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研究全体の概要と目的 

 

「９歳の峠」ということばが示すように、聴覚障害児には言語や抽象的思考において発

達に困難を示す者がいることが指摘される。しかし聴覚障害児の言語や社会性の発達は個

人差が大きく、全てが困難を示すわけではなく年齢相応の言語発達等を示す者もいる。近

年の手話や人工内耳を活用した教育においても、年齢相応の発達を遂げる群と停滞する一

群があることが明らかになっている（Greag,R 2006）。これまで聴覚障害児教育において

は言語指導が重要な領域となってきたが、停滞する一群の認知特性や注意などに関して焦

点が当てられることは我が国ではほとんどなかった。 

アメリカでは指摘があるように（ASHA 1984）、言語発達に困難を示す聴覚障害児の中

にはいわゆる発達障害（学習障害、ADHD、高機能自閉症等）を併せ持つ者が通常児以上の

高い率で一定規模でいると考えられる。しかし、発達障害ゆえの読み書きの困難や行動上

の不適応は聴覚障害によっても引き起こされることがありその鑑別に困難がある。それ故、

日本の聴覚障害児教育の130年の中で発達障害を併せ持つ事例に関する研究が行われるこ

とがなく見逃してきた課題となっていた。 

近年、人工内耳の早期からの活用が音声言語能力の獲得に有効であるとの知見がもたらされ

てきているが、その中にあって、聴力は改善したにも関わらず期待された言語力の獲得が困難な

事例についての研究が散見されるようになってきた。また、手話を聾学校幼稚部段階から積極的

に導入するようになり、手話コミュニケーションの能力から見て書記言語の習得が極端に遅れる

事例について発達障害の可能性について我々は報告を行ってきた。しかしながら、教育現場の

理解はまだ十分とは言い難い。 

そこで、本研究では以下の４点を柱として、研究を進めていくこととした。 

１）聴覚障害児の中にいわゆる発達障害を併せ持つ子どもが、どのくらいの比率で存在

し、現在どのような教育支援を受けているのかについて、聾学校だけでなく難聴学

級も含め全国の実態を明らかにすることを第一の目的とした。 

２）また、１）の全国実態調査を基に、発達障害合併事例の類型化を行うと共に、各タ

イプの困難状況を明らかにすることを第二の目的とした。 

３）２）の類型化研究で得られた知見を基に、そのタイプごとの典型事例を抽出し継続

的な教育支援による効果と変容をまとめることを第三の目的とした。 
４）発達障害をともなう聴覚障害児への早期介入を目的に聴覚障害児の音韻意識の発達

との関連から、発達障害様の困難事例の抽出を試みることを第４の目的とした。 

 
本報告書は平成 19 年～21 年度の成果を示したものである。研究を実施するにあたり、 
多くの子どもたち先生方に協力をいただいた。ここに感謝申し上げます。 
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研究１ 

ろう学校における発達障害を合併する聴覚障害児に関する調査 

－単純集計－ 

           

濵田豊彦（東京学芸大学特別支援科学講座） 

大鹿綾（東京学芸大学大学院連合） 

 

目的 

文部科学省(2002)が実施した全国実態調査１）を用いて全国ろう学校の小中学部に在籍す

る聴覚障害児を対象に実態調査を行う。そして、全国聾学校幼稚部、小学部、中学部を対

象とし、発達障害のある聴覚障害児の割合を検討すること及び、彼らに対する支援体制の

現状についても明らかにすることを目的とした。 

 

方法 

アンケート調査及びスクリーニングテストを郵送で依頼した。調査は、学校としての取

り組みについてたずねた学校用アンケート（各校１部）と、６歳児の実態を教師の印象か

らたずねた幼稚部用アンケート（６歳児学級に各１部）、小学部と中学部にはスクリーニン

グテストからなるものであった(巻末資料参照)。 

スクリーニングテストには文部科学省(2002)が通常小･中学校を対象に実施した｢通常の

学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査｣を聴覚障

害児にも妥当に使用できるよう変更したもの(以下、チェックリスト)を用いた。具体的に

は｢聞く｣に関する項目に｢最も使いやすいコミュニケーション手段で｣と追記し、その他は

文部科学省調査と同様の手続きで実施、採点した。項目は大きく学習面と行動面に分かれ

ており、学習面は｢聞く｣｢話す｣｢読む｣｢書く｣｢計算する｣｢推論する｣の 6 領域から、行動面

は｢不注意｣｢多動性－衝動性｣に関するものと｢対人関係やこだわり等｣に関するものからな

っている。重複学級を除く児童生徒全員に対し 1 人 1 部ずつ、担任、もしくはそれに準ず

る者がなるべく複数人で相談して付けるよう依頼した。 

 

結果１：発達障害合併児に対する学校としての取り組みについて 

90 校より回答があり、回収率は 85.7％であった。「取り組みを始めている」としたの

は 90 校中 39 校(43％)「重要な課題とは認識しているが、具体的にはこれから」としたの

は 28 校(31％)であった。「課題となっていない」としたのは 20 校(22％)、未記入は 3 校 (3

％)であった(図１)。 

「取り組みを始めている」「重要な課題として認識している」を合わせると 74％の聾
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学校で発達障害に対する認識が見られた。このことから聾学校の中でも発達障害のある聴

覚障害児への理解・支援が広まりつつあることが示唆された。 

 
図 1 学校の取り組みの有無について 

 

②取り組みを始めているとした 39 校の取り組み内容は何か 

 

 

図２ 学校としての取り組み 

 

すでに始めている取り組みとしては、「校内研修」、「医療との連携」、「校外研修」が上

位を占めた。まず、「発達障害とはどういうことか」について学ぶ場を用意することが多い

ようである。また、医療連携先では校医以外が 14 校、校医(精神科等)と校医以外両方とが

5 校であった。精神科等の校医がいるところは少なく、他の発達について専門的な医療と

連携をとることが多い様子がうかがわれた。その他にも、授業者以外の人員を配置するな

ど通常の枠組みを超えた柔軟な体制作りもみられた。 
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③ADHD や高機能自閉症の児童・生徒を重複学級で対応(在籍)しているか 

「している」と回答した学校が 90 校中 13 校(14％)、児童・生徒数では 15 名であった。

重複学級の設置の実態がが自治体によって異なることも影響して可能性があった。 

 

結果２：幼稚部（6歳児クラス）用のアンケートについて 

 

ろう学校幼稚部 5 歳児学級（115 学級）の 400 名を対象に集計を行った 

 

①明らかな重複障害児（著しい肢体不自由や２年以上の遅れ）はいるか 

「いる」と回答した学級が 37 学級(32％)で、幼児の数としては 50 名(13％)であった。 

 

② ①の明らかな重複児を除き、発達障害があると感じる幼児はいるか。また、その行動

はどのようなものか。 

「いる」と回答した学級が 42 学級(37％)で(図３－１)であり、幼児の数は 350 名中 56

名(16％)(図３－２)であった。 

 

図３－１学級に発達障害があると感じる幼児はいるか     図３－２発達障害様の困難を示す幼児 

これら 56 人の幼児に見られる行動、困難を図４に示した。その結果、困難の特徴とし

ては、聴こえの状態に比して新しい言葉がなかなか定着しない場合を指す「言葉の定着」

が最も多く、次いで着席していても姿勢が保てない等の「姿勢」、衝動性が強くて「順番が

待てない」、「こだわり」が強い、手足をそわそわ動かしたりして「落ち着き」がないなど、

行動面での困難が見られた。 
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図４ 幼児の行動で目立つもの 

 

③ ②に該当する幼児の小学部等へ引き継ぎについて(以下の選択肢から複数回答)     

１．個別の教育支援計画の活用  ２．引継ぎに関する会議等(公式の形) 

３．非公式な形(職員室等での会話の中で、電話や手紙など)  

４．特に予定はない  ５．その他 

 

図５ 小学部への引き継ぎ予定 

 

校内での公的な会議や個別支援計画を活用した引き継ぎが多かった。なお、その他に記

述のあったものとしては、事前の相互公開授業、授業研究会などであった。 

 

結果３：小・中学校用アンケートの結果 
本調査では、文部科学省(2002)が通常小中学校を対象に実施した、「通常の学級に在籍す

る特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」を聴覚障害児にも妥当
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に使用できるよう変更した。具体的には「聞く」に関する項目を「最も使いやすいコミュ

ニケーション手段」とした。そして同様の手続きで実施した。 

質問項目は大きく学習面と行動面に分かれており、行動面はさらに「不注意」「多動性

－衝動性」に関するものと「対人関係やこだわり等」に関するものに分かれている。学習

面は「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」の 6 領域からなっており、

例えば「聞く」は「話し合いが難しい(話し合いの流れが理解できず、ついていけない)」、

「話す」は「思いいつくまま話すなど、筋道の通った話をするのが難しい」、「読む」は「音

読が遅い」、「書く」は「独特の筆順で書く」などである「不注意」「多動性－衝動性」では

「学校での勉強で、細かいところまで注意を払わなかったり、不注意な間違いをしたりす

る」、「質問が終わらないうちに出し抜けに答えてしまう」など、また「対人関係やこだわ

り等」では「特定の分野の知識を蓄えているが、丸暗記であり、意味をきちんとは理解し

ていない」などが質問項目であった。 

なお、本報告では判定基準も聴児での調査（文部科学省 2002）に準じ、著しい困難のあ

る児童の割合を算出した。 

 

＜小 学 部＞ 

全回答数は 1410 名分(全国単一障害小学部在籍児童 1754 名の内 80.3%)で、その内単一

障害学級に在籍するものの、明らかな重複障害児である者(133 名)、家庭での言語環境が

外国語である者、それまで聴覚障害児教育を受けたことのない小学１･２年生、チェックリ

ストに欠損データのあった者の計 370 名を割合を出す際の母数から除き、1040 名(1754

名中 59.2%、1410 名中 73.8%)を分析対象とした。 

 

児童の実態について 

１）コミュニケーション手段 

 子ども同士や教師との会話での、最もよく使う手段、次に使う手段について質問した(図

６)。その結果、手話や口話(読話含む)が上位を占めた。なお、その他では指文字のみ、絵

や文字、発声などが挙げられた。      
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図６ 児童のコミュニケーション手段 

 

２）聴力レベル 

 対象児の良耳の聴力レベルを図７に示した。100～110 ㏈の者が最も多く、271 名 

(26.1%)で、90～110 ㏈の者で 47.2%とほぼ半数を占めた。また、人工内耳装用児は 155

名 (14.9%)であった。 

 

図７ 児童の良耳聴力レベル 

 

学習面での著しい困難 

学習面で著しい困難を示す児童は 1040 名中、326 名(31.2%)であった。6 領域それぞれ

で特に困難があるとしてカウントされた人数は、｢聞く｣領域で 126 名(12.1%)、｢話す｣領
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域で 119 名(11.4%)、｢読む｣領域で 146 名(14.0%)、｢書く｣領域で 107 名(10.3%)、｢計算す

る｣領域で 173 名(16.6%)、｢推論する｣領域で 105 名(10.1%)であった(図８)。聴覚障害ゆえ

の二次障害として生じやすいことが予想される｢聞く｣｢話す｣｢読む｣｢書く｣よりも｢計算す

る｣で困難を示すとする回答が多かった。 

 

図８ 学習面で著しい困難を示す児童の困難 

 

 

「不注意」、「多動性‐衝動性」での著しい困難 

｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣のいずれかに著しい困難を示す児童は 96 名であり、単一

