語環境でない、不安定な環境での

環境」の意味が多様であるかと思いますが、例えば海外

学習がどのような影響を与えるかについて、澤先生に回

から日本に来てろう学校に在籍しており、日本語がなか

答をお願いします。

なか身につかないお子さんなどが含まれるのかと思いま
す。ダンボでの実践における指導のやり方は、そういっ

澤／かなり難しい質問ですね。

たお子さんに対しても工夫次第で十分使えるものだと思

先ほど、濱田先生の報告にもあったかと思いますが、言

います。いずれにしても、聞こえないから言葉の力が身

語性ＬＤは聴覚障害と明確に区別することが難しいで

につきにくい、あるいは発達障害だから言葉の力が身に

す。聴覚障害と LD では、言語力に関する子どもの実態

つきにくいという考え方は、障害の診断上は意味のある
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ことかと思いますが、教育を行う上で厳密な区別を行う

芸大の学生は教育学部の人間なので、個人的には得意な

必要はないと思います。これは聴覚障害と発達障害、あ

学生もいますが、全体ではパソコンにそう強くありませ

るいは環境の要因などを同じものとして見なすというこ

ん。それほど専門知識がなくても、もう少し扱いやすい

とでは決してありません。個々の観点はとても重要なこ

ソフトがあるとうれしいです。例えば簡単にアニメが作

とですが、今目の前にいる子どもたちへの指導を行って

れるソフトがあったらいいなと思います。
教材を一つ作るのにも、実は結構な時間がかかりま

いくという教育的な観点からは、必ずしも峻別して考え

す。今少しずつ教材のストックをしているところです

なければならないことではないと思います。

が、似たような課題を持つ子もいるので、その子その子
司会／ダンボの活動についての質問です。支援の対象を

に合わせたマイナーチェンジをしながらも他の子にも使

小学部の子どもに限定するのはなぜか。また、現在ダン

えれば、労力的にも楽で、便利だと思います。今、工科

ボに参加しているのは１２人との事だが、今後は何人ぐ

大の学生さんは、フラッシュというソフトでアニメを作

らいを予定しているか、この２点について濵田先生に回

ってくれています。それをいただいても、私たちでは編

答をお願いします。

集したりちょっと変えたりということがなかなかできま
せん。編集しやすい機能があったら嬉しいし、ちょっと

濱田／なかなか難しい質問です。端的にいえば、我々の

した変更は頼まなくてもこちらでできるのでお互い楽に

体力がないからだと思います。

なると思います。

本当は中学部、高等部の生徒に対しても、それなりの

後はアニメの表情集があったら便利だなと思います。

課題は当然あると考えられます。アンケートの調査でも、

泣いている顔、困っている顔、悔しい顔を書き分けるの

対人的な課題については、小学部段階より中学部段階の

は意外に難しい。その辺をうまく描いているものがある

ほうがむしろ困難を覚えている率が高いという結果が出

と、子どもにも混乱なく伝わると思います。これからの

ています。人間関係が複雑になる事で、さまざまな問題

ことでは、今は作った教材を使った子ども、日付をイン

が出ているのでしょう。根本的に対人関係に問題がなか

デックスにパソコンに整理しているのですが、今後は目

った子どもでも、学習障害が重かったりすると、学習意

的別にインデックスをつけられたらもっと使いやすく、

欲を失ったり、対人関係を保つ上での意欲が失われてき

また外部への発信もしていきやすいのではと思っていま

たりします。また、性の問題などもあります。様々な課

す。

題がある事は十分予想でき、そしてそこには多くのニー
ズがあると重々分かってはいます。しかし、今の我々の

司会／西谷先生はダンボのスタッフでもありますが、こ

体力を考えた時、まず小学校段階で何がどこまでできる

の質問についていかがでしょうか。

かを整理する事が限界ではないかと思っています。
予防的関わりという話を先ほどしましたが、より効

西谷／ダンボでは集団活動も担当しています。集団活動

果的な関わりを目指すのであれば、幼稚部段階でどうい

で使っているものについては大人が考える子どもたちに

う関わりが持てるかという事を考えていく必要がありま

とってわかりやすい教材と、子どもたちが見たときに分

す。ただ、「やります」とはなかなか言いにくいのが現

かりやすいものは、若干違うかと思います。丁寧に作ら

実です。

れていて、こちらからの要望もうまく反映させています

今、大塚ろう学校は、中央ろう学校も一緒で、学習ス

が、できるだけシンプルでポイントに焦点をあてたもの

ペースの問題があります。一つの部屋で４人の子どもを

が良いと思います。大人が考えると、いろいろな動きが

指導している様子を見てもらいましたが、中には１人で

入れて楽しそうにして見せたり、色遣いも大人なりに考

１部屋が必要な子どももいます。場所の問題を考えると、

えて明るく鮮やかに作ってありますが、自分が実際に使

現在の段階では１２人以上は難しいと思っています。

ったり、指導場面や理解の様子をみていると、子どもに
一番伝えたいことは何なのか考える必要があると思いま

司会／ダンボの活動で使っている教材についての質問で

す。そういう意味で、担当と話しあって、シンプルに、

す。パソコンを使った教材について、どんな機能がある

大事なことに焦点をあてた教材が使いやすい。それと、

とよいかという事について、大鹿さんに回答をお願いし

動画で動きがあるとき、一定ではなく、ここは子どもた

ます。

ちに見てほしいというところは、スローになったり拡大
できたり、そういうところは、現場と話し合えるといい
なと思います。

大鹿／パソコンでの教材開発についてですが、私たち学
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司会／時間が少しありますので、会場から質問をい