障害学級在籍児童の 9.2%であった。また、それぞれの領域で特に困難があるとしてカウン

トされた人数は、｢不注意｣領域のみで著しい困難を示すとされた者が 57 名(5.5%)と最も

多く、｢多動性-衝動性｣領域のみでは 13 名(1.2%)、両領域で著しい困難を示すとされた者

は 26 名(2.5%)であった。｢多動性－衝動性｣よりも｢不注意｣の項目で特に困難を示す児童

が多かった(表１)。 

表１ 「不注意」、「多動性‐衝動性」に著しい困難を示す児童(小学部) 

「不注意」領域のみ 57 名(5.5％) 

「多動・衝動性」領域のみ 13 名(1.2％) 

両領域 26 名(2.5％) 

 

 

「対人関係やこだわり等」での著しい困難 

｢対人関係やこだわり等｣に著しい困難を示す児童は 43 名で、単一障害学級在籍児童の

126 
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4.1%であった。  

 

「行動面」での著しい困難 

 以上より、行動面での困難を示す｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣、｢対人関係やこだわり等｣

を比較すると図９のようになった。なお、｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣の人数は両領域に

当てはまる者も含めて算出したものである。小学部段階では｢不注意｣に困難を示す児童が

83 名(8.0%)と最も多かった。次いで｢対人関係やこだわり等｣の該当児が 43 名(4.1%)、｢多

動性－衝動性｣の該当児が 39 名(3.7%)であった。 

 
※｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣の人数は両領域に当てはまる者も含めて算出した 

図９ 「行動面」での著しい困難を示す児童の特徴 

 

 

発達障害の有無の印象 

 チェックリストを実施した後、対象児童に発達障害があるように感じるかどうかを質問

した。結果、｢あるように感じる｣としたものが 183 名(17.6%)、｢ないと感じる｣としたも

のが 826 名(79.3%)、 未記入(｢判断できない｣)であったのが 32 名(3.1%) であった(表２)。 

 

表２ 発達障害の有無の印象(小学部) 

「児童に発達障害があるように感じる」 183 名(17.6％) 

「ないと感じる」 826 名(79.3％) 

「判断できない」、未記入 32 名(3.1％) 

 

 

発達障害が疑われた児童に関して 

以上が単一障害学級全児童を対象とした、チェックリスト等による著しい困難を示す児
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童の集計結果であった。これ以降はチェックリストを実施した上で、「発達障害があるよう

に感じる」とされた児童に関して印象や支援状況について質問したものである。 

 

発達障害があるかもしれないと感じ始めた時期 

 

 

図 10 いつ発達障害を感じ始めたか(小学部) 

前担任から引き継いでいたと答えたのが 99 名(55.6％)で最も多く、次いで担当して直後

からと答えたものが多かった。 

 

どのような様子から発達障害を疑ったか 

自由記述による回答を、小学部 1－3 年生（88 文）と 4－6 年生（97 文）で分けて整理

した。各文をテキスト分類ソフト（Just-system「Mining Assistant」）で分類し、信頼度

50％以上で全文の 10％以上の文になるものを整理すると、1－3 年生の代表語彙は、「言葉」

「不注意」「集団活動」となった２）。具体例としては「言葉：言葉を理解したり、言葉で思

考することが困難。言葉の定着が困難」「不注意：じっとしていられない。忘れ物が多い」

「集団活動：集団活動の場での落ち着きのなさ。やりたくない時は泣く」等が挙げられた。 

一方 4－6 年生では、代表語彙として「手話・日本語」「認知」「衝動性」が挙げられた。

具体的記述には「手話・日本語：手話日本語含め言葉の学習が難しい。遅れはないが言語

力（手話も日本語も）が伸びない」「認知：図形や空間の認知が弱い」「衝動性：衝動的で

落ち着いて座っていられない。気が散りやすく集中できない」となり、1－3 年生に比べる
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と学習場面で生じる課題が顕在化すると取れる。 

 

連携について 

発達障害からくるニーズに対して専門機関との連携があるかとの問いに対して「連携し

ている」としたのは 28 名(15％)、「特に連携していない」としたのは 159 名(85％)であっ

た。 

連携先としては医療機関、大学、療育センター、児童相談所、教育相談センターなどが

挙げられた。連携の具体的な内容としては「具体的な指導方法へのアドバイス」が最も多

く 19 件、「診断・評価」が 15 件であった(図 11)。（複数回答） 

 

 

図 11 連携の内容(小学部) 

 

＜中 学 部＞ 

中学部設置校は 89校で、その内 70校(78.7%)から回答があった。全回答数は 873名分(全

国単一障害中学部在籍生徒 1092名の内 79.9%)で、その内単一障害学級に在籍するものの、

明らかな重複障害児である者(46 名)、家庭での言語環境が外国語である者、チェックリス

トに欠損データのあった者の計 183 名を割合を出す際の母数から除き、690 名(1092 名中

63.2%、873 名中 79.0%)を分析対象とした。 

 

生徒の実態について 

１）コミュニケーション手段 
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 生徒同士や教師との会話などで最もよく使うコミュニケーション手段、及び次によく使

うコミュニケーション手段について聞いた(図 12)。最もよく使う手段では｢手話｣が多くな

り、次いで｢口話(読話含む)｣であり、これは小学部と同様の傾向であった。次によく使う

手段では｢口話(読話含む)｣が最も多く、次いで｢手話｣であった。 

 

図 12 生徒のコミュニケーション手段 

 

２）聴力レベル 

実施生徒の良耳における平均聴力レベルを求めた(図 13)。100～110㏈の者が最も多く、

32.6%(225 名)で、90～110 ㏈の者と合わせると半数以上を占めた。また、人工内耳装用児

は 5.7%(39 名)で、小学部(14.9%)に比して少なかった。 

 

図 13 生徒の良耳聴力レベル 

学習面での著しい困難 

学習面で著しい困難を示す生徒は 690 名中、192 名であり、単一障害学級在籍生徒の

27.8%であった。また、6 領域ごとに特に困難があるとしてカウントされた人数は、｢聞く｣

領域で 68 名(9.9%)、｢話す｣領域で 45 名(6.5%)、｢読む｣領域で 46 名(6.7%)、｢書く｣領域

で 43 名(6.2%)、｢計算する｣領域で 112 名(16.2%)、｢推論する｣領域で 73 名(10.6%)であっ

た(図 14)。小学部と同様、｢計算する｣で困難を示すとする回答が最も多かった。次に多か

ったのは｢推論する｣に困難を示すものであり、小学部とは異なる傾向であった。 
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図 14 学習面で著しい困難を示す生徒の特徴 

 

「不注意」、「多動性‐衝動性」での著しい困難 

｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣に著しい困難を示す生徒は 60 名(8.7%)であった。また、

それぞれの領域で特に困難があるとしてカウントされた人数は｢不注意｣領域のみで著しい

困難を示すとされた者は 48 名(7.0%)、｢多動性－衝動性｣領域のみでは 2 名(0.3%)、両領域

で著しい困難を示すとされた者は 10 名(1.4%)であった(表３)。小学部と同様、｢多動性－

衝動性｣よりも｢不注意｣の項目で特に困難を示す生徒が多かったが、一方でどの領域におい

ても該当人数は減少していた。 

 

表３ 「不注意」、「多動性‐衝動性」に著しい困難を示す生徒の特徴 

「不注意」領域のみ 48 名(7.0％) 

「多動－衝動性」領域のみ 2 名(0.3％) 

両領域 10 名(1.4％) 

            

 

「対人関係」や「こだわり等」での著しい困難 

｢対人関係やこだわり等｣に著しい困難を示す生徒は 36 名であり、単一障害学級在籍児

生徒の 5.2%であった。 

 

「行動面」での著しい困難 
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 以上より、行動面での困難を示す｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣、｢対人関係やこだわり等｣

を比較すると図 15 のようになった。なお、｢不注意｣(58 名、8.4%)、｢多動性－衝動性｣(12

名、1.7%)の人数は両領域に当てはまる者も含めて算出したものである。 

中学部段階になると｢多動性－衝動性｣の困難は落ち着く傾向にある(小学部 3.7%)が、一

方で｢対人関係やこだわり等｣(36 名、5.2%)に困難を示す生徒は増加傾向(小学部 4.1%)にあ

った。 

 

図 15 「行動面」での著しい困難を示す生徒の特徴 

 

発達障害の有無の印象 

チェックリストを実施した後、対象生徒に発達障害があるように感じるかどうかを質問

した。結果、｢あるように感じる｣としたものが 104 名(15.1%)であり、小学部より若干減

少したものの同程度であった。また、｢ないと感じる｣としたものが 566 名(82.0%) 、未記

入(｢判断できない｣)であったのが 20 名(2.9%)であった 

 

表４ 発達障害の有無の印象(中学部) 

「生徒に発達障害があるように感じる」 104 名(15.1％) 

「ないと感じる」 566 名(82.0％) 

「判断できない」、未記入 20 名(2.9％) 

 

 

発達障害が疑われた生徒に関して 

以上が中学部の通常学級全生徒を対象とした、チェックリスト等による著しい困難を示

す生徒の集計結果であった。これ以降はチェックリストを実施した上で、「発達障害がある

58

12

36

不注意 多動性－衝動性 対人関係やこだわり等

(

人) 



14 

 

ように感じる」とされた生徒に関して印象や支援状況について質問したものである。 

 

発達障害があるかもしれないと感じ始めた時期 

 
図 16 いつ発達障害を感じ始めたか(中学部) 

⇒前担任から引き継いでいたと答えたのが 52 名で最も多く、次いで担当して直後からと

答えたものが多かった(図 16)。 

 

どのような様子から発達障害を疑ったか 

自由記述による回答（111 文）を、小学部と同様の手続きでテキスト分類ソフト

（Just-system「Mining Assistant」）で分類した。その結果、代表語彙として「言葉・文

章」「数学」「（他人の）気持ち」が挙げられた。記述例としては、「言葉・文章：文章が書

けない。ことばが覚えられない」「数学：何度学習しても数学の理解が難しい」「（他人の）

気持ち：冗談を本気で受け取る。相手の気持ちを考えられない」があった。生徒間の対人

場面での課題が代表語彙となるのが中学部での特徴であった。 

 

連携について 

発達障害からくるニーズに対して専門機関との連携があるかとの問いに対して「連携し

ている」としたのは 12 名(10.9％)、「特に連携していない」としたのは 99 名(89.2％)であ

った。 

連携先としては医療機関、大学、療育センター、校内の特別教育支援部などが挙げられ
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た。連携の具体的な内容としては「診断・評価」が最も多く 12 件、「具体的な指導方法へ

のアドバイス」が 15 件であった(図 17)。（複数回答）小学部段階に比べ、診断や評価によ

る連携の割合が増えた。 

 

 

図 17 連携の内容(中学部) 

 

 

＜小・中学部を合わせた特徴について＞ 

１）聴児における調査結果との比較 

文部科学省(2002)が聴児(小学校と中学校)を対象に実施した原案調査では、学習面か行

動面で著しい困難を示す児童は 6.3％と言われている。今回の聴覚障害児を対象にした調

査では 33.4％となり、聴児の 5.3 倍の割合となった。学習面のみの困難では聴児の 6.6 倍

にあたる 29.9％、「不注意」又は「多動性－衝動性」に著しい困難があるのは聴児の 3.6

倍にあたる 9.0％、「対人関係やこだわり等」では聴児の 5.8 倍に当たる 4.6％となった（表

５）。 

あくまで発達障害様の困難のある児童・生徒の割合であり、このすべてに発達障害があ

るかは個々のケースを詳細に観察、評価する必要があるものの、何らかの項目で困難を示

す児童生徒が約１/3 おり、どの項目においても聴児と比較してより高い割合で困難を示す

ものが存在した。 

12

5

6

5

1

2

0

2

4

6

8

10

12

14

(

人) 



16 

 

 

表５ 小・中学部合算と聴児との比較 

 

２）３領域の困難の関係 

 学習面、行動面それぞれの関係をみると、図 18 のようになった。「学習面」の困難のみ

が 378 名、「不注意」又は「多動性－衝動性」のみの困難が 35 名、「対人関係やこだわり

等」のみが 19 名で、３つともに著しい困難を示すものが 29 名であった。 

 聴覚障害児 

人数 

聴覚障害児 

割合 

聴児 割合

学習面か行動面で著しい困難を示す ５８３人 ３３．４％ ６．３％ 

「聞く」「読む」「書く」「話す」「計算する」

「推論する」に著しい困難を示す 
５１８人 ２９．９％ ４．５％ 

「不注意」又は「多動性－衝動性」に

著しい困難を示す 
１５６人 ９.０％ ２．５％ 

「対人関係やこだわり等」に著しい困

難を示す 
７９人 ４．６％ ０．８％ 
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図１８ ３領域の関係 

 

 

３）「計算する」における困難について 

 「学習面」で小学部、中学部ともにもっとも困難とする児童が多かったのが「計算する」

であった。困難の様子をより詳細にみるため、「計算する」領域にある 5 つの質問項目ご

との回答傾向をみた(図 19)。 

２１．８％

「聞く」「読む」「書く」「話す」「推論す
る」「計算する」に著しい困難

２．０％

１．１％

「対人関係やこだわり

等」に著しい困難
「不注意」又は「多動性－衝動

性」に著しい困難 

０.３％ 

１.４％ ５．０％

１.７％ 
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図 19 「計算する」領域の回答傾向 

 

「学年相応の文章題を解くのが難しい」が最も困難を示すものが多かった。この結果は、

従来からの聾教育の経験に合致するものであり、聴覚障害の二次障害からくる言語面の弱

さの影響が示唆される。しかし、「答えを得るのにいくつかの手続きを要する問題を解くの

が難しい(四則混合の計算や 2 つの立式を必要とする計算)」が次に困難であった。これま

で、聴覚障害児は文章題に対して計算はできるとされてきたが、手続きの多い計算課題な

どでつまずく者もいることが示された。 

 

まとめと課題 

 全国の聾学校を対象に、発達障害様の困難のある聴覚障害児の実態調査を行った。その

結果、彼らに対して学校全体として重要な課題として受け止めているところが、74％あり

また実際に研修等取り組んでいるところも 43％に上った。このことから、発達障害する認

識は聾学校の中にも広がってきていることが示唆された。 

また、文部科学省調査をベースにした調査の結果は、小中学部の 33.4％に発達障害様の

困難のある児童生徒がいることが示された。33.4％という数は聴児の 6.3％よりもはるか

に大きかった。この値は医学的診断に基づくものではないし、また聴覚障害のためにもた

らされる二次的困難（言語獲得の遅れや、コミュニケーションが取れないことから生じる

多様な集団への参加の制限など）から起因している困難を多分に含んでいる可能性かある

３）４）と考える。発達障害を合併する聴覚障害児の実態についてはさらに研究３，４で深め
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るものとする。 

ただし、原因は何であれ学習面や行動面に著しい困難を示す児童生徒が 33.4%もいると

いう数字は、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考える。 
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研究２ 

 難聴特別支援学級･通級指導教室における全国実態調査 

 

大鹿綾（東京学芸大学大学院連合） 

        濵田豊彦（東京学芸大学特別支援科学講座） 

 

１．目的 

聴覚に障害のある児童生徒の学習の場は聾学校のみではなく、通常学校に併設される難

聴特別支援学級や難聴通級指導教室がある。そこでは聾学校と同程度の人数の児童生徒が

学んでおり、重要な聴覚障害児教育の場となっている。そこで本研究では、全国難聴特別

支援学級及び難聴通級指導教室を対象とし、研究１と同様の手続きを踏みながら、発達障

害のある聴覚障害児の割合を明らかにすることを目的とする。また、彼らに対する支援体

制の現状についても明らかにすることとする。 

 

２．方法 

２－１．対象 

 全国公立学校難聴･言語障害教育研究協議会に所属する小学校及び中学校の難聴特別支

援学級、難聴通級指導教室(小学校577校、中学校220校、聾学校31校)合わせて828校と

する。 

２－２．手続き 

平成19年 3月にアンケート調査及びスクリーニングテストを各教室･学級に郵送で依頼

した。調査は、教室及び学級を対象にした教室用アンケートと、児童生徒一人ずつを対象

にしたスクリーニングテストからなるものであった(巻末資料参照)。 

教室用アンケートは各学校に1部で、教室(学級)の設置形態、在籍難聴児数、発達障害

のある聴覚障害児に対する学級としての取り組み、今後の取り組み予定について質問した。

スクリーニングテストには、研究１と同様、文部科学省(2002)が行ったチェックリスト調

査を用いて聴覚障害児にも妥当に使用できるよう変更を加えたものを使用した。具体的な

変更点は研究１と同様であった。また、チェックリストには対象児の教育歴や言語環境、

指導形態等を質問したフェイスシートと、担任の印象や困り感、専門機関との連携等に関

する質問も加え、難聴特別支援学級、通級指導教室に在籍する聴覚障害児童生徒全員に対

し発達障害の有無に関わらず1人 1部ずつ、担任、もしくはそれに準ずる者がなるべく複

数人で相談して付けるよう依頼した。なお、以下の評価基準は文部科学省調査(2002)が聴

児を評価する際に用いたものを使用した。 
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３．結果 

３－１．集計結果 

１)学級･教室用アンケート 

 355校(42.4%)より回答があった。 

①学校種、設置形態、在籍児童生徒数等について 

 難聴特別支援学級、難聴通級指導教室 (以下、難聴学級･通級とする)の設置されている

学校種について質問した。小学校に設置されているところが262校(355校中 73.8%)、中学

校が86校(24.2%)、聾学校(聴覚特別支援学校等含む)が 7校(2.0%)であった(図１)。これ

は全国通常小学校22695校(平成 19年 5月 1日現在、文部科学省,2007)の内の1.2%、通常

中学校10955 校の内0.8%であった。中学校の方が数は少なかったが、通常学校の小中比、

及び難聴特別支援学級数をみると小学校で473学級、中学校で214学級(難聴通級指導教室

は教室数公表無し)と母数自体が半減しているため、回収率としては同程度となった。 

 

 

図１．実施校 学校種 

 

 次に、指導の形態について質問した。通級による指導のみを行っている学校が119校

(33.5%)、固定級での指導のみを行っている学校が226校(63.6%)、両方の形態で指導を行

っているところが4校(1.1%)、その他及び不明が6校(1.7%)であった。なお、その他とし

て｢巡回指導｣、｢固定学級だが実際には通級による指導｣などが挙げられていた。 

 対象としている障害種について質問した。難聴のみを対象としたところが最も多く253

校(71.3%)、難聴と言語障害を併設しているところが76校(21.4%)、難聴と言語障害以外の

障害種とを併設しているところが13校(3.7%)、その他及び不明が13校(3.7%)であった。

なお、その他の記述では2障害種以上を対象としていることが挙げられていた。 

難聴学級･通級に通う児童及び生徒の学校別人数を聞いた(図２)。なお、1校に複数学級･

教室が設置されている場合は合計数とする。 
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 実施小学校での合計人数は固定級303名(1学級あたりの平均児童数は1.8名、SD=2.1)、

通級654名(1学級あたりの平均児童数は5.7名、SD=5.1)で計 957名であった。これは全

国難聴学級･通級の在籍児2483名の 38.5%であった。固定級では1名学級が110校と最も

多く、通級では6名以上の学級が43校と最も多くなり、違いが見られた。 

 同じく、実施中学校での在籍生徒数を図３に示す。実施中学校での合計人数は固定級104

名(1学級あたりの平均生徒数は1.8名、SD=1.5)、通級96名(1学級あたりの平均生徒数は

3.1名、SD=2.3)で計 200名であった。これは全国難聴学級･通級の在籍生徒648名の 30.9%

であった。固定級では0名若しくは不明の群を除くと1名学級が34校と最も多く、通級も

同様の様子であった。中学校では難聴学級･通級数自体も1校当たりの在籍生徒数も減少す

る様子が見られた。 

 

  図２．実施校 在籍児童数(小学校)   図３．実施校 在籍生徒数(中学校) 

 

 難聴学級･通級を担当する教員の数を聞いたところ、1人の教員が担当している学校が小

学校166校(61.7%)、中学校59校(62.1%)と共に最も多かった。児童生徒の人数分布と合わ

せると、一対一での対応が最も多くなっている様子が予想された。 

②発達障害のある児童･生徒に対する学校としての取り組みの有無 

｢取り組みを始めている｣としたのは 355 校中 79 校(20.3%)、｢重要な課題とは認識して

いるが、具体的にはこれから｣としたのは 49 校(13.8%)であった。｢課題となっていない｣

としたのは 198校(55.8%)、不明は 29校 (8.2%)であった(図４)。｢取り組みを始めている｣

｢重要な課題として認識している｣を合わせると 36.1%の難聴学級･教室で発達障害に対す
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る認識が見られた。聾学校では 74.4%の学校で認識が見られたことと比較すると低い値と

なったが、「課題となっていない」とした難聴学級･教室の在籍児童生徒数を見てみると

86.4%が 1～3名の小規模校であったことから、一対一に近い状態で対応が可能であったた

め困難が顕在化しにくかったとも考えられ、今後詳細な検討が必要である。  

 

 

図４．学校の取り組みと在籍人数 

 

２)小学校スクリーニングテスト 

小学校(聾学校含む)への配布は608校で、全回答数は646名分(全国小学校難聴学級･通

級在籍児童2483名の内26.0%)で、その内明らかな重複障害児である者(47名)、家庭での

言語環境が外国語である者、それまで聴覚障害児教育を受けたことのない小学1･2年生、

チェックリストに欠損データのあった者の計194名を割合を出す際の母数から除き、452

名(2483名中 18.2%、646名中 70.0%)を分析した。なお、対象とした452名中、聾学校の通

級に通うものは17名であった。 

①プロフィール 

(1)男女比 

 452名中、男児227名(50.2%)、女児222名(49.1%)、不明3名(0.7%)であった。 

(2)学年 

 実施児童の学年を図５に示した。4年生が最も多く113名(25%)であった。1、2年生が若

干少なくなっているのは、それまで聴覚障害児教育を受けたことのないものを除外した影

響があると考える。 

 

図５．学年別人数(小学校) 
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(3)コミュニケーション手段 

子ども同士や教師との会話などで最もよく使うコミュニケーション手段、及び次によく

使うコミュニケーション手段について聞いた(図６)。最も良く使う手段はそのほとんどが

口話だった。次に良く使う手段では身振りが多かったが、記入数が少なく、ほとんどの児

童が口話のみを用いてコミュニケーションしているようだった。 

 

 

図６．コミュニケーション手段(小学校) 

 (4)良耳の聴力レベル 

実施児の良耳における平均聴力レベルを求めた(図７)。49㏈以下の者が最も多く、82

名 (18.1%)で、次いで人工内耳装用が76名(16.8%)が多かった。聾学校に比べて聴力の軽

いものが多かった一方で、90㏈以上の者も85名(18.8%)おり、広く分布していた。 

 

 

図７．良耳の平均聴力レベル(小学校) 
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 (5)家庭の言語環境 