当日お応え出来なかった質問をもとに、後日集まって座

ただきたいと思います。いかがでしょうか。

談会を行いました。その時の様子を箇条書きですが、お
伝えします。

濵田／質問がないようなので、最後に一つ付け加えたい
と思います。

【出席者】

皆さんの中には、発達障害があるかないか、もう少

東京学芸大学准教授

濵田豊彦

東京都立葛飾盲学校教諭

荒川早月

し手がかりがほしいという思いがあるかもしれません。

東京都立大塚ろう学校教諭

西谷裕之

ある検査をして数字がいくつ以上だったらＬＤであると

東京都立大塚ろう学校教諭

下谷喜美子

か、普通以下ならアスペルガーであるなどと。そのよう

東京学芸大学大学院連合

大鹿

に説明できれば、皆さんにとってもわかりやすいし、私

ＮＰＯ法人大塚クラブ理事長

濱崎久美子

綾

たちも説明しやすいと思います。でも、現実はそうなっ
てはいません。

＜子どもの評価について＞

ある時期の一度だけの検査では、ほとんど何も言う

・ダンボではＷＩＳＣ－Ⅲ、Ｋ－ＡＢＣ、絵画語彙発達

事はできません。その時の状態でどこに弱さがあるか、

検査、教研式読書力検査を主に使用。それぞれ対象児の

どういうところが強いかという事はわかりますが、それ

最も使いやすいコミュニケーション手段に合わせつつ、

が発達障害なのかどうかという事は全くわかりません。

適時文字提示も実施。手話で行う際は、回答を直接表し

経過の中で見るという視点が大事なのです。

てしまうようなものは指文字を使うなど、検査意図を逸

その経過の中で大事な事は、十分に通じる、わかる

脱しないようにしている。

配慮がなされた上で行っているかどうかという事です。
十分に通じるはず、十分にわかるはずという配慮の中で、

・「この検査でこの数値になったら、発達障害」という

他の子どもたちは学習として積み上がっていき、また行

ＨｏｗＴｏはない！むしろ「発達障害かどうか」は実際

動にも変化があるにもかかわらず、特定の子どもの、特

のところ問題ではない。その子がどんな困難を持ってい

定の場面は伸びないという事なると、それは、発達障害

るのかということが、特別な支援を行う根拠だと考えて

があるからではないかと見るのが妥当ではないでしょう

いる。全国調査の、３２％がサスペクト児であるという

か。

結果も、３２％が発達障害をもっているということでは

子どもに通じているのか、通じていないのかがわか

ない。原因は何にせよ、そういった困難を持っている児

らないような、言語的にも不安定な状態が続いているの

童が相当数いるということ。困っている子がそれだけい

であれば、そこで発達障害を診断するような事はできま

るということだと捉えている。

せん。本当の意味でその子たちを見極めるための条件整
備を我々ができているか、しっかりと診断をする時には、

・そのためにもまず、充分に伝わる、コミュニケーショ

この事が大事であると思います。参考にして下さい。

ンがとれているということが必要不可欠。その手段は手
話である子も、聴覚活用である子も、より視覚的な材料
があったほうがよい子もいる。そのような十分伝わる環
境があるにもかかわらず、ある側面が伸びない、極端に
苦手さがあるといったときに、その原因についてじっく
り検討する。伝わる環境というのは従来の聴覚障害児教
育においても、非常に本質的なこととして研究されてき
た。また、それだけ容易ではないことでもある。発達障
害を併せ有する児童への対応は、従来の聴覚障害児教育
と異なるものではなく、むしろそれをきちんと踏襲して、
さらに柔軟な対応をしていこうというものだと思う。
・聴覚障害の二次的困難として表れているものかどうか
の判断は難しい。さらに多動など行動にでやすい困難は
発見されやすいけれど、言語面や不注意の困難は見えに
くく、気づきにくい。こういったことからも判別するこ
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と自体が大事なのではなく、どのような困難を持ってい

・「発達障害がある」ということを教師として受け入れ

て、どう支援するとスムーズになるのかを探っていきた

られたのは、担当していた子どもの実態を見て。経験的

い。

なものではあるがある程度聴覚障害単一の子どものベー
スラインがあった上で、
「あれ？なんか様子が違うなあ」

・客観的なアセスメントを基本的に聴覚障害児全員に実

という実感があった。それを排除せず、受け入れたら様々

施するというシステムはどうか。そこで気になる児童に

な視点や方法が少し見えた。排除せずにいられたのは、

ついて特別な支援を行う。さらに聴覚障害児のベースデ

保護者のニーズや世の中の話題（聴児での発達障害）も

ータを全国的に共有していけたら。そうなると学校内だ

あった。

けでなく、外部との連携を活用して検査実施するほうが
時間的にもスムーズか。

・昨年の全国アンケートで「このろう学校には発達障害

⇔個人のデータとしてきちんと活用、ストックして進路

をもつ児童はいない」とした学校の多くは１学年の平均

先への引き継ぎに活用することはすべての児童に対して

人数が８人程度の少人数校。きちんと対応できれば困難

必要ではあるが、「平均値」が独り歩きして線引きに使

は表面化しないことも。一方で、卒業して社会に出た時

われるのは心配。

にどのように困難が表出されるかは心配。また、小規模
校でずっと担任が変わらなかったり、赴任したばかりの

・大塚ろう学校では「何年生の何学期にどの検査を実施

先生が１対１でずっと頑張っていたりすると子どもの見

する」というのが一応あるが、校内での周知が十分では

立てが一面的になってしまう恐れがある。担任１人の感

ないのが実態。異動などでなかなか引き継ぎし切れてい

覚ではなく、もっと共通したアセスメントがあってもい

ない。また、検査をとれる人を校内で常に確保するのは

い。例えば昨年行われた全国学力調査をうまく使うとか。

難しい。例えば、養護学校では検査をやっていたけど、
聴覚障害児を対象に実施するのは難しいなど。

＜連携について＞
・学校として連携しやすいのは、具体的に実態を（でき

・連携先としてＳＴや心理職の方も考えられる。学生ボ

れば継続的に）みてくれる所。共通認識をもって話合い

ランティア、スタッフなどに関しては「手話」に限らな

たい。例えば、医者に行ったときは子どもも緊張するの

い子どもと接する上でのコミュニケ―ション力があって

か、いつもと様子が違ってしまったりする。普段の様子

ほしい。

を見てもらえると薬の調節とかも適切になる。また、人
工内耳も含め、聴覚障害のことをよくわかっている校医

＜聴覚障害児の発達について＞

さんはありがたい存在。発達障害に関してはある程度年

・聴覚障害単一の子どもの発達の平均というものがそも

齢が大きくなってから顕在化することが多いので難しい

そもどこにあるのか。今までそれぞれの教師が様々な聴

かもしれないが、入学時に保護者がすでにいろいろな連

力、家庭環境の子どもたちを見てくる中で経験的にはあ

携先、ネットワークを持っていることも。それをちゃん

った。「この子ならこのくらいの幅で伸びるだろう」と

と受け入れる。逆に連携しづらいのは、強い先入観のあ

捉えてきたが、逆に言うと教科学年による評価観点も大

るところ。発達障害が「ある」としても「ない」としても、

きく、長いスパンで見通せてきたのか。もしかしたら方

共通認識が持ちづらい。大事なのは原因に限らず困難が

法や視点を変えたらもっと伸びた子もいたのかもしれな

あることに対してどうしたらいいかを話し合えること。

いという反省がある。

また、学校として問題整理ができていないと頼みづらい。
ダンボに通っている子どもが何をやっているのかわから

・「聴覚障害児のモデル」にあてはめて子どもをみてき

ない時も「連携」まで至りにくい。お互いに負担感のな

た面はあったかもしれない。「指導法」としての議論で

いところからダンボ、学校、保護者の３者がそれぞれ一

はなく、「子ども一人ひとり」について、どんな方法が

言ずつでも書いて回せるような連絡帳があったら。

いいのかを論じていきたい。診断とは別の視点でも。
・ダンボとして連携しやすいところは「困っている」と
・本当の意味での社会適応とはなんだろうか。とりあえ

ころ。先生が「いろいろやってみてるんだけど、なかな

ず「就職」「進学」はさせてきたが、その先の支援、定

かうまくいかないんだよね」と思ってくれているとダン

着状況はまだまだ課題が残る。この事実をもっと学校が

ボをうまく使ってくれる。また、困っていないというの

見ていかなくてはいけない。

はその子のできることしかやっていないという面もある
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かもしれない。例えば自閉傾向のある子でも、毎日のル