 家庭での言語環境について聞いたところ、その91.8%(415 名)は｢両親ともに聴者(日本語

母語話者)｣であった。次に多かったのは｢両親又は一方が聴覚障害者(主に聴覚口話、キュ

ード)｣で 4.4%(20名)であり、｢両親又は一方が聴覚障害者(主に手話)｣は 1.5%(7名)であっ

た。不明は10名(2．2%)であった。なお、その他の内容としては、きょうだいが聴覚障害

であることが挙げられていた。 

②｢学習面｣での著しい困難 

学習面で著しい困難を示す児童は452名中、114名(25.2%)であった。6領域それぞれで

特に困難があるとしてカウントされた人数は、｢聞く｣領域で88名(19.5%)、｢話す｣領域で

37名(8.2%)、｢読む｣領域で36名(8.0%)、｢書く｣領域で18名(4.0%)、｢計算する｣領域で41

名(9.1%)、｢推論する｣領域で25名(5.5%)であった(図８)。｢計算する｣が最も高率であった

(16.6%)。また聾学校とは異なり、｢聞く｣領域に著しい困難を示す者が最も多くなった。次

いで｢計算する｣、｢話す｣、｢読む｣の順に高率であった。 

 

図８．｢学習面｣で著しい困難を示す児童数 

 

③｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣での著しい困難 

｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣のいずれかに著しい困難を示す児童は38名(8.4%)であっ

た。また、それぞれの領域で特に困難があるとしてカウントされた人数は｢不注意｣領域の

みで著しい困難を示すとされた者は28名(6.2%)、｢多動性-衝動性｣領域のみでは1名(0.2%)、

両領域で著しい困難を示すとされた者は9名(2.0%)であった。聾学校と同様、｢多動性－衝

動性｣よりも｢不注意｣の項目で特に困難を示す児童が多かった。 

④｢対人関係やこだわり等｣での著しい困難 

｢対人関係やこだわり等｣に著しい困難を示す児童は17名で、対象児童の3.8%であった。  

 以上より、行動面での困難を示す｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣、｢対人関係やこだわり等｣

を比較すると図９のようになった。なお、｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣の人数は両領域に

当てはまる者も含めて算出したものである。小学校の難聴学級･通級では｢不注意｣に困難を

示す児童が37名(8.2%)と最も多かった。次いで｢対人関係やこだわり等｣の該当児が17名
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(3.8%)、｢多動性－衝動性｣の該当児が10名(2.2%)であった。 

 

 

※｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣の人数は両領域に当てはまる者も含めて算出した 

図９．｢行動面｣で著しい困難を示す児童数 

  また、以上より｢学習面｣、｢行動面｣を併せて何らかの領域で著しい困難ありと判断さ

れたのは128名で、全体の28.3%であった。その内、学習面及び行動面の｢不注意｣｢多動性

－衝動性｣、｢対人関係やこだわり等｣の全領域で著しい困難ありだったものは11名(452名

中 2.4%)、学習面と｢不注意｣｢多動性－衝動性｣の 2領域で著しい困難ありだったものは15

名(3.3%)、学習面と｢対人関係やこだわり等｣で著しい困難ありだったものは3名(0.7%)、

｢不注意｣｢多動性－衝動性｣及び｢対人関係やこだわり等｣で著しい困難ありだったものは1

名(0.2%)、学習面のみで著しい困難ありだったものが最も多く85名(18.8%)、｢不注意｣｢多

動性－衝動性｣のみで著しい困難ありだったものは11名(2.4%)、｢対人関係やこだわり等｣

のみで著しい困難ありだったものは2名(0.4%)であった(図１０)。  

 

 

 

 

    

図１０．著しい困難の重なり具合(小学校) 

⑤発達障害の有無の印象 

 チェックリストを実施した後、対象児童に発達障害があるように感じるかどうかを質問

した。結果、｢あるように感じる｣としたものが107名(23.7%)、｢ないと感じる｣としたもの
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が 297名(65.7%)、 未記入(｢判断できない｣)であったのが48名(10.6%) であった。 

 

３)中学校スクリーニングテスト 

中学校(聾学校含む)への配布は251校で、全回答数は183名分(全国小学校難聴学級･通

級在籍生徒648名の内28.2%)で、その内明らかな重複障害児である者(21名)、家庭での言

語環境が外国語である者、チェックリストに欠損データのあった者の計45名を割合を出す

際の母数から除き、138名(648名中 21.3%、183名中 75.5%)を分析対象とした。なお、138

名中、聾学校の通級に通うものは10名であった。 

①プロフィール 

(1)男女比  

138名の内、男児65名(47.1%)、女児72名(52.2%)、不明1名(0.7%)であった。 

 (2)学年 

 1年生35名(25.4%)、2年生 53名(38.4%)、3年生 50名(36.2%)だった。 

 (3)コミュニケーション手段 

 生徒同士や教師との会話などで最もよく使うコミュニケーション手段、及び次によく使

うコミュニケーション手段について聞いた(図１１)。最もよく使う手段では小学校と同様

｢口話(読話含む)｣が最も多くなり、次いで｢手話｣であった。これは聾学校とは異なった傾

向であった。次によく使う手段では｢手話｣が最も多く、次いで｢口話(読話含む)｣と｢その他｣

であった。｢その他｣についての記述としては｢筆談｣を挙げたものがほとんどであった。 

 

 

図１１．コミュニケーション手段(中学校) 

 

 (4)良耳の聴力レベル 

実施生徒の良耳における平均聴力レベルを求めた(図１２)。100～110㏈の者が16.7%(23

名) で最も多く、次いで70～79㏈が 13.8% (19名)であった。全体の傾向として70㏈以上

の比較的聴力の重いものが多く、70㏈以下の者の方が少なかった。これは小学校とは異な

る傾向であった。また、人工内耳装用は13.0%(18名)であった。 
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図１２．良耳の平均聴力レベル(中学部) 

(5)家庭の言語環境 

家庭での言語環境について聞いたところ、その87.0%(120 名)は｢両親ともに聴者(日本

語母語話者)｣であった。次に｢両親又は一方が聴覚障害者(主に手話)｣と｢両親又は一方が聴

覚障害者(主に聴覚口話、キュード)｣が同率で3.6%(5名)であった。なお、｢その他｣は5.8%(8

名)の内容としては、｢きょうだいが聴覚障害である｣ことが挙げられており、小学校と同様

の傾向だった。 

②｢学習面｣での著しい困難 

学習面で著しい困難を示す生徒は183名中、23名であり、難聴学級･通級在籍生徒の

16.7%であった。また、6領域ごとに特に困難があるとしてカウントされた人数は、｢聞く｣

領域で15名(10.9%)、｢話す｣領域で10名(7.2%)、｢読む｣領域で7名(5.1%)、｢書く｣領域で

5名(3.6%)、｢計算する｣領域で8名(5.8%)、｢推論する｣領域で9名(6.5%)であった(図１３)。

｢聞く｣で著しい困難を示す者が最も多く、全体の傾向は小学校と同様であったが、｢推論す

る｣で著しい困難を示す者は小学校よりも増加していた。 

 

 

図１３．｢学習面｣で著しい困難を示す生徒数 
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③｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣での著しい困難 

｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣に著しい困難を示す生徒は6名(4.3%)であった。また、そ

れぞれの領域で特に困難があるとしてカウントされた人数は｢不注意｣領域のみで著しい困

難を示すとされた者が5名(3.6%)、｢多動性－衝動性｣領域のみでは0名(0%)、両領域で著

しい困難を示すとされた者は1名(0.7%)であった。小学校と同様、｢多動性－衝動性｣より

も｢不注意｣の項目で特に困難を示す生徒が多かったが、一方でどの領域においても該当人

数は減少していた。            

④｢対人関係｣や｢こだわり等｣での著しい困難 

｢対人関係やこだわり等｣に著しい困難を示す生徒は4名(2.9%)であった。 

 以上より、行動面での困難を示す｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣、｢対人関係やこだわり等｣

を比較すると図１４のようになった。なお、｢不注意｣(6名、4.3%)、｢多動性－衝動性｣(1

名、0.7%)の人数は両領域に当てはまる者も含めて算出したものである。中学校では行動面

の問題は全面的に落ち着いていく様子が見られた。 

 

※｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣の人数は両領域に当てはまる者も含めて算出した 

図１４．｢行動面｣での著しい困難を示す生徒の特徴 

 

また、以上より｢学習面｣、｢行動面｣を併せて何らかの領域で著しい困難ありと判断され

たのは25名で、全体の18.1%であった。その内、学習面及び行動面の｢不注意｣｢多動性－

衝動性｣、｢対人関係やこだわり等｣の全領域で著しい困難ありだったものは1名(138名中

0.7%)、学習面と｢不注意｣｢多動性－衝動性｣の 2領域で著しい困難ありだったものは5名

(3.6%)、学習面と｢対人関係やこだわり等｣で著しい困難ありだったものは1名(0.7%)、｢不

注意｣｢多動性－衝動性｣及び｢対人関係やこだわり等｣で著しい困難ありだったものは0名

(0%)、学習面のみで著しい困難ありだったものが最も多く16名(11.6%)、｢不注意｣｢多動性

－衝動性｣のみで著しい困難ありだったものは0名(2.5%)、｢対人関係やこだわり等｣のみで

著しい困難ありだったものは2名(1.4%)であった(図１５)。  
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図１５．著しい困難の重なり具合(中学校) 

 

⑤発達障害の有無の印象 

チェックリストを実施した後、対象生徒に発達障害があるように感じるかどうかを質問

した。結果、｢あるように感じる｣としたものが20名(14.5%)であり、小学校より若干減少

したものの同程度であった。また、｢ないと感じる｣としたものが103名(74.6%) 、未記入

(｢判断できない｣含む)であったのが15名(10.9%)であった。 

以上、小学校及び中学校での著しい困難のあった者の割合を整理すると図１６のように

なった。 

 ｢学習面｣の合計は中学校で8.5%減少し、各項目では特に｢聞く｣での減少が著しかった

(8.6%減少)。これらはカイ二乗検定の結果、｢学習面｣でｐ=.02、｢聞く｣で p=.02となり、

5%水準で有意な差であった。一方、有意な差ではないものの｢推論する｣だけが1%増加

(p=.66)した。なお、小学校中学校共に｢聞く｣が最も高率であり、聾学校とは異なった傾向

であった。 

 ｢不注意｣｢多動性－衝動性｣の合計では中学校で4.1%減少したものの有意な差ではなか

った(p=.11)。その内訳をみると、小学校中学校共に｢不注意｣が多く、また｢不注意｣｢多動

性－衝動性｣とも中学校になると減少が見られた。また、｢対人関係やこだわり等｣では、中

学校で0.9%減少(p=.63)した。 

 全領域の合計では中学校で10.2%減少し、p=.017(<.05)で有意差が見られた。教員の印

象でも小学校の方が8.6%多く(p=.022)、有意差が見られた。また、全領域の合計と印象を

比較してみると小学校中学校共に印象の方が少なかったが、その差(小学校:4.6%、中学

校:3%)は聾学校よりも縮まっていた。 
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 また、チェックリストの対象からは除外した、明らかな重複障害児を足すと、聴覚障害

に何らかの困難を併せ有する者は小学校で38.7%、中学校で33.3%となった。 

 

 

※カイ二乗検定の結果、小学校と中学校の間に有意差のあったものに｢＊｣を付けた 

図１６．小学校と中学校の比較 

 

３－２．聴力との関係 

 良耳平均聴力と著しい困難との関係をみるために、クロス集計を行い、Pearson のカイ

二乗検定を行った。なお、聾学校よりも聴力が軽度の者が多かったこと及び母数が少なか

ったことから聴力群の区切りを大きくし、59㏈以下群、60～89㏈群、90㏈以上群とした。 

１)小学校 

全領域を合わせて、何らかの領域で著しい困難ありとされた者と困難なしとされた者の

各聴力群の比率の差を比べるためにカイ二乗検定を行った。結果、p=0.06(>.05)で有意差

は見られなかった。 

詳細を見るために、学習面で著しい困難ありとされた者と困難なしとされた者の各聴力

群の比率をみた。カイ二乗検定の結果、p=0.04(>.05)で有意差があった。どの聴力群間に

差があるのかをみるために残差分析を行ったところ、人工内耳群において著しい困難あり

とされた者が期待値より多く(p<.05)、59㏈以下群において著しい困難ありとされた者が

期待値より少なかった(p<.01)。なお、人工内耳装用児の装用期間の平均は4.5年間

(SD=2.1)だった。 
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者の各聴力群の比率を比べた。カイ二乗検定の結果、p=0.54(>.05)で有意差は見られなか