・スタッフ間の連携については、担当を固定することで

ーティンになっていること等には特に困難が表れない。

学生同士、教員スタッフそれぞれ意志疎通をはかりや

それは大事なことでもあるが、ちょっと難しいかなと

すいよう工夫している。学芸大以外の学生スタッフも増

いうことをしながら１つずつクリアして成長していくも

えてきたのでより情報共有できるような方法を徹底した

の。

い。

・年度始めに担任と打ち合わせ、目標設定できる場があ

＜その他について＞

れば（今年度の支援会議は夏休み頃実施）。また、保護

・普段の学校生活など、全体指導の中での配慮について。

者からも学校をうまく動かしてほしい。保護者同士の出

まずはその子の特徴をつかむのが第一。最もスムーズな

会いの場にもなればと思う。今まで辛い思いをすること

コミュニケーション方法、有効な情報の入れ方など。情

も多々あったと思うので「私だけじゃないんだ」と思っ

報も量が多くなると処理が難しければ、取捨選択して伝

てもらえれば。そこからネットワークもできていくだろ

えたり、伝えた後確認するようにする。注意集中が難し

う。母親だけでなく、父親の出番になるようなお楽しみ

かったりする場合は、環境を整理したり、何をするとこ

会も企画していきたい。そのためにはそれぞれの共通項、

ろかわかりやすいよう場所の工夫をしたり。学習面でも

役割意識を明確にしていかなければいけない。

補助手段を使ったり、「公式カード」を使ってもよいと
するなど、今教えるべきこと、考えさせるべきことは何

・個別の指導は本来ろう学校のなかでやるものなのでは、

なのかを吟味していってはどうか。

という質問があった。学校と連携先のそれぞれがやるべ
きこと、また両方がやって照らし合わせることを明確に

・資金面について。今年度は文科省からの研究費をもら

する必要がある。自分のところでやれるべきことをき

っていたが、委嘱も今年度で終わってしまう。来年度か

ちんとやれているのかは常に確認していかなくてはいけ

らはまた別の事業に申請しているが、まだ分からない。

ない。その上での連携。また、ろう学校内での時間外指

今後、教材費として保護者に負担をお願いする方法もあ

導に対しても人員的な問題がある。勤務としてみなされ

るか。お金をもらう分、きちんとお互いに責任をもち、

るのか、ボランティアなのか立場も曖昧。また、ろう学

こちらもより良いものを提供し、保護者にも毎回なるべ

校は１学級６人が上限だが、６人といってもその実態は

く休まず出席してもらう意識を持っていく効果もある。

様々なのが実状。中・高等部があると人員配置も融通が
ききやすい。福祉みたいに困難別に得点制で人員編成で

・教材は聞こえる子向けのものと何が違うのかという質

きるなんてのも面白いアイデアかも。

問について。まず教材自体のアレンジの前に、しっかり
通じることが重要。その上で、動画や絵など視覚的にわ

・ダンボは現在、小６で卒業にしている。でも実際は中

かりやすいような工夫をしたり、伝えたいことに的を絞

学生になったら困難がなくなるというものではない。む

れるようにことばや情報を選択することも。

しろ中学生特有の困難が出てくることが予想されるが、
スタッフや教室等の資源がまだまだ十分ではないため全

・２年間を通じて、きれいにまとめることは難しいとい

てを受け入れきれないのが現状。毎回というのは難しい

うことが見えてきた。でも、「難しい」のままでは終わ

が、ＯＢを呼んでのお楽しみ会を企画して、ＯＢにとっ

れない。典型例やパターンは出していきたい。教師が参

てはお兄さん、お姉さんになれる機会、小学生や保護者

考にできるような事例集や課題別にインデックスした教

にとっては将来を見通す機会を作っていきたい。また、

材集にまとめていけたら。

ＯＢだけでなく、ダンボへの参加を考えている児童・保
護者に対してもオープンな相談窓口を設けたい。
・きこえない大人との連携について。現在スタッフには
２名聴覚障害者がいるが、保護者講座で少し話をする程
度で子どもに対して「きこえない先輩」としての交流は
主としていない。今後外部の団体や中学部等と交流して
いく機会があってもいいかも。スポーツ交流はやりやす
そう。
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２年次の報告会を終えて
学習活動ダンボ代表

東京学芸大学准教授

濵田豊彦

学習活動「ダンボ」が、文部科学省から「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」の委嘱を２年間に亘って受け、日ごろの実践の成果を報告する機会に恵まれたことは大変
ありがたいことと思っております。発達障害様の困難のある聴覚障害児の指導は２年目が終わろうとし
ている現在もなお試行錯誤の積み重ねで、指導のマニュアル化にはもう少し時間がかかりそうです。し
かし、この活動に参加・支援してくださる方たちの輪も広がり、連携も確実なものになってきました。
「ダ
ンボ」の活動が地道ではあるけれども着実に前進している証ではないかと関係の方たちに感謝する次第
です。
今年度、全国聾学校校長会にも協力いただき実施した調査では、ろう学校の通常学級在籍児の実に
32% が学習面や行動面に著しい困難を抱えているという結果が出ました。その全てが発達障害に起因
しているとは思いませんが、聴児への調査結果が 6.3%（平成 14 年文部科学省）であることからも、
これまで聴覚障害による二次障害と見なされてきた者に対して、認知や注意など発達障害の観点からも
その実態を把握し、より個々に応じた教育的支援を行うことが求められているのだと感じます。
聴覚障害児の場合、その困難が発達障害に起因したものであるかどうかを判断するためには、大切
な条件が一つあります。それは、聴覚障害ゆえに生じる困難に十分応える環境があるということです。
十分に通じ合えるコミュニケーション環境が確保されているか？聞こえなくても分かりやすい指導が実
施されているか？等ということです。この前提が曖昧なままではその困難が発達障害ゆえに生じている
とはなかなか明確には言うことはできません。そのように考えると、学習面や行動面に著しい困難を示
す児童生徒が 32% もいるという数字は、原因が何であれ重い課題を聴覚障害児教育に携わる我々に突
き付けていると言えるわけです。
ダンボの指導を通じて、障害特性に応じた教材や指導法を駆使することで、本人たちに自信を持っ
て学べる方法を身につけさせたり対人的なかかわりの整理をさせたりすることの意義を改めて感じてい
るところです。手続きを踏むことで今まで一人ではできなかった課題を解けるようになると、単に問題
が解けるだけでなく子どもはあらゆる面で意欲が向上してきます。また、対人的なトラブルも目に見え
て減少した事例もあります。しかし、子どもたちの将来を見据えた時に、子ども本人に力をつけさせる
だけでなく、同じくらい周囲の理解を得ることの大切さも感じます。
今年度の調査で全国のろう学校の 75% が発達障害の問題を重要な課題と受け止め、44% が既に研修
や外部機関との連携を開始していることが示されました。ろう学校で根付きつつある認識をより一般化
していくためには、まずろう学校の中で個々のニーズに応じた特別支援教育が十分になされる必要があ
ります。先日伺った a ろう学校では、ADHD の診断を受けている児童が在籍しているクラスには自治
体の予算で加配が認められていました。これなどは今後の特別支援学校の姿を考える上でも先駆的な取
り組みであると考えます。
今後も、一人一人の課題を丁寧に見つめ保護者の方と手を携えながら活動を続けていきたいと思い
ます。その中で、社会的な理解を広めていくことができたなら、その時こそ「ダンボ」の子どもたちが
自分の力で自由に大空を飛べる日になるのだと思います。
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謝