った。 

次いで、行動面の｢対人関係やこだわり等｣で著しい困難ありとされた者と困難なしとさ

れた者の各聴力群の比率をカイ二乗検定した結果、p=0.56(>.05)で有意差は見られなかっ

た。 

以上より、小学校においては｢学習面｣の著しい困難と聴力にのみ有意な関連が見られた。 

２)中学校 

全領域を合わせて、何らかの領域で著しい困難ありとされた者と困難なしとされた者の

各聴力群の比率の差をみた。カイ二乗検定の結果、p=0.01(<.05)で有意差があった。どの

聴力群に差があるのかをみるために、残差分析を行ったところ、人工内耳群において著し

い困難ありとする者が期待値よりも多かった(p<.01)。なお、人工内耳装用期間の平均は

6.9年間(SD=3.6)であった。 

詳細を検討するために、学習面で著しい困難ありとされた者と困難なしとされた者の各

聴力群の比率を比べた。カイ二乗検定の結果、p=0.05(=.05)で有意差が見られた。どの聴

力群に差があるのかをみるために、残差分析を行ったところ、人工内耳群において著しい

困難ありとする者が期待値よりも多かった(p<.01)。 

行動面の｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣で著しい困難ありとされた者と困難なしとされた

者の各聴力群の比率をみた。カイ二乗検定の結果、p=0.62(>.05)で有意差は見られなかっ

た。 

次いで、行動面の｢対人関係やこだわり等｣で著しい困難ありとされた者と困難なしとさ

れた者の各聴力群の比率を比べた。カイ二乗検定の結果、p=0.31(>.05)で有意差は見られ

なかった。 

以上より、中学校においては全領域及び｢学習面｣で著しい困難と聴力群に関係性が見ら

れた。 

 

４．考察 

４－１．発達障害のある聴覚障害児の割合について 

 本研究の結果を、同様の手続きを用いた聾学校における割合調査(研究１)の結果と比較

すると、小学校中学校共に学習面、行動面の両面でその割合は低率となり、特に中学校で

は差が大きかった(学習面:－11.1%、｢不注意｣｢多動性－衝動性｣:－4.4%、｢対人関係やこだ

わり等｣:－2.3%、全領域:－14.8%)。それぞれの内訳をみると、学習面において聾学校では

｢計算する｣に著しい困難のある者が最も多かったが、難聴学級･通級では｢聞く｣が最も多く

なり、違いが見られた。難聴学級･通級の児童生徒が最もよく使うコミュニケーション手段

をみると、口話がほとんどであった。｢聞く｣項目についても聴覚活用した場合で評価され
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ているとすると、聴覚障害ゆえの聞こえにくさから評価が低くなっているものも含まれた

ことが予想される。このことから、聴覚活用している聴覚障害児を評価する際に｢聞く｣項

目を聴児と同様に扱うことには限界があることが示唆され、今後の課題であった。また、

聾学校に在籍する者よりも、聴覚活用だけでは十分に補いきれない時に主体的に用いるこ

とができる補助手段を習得しきれていない様子も示唆された。主に聞こえる集団の中で生

活する彼らだからこそ、そのような補助手段についての支援も不可欠であると考える。｢不

注意｣｢多動性－衝動性｣では小学校ではあまり差が見られなかったが、中学校では大きく減

少しており、特に｢不注意｣では－4.1%と違いが大きかった。小学校では｢不注意｣に著しい

困難を示す者は聾学校とほぼ同率であり、また聾学校では小学部と中学部で変化が見られ

なかったことから考えると、中学校で｢不注意｣が減少したことは特徴的であった。聴児が

多くいるような環境で生活する中で、その聞こえにくさを補うような積極的な行動や意識

(例えば、メモの活用、話者へ注目しやすい環境作りなど)が｢不注意｣を補うような役割を

も果たしていたのではないかと考える。｢対人関係やこだわり等｣では中学校において聾学

校との差が特に大きく、また小学校よりも減少していた。中学生になり、人間関係や求め

られる社会的ルールも複雑化する中では、よりその困難率が上昇するように予想していた

が異なった結果となった。このことから中学校で減少が見られたというよりも、小学校で

の割合が高く出ていたのかもしれないと考える。基本的に聞こえる集団の中で生活する難

聴学級･通級に在籍する児童にとって友人関係を築いたりすることにはある程度の困難さ

が予想され、それらが年齢を重ねるごとに相互理解が図られ、経験を積むことで軽減して

いったと考える。この点においても聞こえにくさからくる二次的困難との区別のつきにく

さが示唆されたが、一方で中学校においてもなお著しい困難を示す者も存在する(2.9%)こ

とは注目すべき点であった。チェックリストの結果を比較していくと著しい困難のある者

は聾学校よりも少ない傾向にあったが、一方で教員の印象をみると難聴学級･通級の方が高

率若しくは減少せず同等であった(小学校23.7%、小学部17.6%：中学校15.1%、中学部15.1%)。

聴力やコミュニケーション手段から考えて教員の期待が高くなったことや、言語発達障害

学級･通級を併設した学校も少なくないため教員の発達障害への意識が高いことなどが原

因として考えられた。 

 次に、小学校と中学校での割合を比較する。学習面は中学校になると有意に減少が見ら

れた。横断的調査なので単純に比較できない部分はあるものの、学習を積み上げていくこ

とで困難が落ち着く傾向にあった。特に｢聞く｣領域での減少が著しく、具体的な項目とし

ては｢似た言葉への取り違い、聞きもらし｣｢特に集団場面での聞き取りや話し合いが難し

い｣などであった。前述したように、聞こえにくさの二次的困難との区別が特につきにくい

項目群であると思われ、自らの聞こえにくさを補う方法を自分なりに獲得していったり、

周囲の理解が進んだりしていくことで困難が顕在化しなくなっていったことが考えられる。
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一方で中学校においても困難さのある者は10%以上存在していた。また学習面の他領域を

みると｢推論する｣領域では中学校の方が著しい困難を示す者が増加した(＋1.0%)。具体的

な項目としては｢因果関係の理解｣｢目的に沿った計画、必要に応じた変更｣などであったが、

中学生になり教科学習においても生活場面においても、複雑な思考が要求されることによ

って、その困難さがより顕在化したと考える。行動面では、｢不注意｣｢多動性－衝動性｣、｢対

人関係こだわり等｣の全領域で該当児が減少し、学習や経験を重ねることで困難さが落ち着

くことが示唆された。｢不注意｣｢多動性－衝動性｣において、衝動性は小学3～4年生頃から

徐々に落ち着く者が多い(宮本,2000)ことや、｢対人関係こだわり等｣において小学校で多く

見られた聞こえにくさからくるコミュニケーションの困難さが、経験を積むことで顕在化

しなくなったと予想されることによると考える。 

 

２－４－２．著しい困難と聴力との関係 

 小学校において、学習面の困難は59㏈以下群で有意に少なく、人工内耳群で困難ありと

される者が有意に多かった。一般的に中等度難聴は補聴器装用効果が十分得られるとされ

(小寺,1996)、難聴学級･通級児の中でも特に聴力の軽いものは補聴効果が十分得られたこ

とによって学習面で著しい困難を特に示さなかったと考えられた。また、人工内耳群の平

均装用期間は4.5年であり、人工内耳装用前は補聴器装用効果が期待できない程度の最重

度の聴覚障害があったと予測されることから、言語を介した学習が未だ十分に積み重なっ

ていないことが背景にあると考える。一方で、これらは他の聴力群において聞こえにくさ

による二次的困難のあるものがカウントされてしまっていることを示唆しており、発達障

害によるものとの区別のつきにくさが示された。なお、行動面は両領域において、聴力群

によって困難ありとされるものの割合に差は見られなかった。聴覚障害に起因する二次的

困難とそれとは別のものに起因する困難とが区別されており、また学習面に比べて、聞こ

えにくさによる困難との区別が比較的つきやすいことが示唆された。 

中学校では、全領域及び学習面において人工内耳群が困難ありとされる者が期待値より

も多くなった。平均人工内耳装用期間は6.9年であり、小学校入学以降に手術をした者が

多いと予想される。人工内耳の低年齢化は世界的傾向であり、より低年齢で人工内耳手術

を受けたもの程、言語発達は良好であるとされ、遅くとも就学期までの手術が望ましいと

されている(内藤･川野･高橋,1999;伊藤,1996)。人工内耳装用によって聴力閾値自体は低下

しても言語音を意味のある言語として聴取･理解できるようになるとは限らず、言語や言語

を介した学習に困難さを示しているのではないかと考える。また閾値の低下とともに、状

況の伴う会話場面では音声でのやり取りがある程度成立することから、教員の期待が高く

なっていることも予想できる。いずれにせよ、学習面では聞こえにくさによる二次的困難

との区別がつきにくいことが示唆された。 
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研究３  

発達障害のある聴覚障害児の類型化 

 

大鹿綾（東京学芸大学大学院連合） 

        濵田豊彦（東京学芸大学特別支援科学講座） 

 

１．目的 

研究１で行った文部科学省調査(2002)を活用した研究の結果、聞こえにくさから起こる

二次的困難との区別のつきにくさが課題となった。発達障害のある聴覚障害児の示す著し

い困難とは具体的にどのようなものなのか明らかにしていくことは、一人ひとりの状態に

合わせた支援を考えるにあたり早急かつ重要な問題であると考える。そこで本研究では、

研究１の結果を基に聾学校に在籍する聴覚障害児を多変量解析を用いて困難の特徴ごとに

類型化し、その結果から発達障害のある聴覚障害児の困難の特徴について考察することを

目的とした。また、その結果から聴覚障害以外に特に著しい困難のない、聴覚障害におけ

る標準群についても抽出を試みることとした。 

 

２．方法 

２－１．対象 

研究１で分析対象とした、全国聾学校小学部の単一障害学級在籍児の内、明らかな重複

障害がない、チェックリストに欠損データがないなどの条件を満たした者、1040名とした。 

２－２．手続き 

困難の特徴によって児童生徒を類型化することを目的としたため、まずは質問項目の共

通因子を抽出しまとめるために全項目を基に因子分析(主因子法、バリマックス回転)を行

った。次に各対象児がそれらの因子に対してどのような影響を受けているかを示すために、

すなわち児童生徒を特徴の傾向ごとに類型化するために、因子得点を回帰法により算出し、

クラスタ分析(ward法)を行った。 

 

３．結果 

①因子分析 

質問項目を整理するために小学部1040名分の全項目を変数に因子分析を行ったところ、

5因子が抽出された(累積寄与率53.5％) (表１)。各因子における因子負荷量をみると、因

子1では｢話す｣、｢聞く｣、｢読む｣領域の全ての項目と｢書く｣、｢推論する｣領域の一部や、｢計

算する｣領域の「学年相応の文章題を解くのが難しい｣などが強く関連していることから｢言

語｣に関する因子とした。因子2は｢対人関係やこだわり等｣領域のほとんどの項目が強く関
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連していたことから｢対人関係･こだわり｣に関する因子とした。因子3は｢多動性－衝動性｣

領域の全項目と、｢不注意｣領域の一部の項目が強い関連を示したことから｢多動･衝動性｣

に関する因子とした。因子4は｢計算する｣領域の全項目と、｢推論する｣領域の一部の項目

が強い関連を示したことから｢計算｣に関する因子とした。因子5は｢不注意｣に関するほと

んどの項目と｢書く｣領域の中の｢漢字の細かい部分を書き間違える｣、｢独特の筆順で書く｣、

｢読みにくい字を書く(字の形や大きさが整っていない。まっすぐに書けない)｣などが強い

関連を示しており、よって｢不注意｣に関する因子とした。 

 

表１．因子分析結果 

質問項目 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5

話す：内容をわかりやすく伝えることが難しい 0.81 0.18  0.13  0.17 0.11 

話す：単語を羅列したり、短い文で内容の乏しい話をする 0.80 0.15  0.08  0.15 0.07 

聞く：話し合いが難しい 0.77 0.28  0.09  0.17 0.03 

聞く：指示の理解が難しい 0.76 0.29  0.10  0.16 0.11 

聞く：聞きもらしや取りこぼしがある 0.75 0.16  0.11  0.08 0.17 

読む：文章の要点を正しく読み取ることが難しい 0.75 0.10  0.10  0.29 0.07 

聞く：個別に言われるとわかるが集団場面では難しい 0.74 0.28  0.12  0.08 0.14 

聞く：似た言葉への取り違いがある 0.73 0.10  0.11  0.09 0.17 

話す：思いつくままに話すなど、筋道の通った話をするのが難し 

   い 

0.72 0.24  0.17  0.18 0.14 

話す：ことばにつまったりする 0.72 0.14  0.08  0.15 0.12 

読む：初めて出てきた語や、あまり使わない語などを読み間違え 

    る 

0.72 0.03  0.11  0.25 0.17 

書く：限られた量の作文や、決まったパターンの文章しか書けな 

    い 

0.67 0.12  0.13  0.25 0.12 

読む：勝手読みがある 0.64 -0.02  0.14  0.20 0.27 

推論する：事物の因果関係を理解するのが難しい 0.63 0.28  0.08  0.43 0.08 

読む：音読が遅い 0.60 0.09  0.02  0.18 0.17 

話す：適切な速さで話すことが難しい 0.60 0.23  0.16  0.08 0.10 

読む：文中の語句や行を抜かしたり、または繰り返し読んだりす 

    る 

0.59 0.07  0.14  0.23 0.30 

書く：句読点が抜けたり、正しく打つことができない 0.55 0.07  0.13  0.28 0.37 

推論する：目的に沿って行動を計画し、必要に応じてそれを修正す

ることが難しい 

0.50 0.43  0.18  0.30 0.22 

推論する：早合点や、飛躍した考えをする 0.45 0.27  0.32  0.20 0.33 

対人：大人びている。ませている -0.21 0.09  0.02  0.04 0.11 

対人：友達のそばにはいるが一人遊びをしている 0.10 0.64  -0.01  0.04 0.13 

対人：共感性が乏しい 0.17 0.64  0.22  0.08 0.01 

対人：友達と仲良くしたいという気持ちはあるけれど、友達関係をう

まく築けない 

0.13 0.64  0.24  0.09 0.10 

対人：いろいろな事を話すが、その時の場面や相手の感情や立場

を理解しない 

0.20 0.62  0.31  0.08 -0.01 

対人：球技やゲームをする時、仲間と協力することに考えが及ばな

い 

0.17 0.60  0.26  0.16 0.09 

対人：独特な表情をしていることがある 0.06 0.59  0.11  0.03 0.08 

対人：ある行動や考えに強くこだわることによって、簡単な日常の

生活ができなくなることがある 

0.02 0.59  0.25  0.10 0.07 

対人：仲の良い友達がいない 0.10 0.56  0.09  0.11 0.10 

対人：会話の仕方が形式的であり、適切な間合いが取れなかった 0.34 0.56  0.10  0.10 -0.09 



38 

 

りする 

対人：動作やジェスチャーが不器用で、ぎこちないことがある 0.19 0.55  0.10  0.12 0.13 

対人：常識が乏しい 0.35 0.54  0.23  0.12 0.14 

対人：自分なりの独特な日課や手順があり、変更や変化を嫌がる 0.05 0.53  0.19  0.05 0.00 

対人：周りの人が困惑するようなことも配慮しないで言ってしまう 0.10 0.53  0.36  0.11 0.05 

対人：特定の物に執着がある 0.06 0.50  0.16  0.06 0.01 

対人：独特な目つきをすることがある 0.00 0.50  0.24  0.05 0.09 

対人：他の子どもたちからいじめられることがある 0.08 0.48  0.05  0.07 0.09 

対人：含みのある言葉や厭味を言われても分からず、言葉通りに

受け止めてしまうことがある 

0.38 0.46  0.11  0.10 -0.04 

対人：独特の姿勢をしていることがある 0.03 0.44  0.23  0.02 0.13 

対人：とても得意なことがある一方で、極端に不得手なものがあ 

    る 

0.12 0.43  0.12  0.05 0.20 

対人：意図的でなく、顔や体を動かすことがある 0.08 0.42  0.28  0.01 0.16 

不注意：面と向かって話しかけられているのに聞いていないように

見える 

0.36 0.42  0.27  0.10 0.28 

対人：他の子どもは興味を持たないようなことに興味があり、「自分

だけの知識世界」を持っている 

-0.08 0.42  -0.01  -0.15 0.10 

対人：特定の分野の知識を蓄えているが、丸暗記であり、意味をき

ちんとは理解していない 

0.15 0.41  -0.01  0.04 0.03 

対人：独特なトーンで話すことがある 0.17 0.39  0.19  0.01 0.05 

対人：誰かに何かを伝える目的がなくても、場面に関係なく不自然

な声を出す 

0.15 0.39  0.28  -0.01 0.14 

対人：言葉を組み合わせて、自分だけにしか分からないような造語

を作る 

0.16 0.35  0.17  -0.01 0.07 

対人：みんなから、「○○博士」「○○教授」と思われている -0.10 0.26  -0.02  -0.13 0.00 

衝動：じっとしていない。または何かに駆り立てられるように活動 

する 

0.12 0.20  0.81  0.03 0.05 

衝動：他の人がしていることをさえぎったり、邪魔したりする 0.07 0.28  0.72  0.09 0.12 

衝動：順番を待つのが難しい 0.11 0.31  0.70  0.04 0.08 

衝動：遊びや余暇活動に大人しく参加することが難しい 0.10 0.29  0.69  0.07 0.10 

衝動：授業中や座っているべき時に席を離れてしまう 0.12 0.18  0.69  0.05 0.17 

衝動：きちんとしていなければならない時に、過度に走り回ったりよ

じ登ったりする 

0.10 0.17  0.66  0.04 0.05 

衝動：質問が終わらないうちに出し抜けに答えてしまう 0.15 0.22  0.65  -0.02 0.19 

衝動：過度にしゃべる 0.02 0.26  0.60  0.03 0.14 

衝動：手足をそわそわ動かしたり、着席していても、もじもじしたりす

る 

0.21 0.25  0.57  0.04 0.38 

不注意：気が散りやすい 0.29 0.27  0.53  0.14 0.48 

不注意：指示に従えず、また仕事を最後までやり遂げない 0.17 0.39  0.50  0.13 0.41 

不注意：課題や遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい 0.27 0.31  0.46  0.22 0.44 

計算：簡単な計算が暗算でできない 0.24 0.07  0.09  0.80 0.18 

計算：答えを得るのにいくつかの手続きを要する問題を解くのが難

しい 

0.40 0.10  0.08  0.78 0.12 

計算：計算をするのにとても時間がかかる 0.23 0.09  0.02  0.77 0.20 

推論：学年相応の量を比較することや、量を表す単位を理解するこ

とが難しい 

0.41 0.07  0.07  0.76 0.13 

計算：学年相応の数の意味や表し方についての理解が難しい 0.37 0.06  0.05  0.75 0.11 

推論：学年相応の図形を描くことが難しい 0.32 0.18  0.08  0.64 0.21 

計算：学年相応の文章題を解くのが難しい 0.53 0.02  0.07  0.61 0.12 

不注意：学習課題や活動に必要なものをなくしてしまう 0.15 0.21  0.28  0.10 0.61 

不注意：日々の活動で忘れっぽい 0.28 0.19  0.27  0.12 0.57 

書く：漢字の細かい部分を書き間違える 0.34 0.08  0.08  0.35 0.54 

不注意：学校での勉強で、細かいところまで注意を払わなかった 0.37 0.20  0.32  0.23 0.53 
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り、不注意な間違いをしたりする 

不注意：集中して努力を続けなければならない課題を避ける 0.22 0.24  0.40  0.19 0.51 

書く：独特の筆順で書く 0.36 0.10  0.16  0.28 0.50 

書く：読みにくい字を書く 0.34 0.14  0.21  0.18 0.49 

不注意：学習課題や活動を順序立てて行うことが難しい 0.32 0.33  0.33  0.28 0.43 

（主因子法、ﾊﾞﾘﾏｯｸｽ回転） 

 

②クラスタ分析 

次に、因子得点を変数としてクラスタ分析を行い、児童を類型化した。抽出されたデン

ドログラムより、6 つのクラスタが見出された。第 1 クラスタに属する児童は 67 名(1040

名中 6.6％)、第 2クラスタは131名(12.6％)、第 3クラスタは401名(38.6％)、第 4クラ

スタは179名(17.2％)、第5クラスタは228名(21.9％)、第6クラスタは34名(3.3％)で

あった。図１は、それぞれのクラスタにおける各因子得点の平均値を示したものである。 

 

図１．クラスタの因子得点平均値 

抽出された各因子における上位変数の因子負荷量は全て正の値であり、またチェックリ

ストでは困難度が高い方が点数が高くなることから、各因子得点の値が大きくなるほど、

その因子に強く関連している各項目の素点は群内において相対的に高くなる。つまり因子

得点が高い方が困難度が高くなると言える。この点を踏まえ、以下から各クラスタの特徴

を述べていく。 

第 1 クラスタは｢対人関係･こだわり｣の因子得点値が全クラスタ中最も高く、著しい苦

手さが見られた。その他の因子は平均程度であった。第2クラスタは｢対人関係･こだわり｣

や｢多動･衝動性｣での困難度は平均程度だった一方で、｢不注意｣、｢計算｣、｢言語｣の値が高

かった。特に｢不注意｣は 6クラスタ中一番、｢計算｣は二番目に困難度が高かった。第3 
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表２．クラスタの特徴(小学部) 

 

クラスタ 

 

割合

(％） 
困難の特徴 長所 

第１クラスタ 6.4 

友達関係をうまく作れない 注意の問題は特にない 

共感性が乏しく、場を読めない 計算が得意 

こだわりがある 落ち着いている 

独特の表情がある 衝動性はみられない 

第２クラスタ 12.6 

失くしものが多いなど忘れっぽい 対人関係は良好 

細部まで注意を払えない 

暗算や複雑な計算が苦手 

状況に合わせて行動でき

る 

わかりやすく伝えることが難しい こだわりは見られない 

集団場面でのやり取りが苦手 行動面は落ち着いている 

第３クラスタ 38.6 
特に困難なし 

該当人数が最も多い 
標準群 

第４クラスタ 17.2 わかりやすく伝えることが苦手 計算は特に得意 

  

集団場面でのやり取りや指示理解

が難しい 

文章から要点を読み取るのが苦手 

対人関係は良好 

行動面に特に課題はみら

れない 

第５クラスタ 21.9 

暗算ができない 言語面は良好 

いくつかの手続きのいる計算が難し

い 

行動面に特に課題はみら

れない 

量の比較や単位の理解が難しい 対人関係は良好 

第６クラスタ 3.3 

じっとしていない 対人関係は良好 

計算に大きな課題はない

物事をよく覚えている 

漢字など細かいものも得意

言語面も比較的良好 

他人の邪魔や横入りしてしまう 

大人しくできず、離席が多い 

気が散りやすい 

出し抜けに答えるなど過度に話す 

 