辞

ＮＰＯ聴覚障害教育支援大塚クラブ理事長

濱崎久美子

本日の、文部科学省受託事業、通称ダンボの学習報告会がこの様に充実して終われましたことにつ
きまして、ご参会いただきました皆様を始め、関係の皆様に心からお礼を申し上げます。
ありがとうございました。
ＮＰＯ大塚クラブでは、聴覚障害のある子どもさんの発達障害に関して、東京学芸大学の濵田先生
のご支援の下に、以前から取りかかってはおりましたが、この２年間、受託事業としての予算を頂けた
ことで、現在までとこれからを整理する機会となりました。
今後は、作成し使用してきた教材の類をさらに一般化して使えるものにすることと、得たノウハウ
を本日ご参加の皆様と共有して、子ども達のために役立てることに努力したいと考えております。
障害のある子ども達を個別の支援計画を立て、育成するためには、まず子どもの実態把握から始ま
る必要な事柄を明確にし、それぞれを関係者、つまり、保護者、学校の先生方、大学の先生や学生さん、
教材のイメージを実際に具体化して作成する方々、地域のボランティアの方々等、それぞれのお立場で
役割を分担（連携）して、の取りかかりが有効に作用します。
幸いなことに、今年からは、教材作成に東京工科大学という強力な支援者が新たに現れ、連携の輪
がさらに広がりました。
本日話題に上ったようなお子さん達のおかげで、ご参集の皆様方や私達は、いろいろ勉強し身につ
けることができました。「子ども達のおかげで学べる」というような気持で、どのお子さんにも接して
頂けると、日々、たくさんの発見と子どもへの感謝が生まれるように思っております。
本日の研究会の報告集は、３月下旬には、全国の特別支援学校には送られます。本日ご参加の方に
もお送りさせていただきます。
また、先程濵田先生のお話にもありましたが、情報交換のために、先生方との情報交換ネットワー
クを作成したいと考えています。
今後ともＮＰＯ聴覚障害教育支援大塚クラブへのご理解とご支援をお願い申し上げ、お礼の挨拶と
いたします。
皆様方、本当にありがとうございました。
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文部科学省委嘱

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

東京学芸大学准教授

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

東京学芸大学准教授

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

秋山

篤

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 19 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。

文部科学省地域活性化推進プラン

（平成 17 年 8 月認可設立）

放課後教室・土曜クラブ運営
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養成講座

(3) 子どもの健全育成を図る活動

言語指導者養成講座
(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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