クラスタに属する児童は6クラスタ中最も多く(38.6％)、またどの因子においても平均よ

り良好な値を示しており、聾学校に在籍する児童の中では相対的に学習面や行動面には際

立った困難は見られない群であったことから、聾学校に通う聴覚障害児の中で標準群であ

ると言える。特に｢言語｣や｢計算｣については最も良好な値であった。第4クラスタは｢言語｣

因子以外は平均より良好である一方、｢言語｣の値は全クラスタ中最も高く、著しい困難が

見られた。第5クラスタは｢計算｣以外の因子においては平均より良好で特に困難は見られ

なかったものの、｢計算｣の値は全クラスタの中で最も高く困難がみられた。第6クラスタ

は｢多動･衝動性｣以外は平均程度である一方、｢多動･衝動性｣の値が全クラスタの中で最も

高く、著しい困難が見られた。以上を表２にまとめた。 

 

４．考察 

本研究では聾学校小学部の児童はその困難の特徴別に６つのクラスタに類型化された。

また、全ての因子で平均より困難度が低いクラスタ(第 3クラスタ)が見られ、さらにこれ
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らの群は該当する者の割合が 38.6％と最も多かった。これらのクラスタは学習面･行動面

に相対的に著しい困難を示さず、最も一般的で大多数を占める聴覚障害児群、すなわち発

達障害的課題のない、聾学校における標準群であると推察する。標準群が抽出されたこと

は今後二次的困難と発達障害とを区別していく上で重要な指標ができたことを示し、重要

な結果であったと考える。 

以下、発達障害様の特徴的な困難が相対的に見られなかった標準群を除き、それぞれの

クラスタが示す困難の特徴について検討を行う(表２参照)。 

小学部では、標準群を除くと該当人数が一番多かったのは『計算に弱さのある群

(21.9％)』、いわゆる算数LD様の状態であると推察する。｢暗算ができない｣｢いくつかの手

続きのいる計算が難しい｣｢量の比較や単位の理解が難しい｣などが具体的特徴であり、言語

面や文章題の理解は良好であった。聴覚障害児の算数について取り上げる際には言語力の

問題と文章題の関連を問題にすることが多かった(堀田,1995;脇中,1998)が、むしろワーキ

ングメモリを十分に使う必要のある課題や抽象的思考に困難のある様子が示された。作業

をスモールステップにすることや頭の中で行う作業を視覚化し情報を留めおいておくこと

が有効な手立てとなるかもしれない。二番目に多かったのが『言語面に弱さのある群

(17.2％)』で、具体的には｢わかりやすく伝えること｣｢集団場面でのやり取りや指示理解｣

｢文章からの要点の読み取り｣に特に苦手さがあった。一方で｢言語｣以外の因子は平均より

良好であることから、聴覚障害ゆえの言語の困難さが目立っているようなタイプも一部含

まれている可能性もある。三番目に多かったのは『不注意さと計算･言語に苦手さのある群

(12.6％)』で、不注意が優勢型のADHDに学習の苦手さを併せ有するような状態像が予想で

きる。具体的な困難としては｢なくし物が多く、忘れっぽい｣｢細部まで注意を払えない｣｢暗

算や複雑な計算が苦手｣｢わかりやすく伝えることが難しい｣などで、不注意さや多くの情報

を一度に処理することが苦手なため、集団場面での理解が難しい様子があると考える。対

人関係は良く、落ち着いていることから集団の中で困難が目立たないために支援を受けに

くいかもしれない。個別場面を活用した指導を行うことがより理解を深める支援の一つに

なると考える。次いで4番目に多かったのが、『対人関係･こだわりに困難さのある群(6.4%)』

で、高機能自閉症様の困難のある群であった。具体的には｢友達関係をうまく作れない｣｢共

感性が乏しく、場が読めない｣｢こだわりがある｣などを特徴とした。行動面は落ち着いてお

り、｢言語｣因子もほぼ平均値であることから、個別場面で社会的ルールや友達との付き合

い方を学ぶ、いわゆるソーシャルスキルトレーニングを行うことが効果的であると予想す

る。最も該当人数が少なかったのは、『多動･衝動性のある群(3.3％)』で、多動性－衝動性

が優勢型のADHD 様の特徴を示す群であった。具体的困難としては｢じっとしていない｣｢他

人の邪魔や横入りしてしまう｣｢離席が多い｣などであり、他の因子はほぼ平均程度であった。

対人面や学習面は比較的良好であり、｢元気で活発な子｣のように見えるかもしれない。 
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｢言語｣に関する困難さを特徴とするクラスタが抽出されたことはこれまでの聾教育の中

で聴覚障害児の言語獲得の困難さを指摘する多くの研究(我妻,2000;長南･澤,2007)が行わ

れてきたこととも一致するものであると考える。しかし、前述したように聴覚障害児教育

においては言語面に比して計算に関する困難が取り上げられることは多くなく、関係する

研究も計算問題はできる一方で文章題に困難を持つことに注目したもの(堀田,1995;脇

中,1998)が多かった。本研究では文章題など言語力の影響だけでなく｢計算が遅い｣｢いくつ

かの手続きのいる計算が難しい｣などの特徴も出ており、今後詳しい検討が必要であると考

える。 

標準群以外のクラスタに含まれる対象児は、学習や行動上に何らかの偏った困難を有し

ていることが示唆されるが、その原因が聴覚障害故の二次的困難であるか、何らかの発達

の偏りを有するのかは本研究のみでは区別できなかった。このことについては今後、標準

群の得点を整理することにより、研究４で考察していきたい。ただ、著しい困難のある聴

児の比率が 6.3%であるとする先行研究(文部科学省,2002)からみると、二次的困難も含め

学習面や行動面に何らかの著しい困難を示す聴覚障害児は聴児に比して非常に多い割合で

あり、聴覚障害児の中には聞こえにくさやそれに起因する言語やコミュニケーションの問

題に対する支援とともに、発達障害等認知の偏りに起因する困難についても考慮した教育

支援の必要性が示唆された。 
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研究４  

発達障害のある聴覚障害児に対する評価基準の検討 

           

濵田豊彦（東京学芸大学特別支援科学講座） 

大鹿綾（東京学芸大学大学院連合） 

 

１．聴覚障害児版評価基準の提案 

 

１－１．目的 

 ここまで発達障害のある聴覚障害児について、聴児における基準を用いて評価、検討し

てきた。その中で、聞こえにくさからくる二次的困難と発達障害による困難との区別のつ

きにくさは大きな課題であり、聴児と同様の基準で評価することによって二次的困難によ

る者も少なからずカウントされてしまうことが示唆された。実際のアセスメントに当たっ

ては一人ひとりの聴力レベルや教育･家庭環境、コミュニケーション手段等から多角的に評

価する必要があるが、発達障害様の困難のある聴覚障害児をスクリーニングするための聴

覚障害児版評価基準が必要であると考える。 

 そこで本研究では、研究３の類型化によって抽出された｢標準群｣に注目する。｢標準群｣

は著しい困難を示さず、なおかつ該当児の最も多かった群であるが、彼らを発達障害のな

い聴覚障害単一障害群であると考え、彼らの示す困難は聞こえにくさに起因する二次的困

難であるとすると、これを基準にすることで聴覚障害児にとってより適切な評価基準を提

案することができるのではないかと考える。 

 以上より、文部科学省調査(2002)を活用して｢標準群｣を基準にした聴覚障害児版評価基

準を提案し、それを用いて発達障害のある聴覚障害児について再評価することを本研究の

目的とする。 

 

１－２．方法 

１－２－１．対象 

 類型化研究において｢標準群｣が抽出された聾学校小学部とする。なお、類型化の対象と

なった児童は1040名(聾学校全国単一障害学級在籍児童1754名中 59.2%)であった。 

 

１－２－２．手続き 

 類型化研究で抽出された標準群を取り出し、標準群該当者の学習面の6領域(｢聞く｣｢話

す｣｢読む｣｢書く｣｢計算する｣｢推論する｣)と行動面の3領域(｢不注意｣｢多動性－衝動性｣｢対

人関係やこだわり等｣)における平均点(少数点以下第一位を四捨五入)を算出した。聴児に
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おける評価基準(学習面12点、｢不注意｣｢多動性－衝動性｣6点、｢対人関係やこだわり等｣22

点)に標準群の平均値を加算し、それを聴覚障害児版評価基準とした。なお、｢不注意｣｢多

動性－衝動性｣については聴児での評価基準と同様に、0点及び1点を0点に、2点及び3

点を1点に換算し領域ごとに合計した時の平均値を算出した。次に、新しく提案した聴覚

障害児版評価基準を用いて児童を再評価し、発達障害のある聴覚障害児の割合を算出した。 

 

１－３．結果 

 聾学校小学部の類型化研究(研究３)において標準群とされた第3クラスタに該当したも

のは401名(1040名中 38.6%)であった。これらを取り出し領域ごとの平均点を算出したと

ころ、｢聞く｣領域2.3点、｢話す｣領域1.4点、｢読む｣領域2.4点、｢書く｣領域2.3点、｢計

算する｣領域1.3点、｢推論する｣領域1.5点、｢不注意｣領域0.4点、｢多動性－衝動性｣領域

0.3点、｢対人関係やこだわり等｣領域3.0点であった。採点は整数で行われるため小数点

以下第一位を四捨五入し、その数を聴児における評価基準に加算したところ、｢聞く｣領域

14点、｢話す｣領域13点、｢読む｣領域14点、｢書く｣領域14点、｢計算する｣領域13点、｢推

論する｣領域14点、｢不注意｣領域6点、｢多動性－衝動性｣領域6点、｢対人関係やこだわり

等｣領域25点となり、これを聾学校小学部における聴覚障害児版評価基準とした(表１)。 

 

表１．聴覚障害児版評価基準(聾学校小学部) 

  
聴覚障害児版基準 

（聾学校小学部） 
聴児基準との差 

学
習
面 

聞く １４ ＋２ 

話す １３ ＋１ 

読む １４ ＋２ 

書く １４ ＋２ 

計算する １３ ＋２ 

推論する １４ ＋２ 

行
動
面

不注意 ６ ０ 

多動性－衝動性 ６ ０ 

対人関係やこだわり等 ２５ ＋３ 

  

聾学校小学部における聴覚障害児版評価基準を用いて、1040名を再評価した。結果、学

習面に著しい困難を示したものは1040名中 228名(21.9%)であった。6領域それぞれで特

に困難があるとしてカウントされた人数は、｢聞く｣領域で70名(6.7%)、｢話す｣領域で87

名(8.4%)、｢読む｣領域で69名(6.6%)、｢書く｣領域で53名(5.1%)、｢計算する｣領域で140

名(13.5%)、｢推論する｣領域で41名(3.9%)であった。図１に聴児基準での割合との比較を

示す。 
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図１．聴覚障害児版評価基準で｢学習面｣に著しい困難を示す児童数 

 

｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣では、標準群の平均値が四捨五入で0点となったため、聴

児基準と変化はなく、いずれかに著しい困難を示す児童は96名(9.2%)であった。また、｢不

注意｣領域のみで著しい困難を示すとされた者が57名(5.5%)、｢多動性-衝動性｣領域のみで

は13名(1.2%)、両領域で著しい困難を示すとされた者は26名(2.5%)であった。 

｢対人関係やこだわり等｣に著しい困難を示す児童は33名(3.2%)であった。以上の結果

と聴児基準との比較を図２に示す。なお、図中の｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣は両領域で

著しい困難を示したものも合わせたものである。 

 

図２．聴覚障害児版評価基準で｢行動面｣に著しい困難を示す児童数 

 また、以上より｢学習面｣、｢行動面｣を併せて何らかの領域で困難ありと判断されたのは

270名で、これは全体の26.0%となり聴児基準での評価(33.8%)よりも7.8%減少した。なお、

教員の印象では183名(17.6%)に｢発達障害があるように感じる｣とされていた(図３)。 
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図３．聴覚障害児版評価基準でいずれかの領域に著しい困難を示す児童数と 

教員の印象 

 

領域ごとの詳細をみると、学習面及び行動面の｢不注意｣｢多動性－衝動性｣、｢対人関係

やこだわり等｣の全領域で困難ありだったものは13名(1040 名中 1.3%)、学習面と｢不注意｣

｢多動性－衝動性｣の 2領域で困難ありだったものは49名(4.7%)、学習面と｢対人関係やこ

だわり等｣で困難ありだったものは6名(0.6%)、｢不注意｣｢多動性－衝動性｣及び｢対人関係

やこだわり等｣で困難ありだったものは4名(0.4%)、学習面のみで困難ありだったものが最

も多く160名(15.4%)、｢不注意｣｢多動性－衝動性｣のみで困難ありだったものは30名(2.9%)、

｢対人関係やこだわり等｣のみで困難ありだったものは8名(0.8%)であった(図４)。  

 

 

 

図４．聴覚障害児版評価基準での著しい困難の重なり具合 

以上、聴覚障害児版評価基準による再評価結果をまとめると表２のようになった。聾学

校小学部では何らかの領域で著しい困難ありとされた者が26.0%で、教員の印象よりも8.3

ポイント多かった。領域に注目すると学習面に困難のある者が最も多く、困難を示す者が

一番少ないのは｢対人関係やこだわり等｣であった。 
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表２．聴覚障害児版評価基準での再評価結果（％） 

  
聾学校 小学部 

学習面 21.9 

 聞く 6.7 

 話す 8.4 

 読む 6.6 

 書く 5.1 

 計算する 13.5 

 推論する 3.9 

｢不注意｣｢多動性-衝動性｣ 9.2 

 不注意 8 

 多動性-衝動性 3.7 

対人関係やこだわり等 3.1 

全領域 26.0 

教員の印象 17.7 

                                  

１－４．考察 

 本研究では標準群の平均点を聴児の評価基準に加算することによって、聴覚障害児版の

新しい評価基準を提案し、聴覚障害児を再評価した。結果、何らかの領域で著しい困難あ

りとされた者は聾学校小学部で 26.0%となった。発達障害のある聴覚障害児の特徴につい

て一致した見解が未だない中での調査であることもあり、教員の印象と聴覚障害児版の評

価基準から算出される値のいずれが正しいかは、本データのみからの議論には限界がある

と考える。しかし、聴覚障害児版評価基準で再評価することによって、聞こえにくさから

くる二次的困難によって｢著しい困難あり｣とされていた(以下、｢カウントされていた｣とす

る)者が一定程度には含まれなくなり、その割合が減少し教員の印象との差が縮まったと考

える。特に｢聞く｣領域では、聴児基準と比べて大きく減少した。従って、聴覚障害児版の

評価基準を用いることにより算出される値は聴児の評価基準を用いるよりも、聴覚障害ゆ

えの二次的困難を排除し信頼性が高まったと推察する。 

ただし、差は縮まったとはいうものの、教員の印象よりも高率となった。聴覚障害児個々

の困難状況を確認できる一群を抽出し、その中で聴覚障害児版の評価基準の妥当性を検証

する必要があると考える。その点については研究４－２で検証することとする。  

次に、項目ごとに加算した点数を見てみると｢不注意｣｢多動性－衝動性｣領域については

標準群の平均点が0.5よりも低く、加算されずに聴児と同様の基準のままであった。一方

で著しい困難ありとされる者の割合は少なくないことから、｢不注意｣｢多動性－衝動性｣の

困難は、標準群では困難はほとんど見られず、その他の群との差が大きかったこと、また

困難が見た目に観察しやすく比較的分かりやすいことが示唆された。｢面と向かって話しか

けられているのに聞いていないように見える(0.19)｣｢質問が終わらないうちに出し抜けに

答えてしまう(0.37)｣など、聞こえにくさの影響が予想された項目があったが、標準群の項
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目ごとの平均値をみると、それらよりも｢学校での勉強で、細かいところまで注意を払わな

かったり、不注意な間違いをしたりする(0.54)｣｢気が散りやすい(0.46)｣などの方が平均値

が高く、苦手さを示す者が多かった。このことから｢不注意｣｢多動性－衝動性｣領域におい

ては、聞こえにくさによる二次的困難とはある程度整理された解答が得られていたと考え

る。  

新しく得られた困難を示す者の割合を先行研究と比較する。学習面に著しい困難のある

者は 21.9%であった。LD を併せ有する聴覚障害児についての調査では GRI(Gallaudet 

University’s Research Institute)が 1990年から毎年行っているものがあり、最新の調

査(2008)では 8.3%としている。他にもPennington(1991)は様々な程度ながら10%以上は存

在するとし、Powers et al(1987)の調査では6.7%、Craig and Craig(1987)では 5～7%、Bunch 

and Melnyk(1989)では 2.5%とするなどばらつきはあるものの、Lynn(1978)はその大部分が

3～16%であるとしている。本研究では 21.9%とより高率であった。標準群であっても示す

困難分を評価基準に加算することで聞こえにくさからくる二次的困難の影響を少なくする

ことを図ったが、学習面の能力は非常に個人差が大きく、チェックリストでの評価のみで

その影響を議論することは難しかった。一人ひとりの個人内バランス及び周囲の児童との

比較、具体の困難の様子をある程度継続的に観察･評価することの重要性が示唆された。さ

らに、GRI の調査などは確定診断のあるものをカウントしており、サスペクト児の検出率

を算出した本研究とは対象とするものが異なっていたことも高率になった原因であると考

える。また本研究で使用したチェックリストは元々聴児を対象としているため、質問項目

においても LD のある聴覚障害児の特徴を適切に捉えることができなかったのかもしれな

い。この点については妥当性の検証の中で検討することとする。 

次に、ADHDを併せ有する者に関する先行研究には30～40%(Lindsey,Susan,2008)とする

ものから、22.7%(Kelly et al,1993)、5.1%(GRI,2006)～7.1%(GRI,2002)とするものまで幅

が広く、その障害像が一致していない様子が示唆される。本研究の値は各群で 8.4～9.2%

とその差が小さかったこと、また最も継続的でかつ調査対象数の多いGRIの調査結果に近

接していたことから、本調査項目を用いた研究としては妥当性のある結果であったと考え

る。一方で、この割合はあくまで本調査で使用した質問項目での困難さを評価したもので

ある。ADHDのある聴覚障害児の特徴を包括して評価するためには、その障害像を評価者間

で共通したものにし、聴覚障害児独特の困難があるのか、その程度はどのくらいからが要

注意であるのか等困難の特徴をさらに整理することで質問項目自体を改めて検討していく

必要があると考える。 

自閉症スペクトラムを併せ有する聴覚障害児については 1.0%(GRI,2005b)～

1.6%(GRI,2008)や 4%(Jure et al,1991)など前述の 2 領域よりも少ないとする先行研究が

多かった。本研究も同様に、学習面や｢不注意｣｢多動性－衝動性｣より低率で 2.3～3.1%で
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あった。割合としても先行研究の幅の中に入っており、同様の傾向であったことから妥当

な結果であると考える。今後、ADHDについてと同じように事例の検討などを通して聴覚障

害児特有の特徴があるのか、聞こえにくさの二次的困難とはどのように関連するのかを更

に整理していくことが課題である。なお、どの群においても学習面に著しい困難を示す者

が最も多くなり、次いで｢不注意｣｢多動性－衝動性｣、｢対人関係やこだわり等｣の順で割合

が少なくなっていったのは共通した傾向であった。 

 

 

２．聴覚障害児版評価基準の妥当性の検証 

２－１．目的 

 研究１で提案した聴覚障害児版評価基準の妥当性を検討することを目的とする。 

 

２－２．方法 

２－２－１．対象 

公立の聾学校小学部1校(以下、a聾学校とする)の単一障害学級在籍児童49名とする。 

２－２－２．手続き 

ａ聾学校小学部において、平成21年度7月に単一障害学級在籍児童49名に対して第二

章で使ったものと同様の、文部科学省調査(2002)を活用した調査(以下、チェックリストと

する)を全員に実施した。手続きは研究１及び２と同様に、発達障害の有無に関わらず通常

学級に在籍する児童全員に対し1人 1部ずつ、教員、もしくはそれに準ずる者がなるべく

複数人で相談して付けるよう依頼した。ａ聾学校では発達障害のある聴覚障害児に対する

取り組みを様々に行っており、また筆者自身も継続的に児童と関わりがあるため、一人一

人の実態を把握することが可能な環境にあった。 

対象とした 49 名については、教員や保護者への聞き取り、直接的な行動観察によって

発達障害様困難の有無や困難の特徴を個々に把握した。 

 

２－３．結果 

２－３－１．集計結果 

単一障害学級在籍児童49名全員分の回答が得られた。その内、単一障害学級に在籍す

るものの、明らかな重複障害児である者(3名)、家庭での言語環境が外国語である者(3名)

の計6名を割合を出す際の母数から除き、43名(87.8％)を分析対象とした。 

①プロフィール 

(1)男女比 

43名の内、男児25名(58.1%)、女児18名(41.9%)であった。 
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(2)学年 

 学年毎の人数をみると、5 年生が最も多く 11 名(25.9%)で、最も少なかったのは 1 年生

及び3年生の4名(9.3%)であった。結果を図５に示す。 

 

 

図５．学年別人数 

 

 (3)コミュニケーション手段 

子ども同士や教師との会話などで最もよく使うコミュニケーション手段、及び次によく

使うコミュニケーション手段について聞いた(図６)。最も良く使う手段には｢手話｣(27名)

が、次によく使う手段には｢口話(読話含む)｣(12名)が最も多く挙げられていた。二番目に

多いものはそれと逆転して最も良く使う手段で｢口話(読話含む)｣(15名)、次によく使う手

段では｢手話｣(10名)が挙げられていたことから、手話優位の者、口話優位の者がそれぞれ

に補助的に口話若しくは手話を使っている様子が予想できる。キュードは学校としては使

用しておらず、使う者もいなかった。なお、その他には｢指文字｣が挙げられていた。 

 

 

図６．コミュニケーション手段 
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(4)良耳の聴力レベル 

 良耳における平均聴力レベルを求めた(図７)。90㏈～110㏈の児童が27名(62.8%)と半

数以上を占めていた。また、人工内耳装用児は4名(9.3%)であった。 

 

 

図７．良耳の平均聴力レベル 

 

(5)家庭の言語環境 

家庭での言語環境について聞いたところ、その74.4％(32名)は｢両親ともに聴者(日本

語母語話者)｣であった。次に多かったのは｢両親又は一方が聴覚障害者(主に手話)｣で

20.9％(9名)であった。 

なお、｢その他｣2.3%（1名）の内容としては、日本語母語話者の父子家庭が挙げられて

いた。 

 

②｢学習面｣での著しい困難 

チェックリストの結果、学習面で著しい困難を示す児童は43名中、14名(32.6%)であっ

た。6領域それぞれで特に困難があるとしてカウントされた人数は、｢聞く｣領域で2名

(4.7％)、｢話す｣領域で5名(11.6％)、｢読む｣領域で3名(7%)、｢書く｣領域で3名(7％)、｢計

算する｣領域で8名(18.6％)、｢推論する｣領域で2名(4.7％)であった(図８)。聾学校小学

部と同様、｢計算する｣で困難を示すものが最も多く、次いで｢話す｣に困難のある者が多か

った。 
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図８．｢学習面｣で著しい困難を示す児童数 

 

③｢行動面｣での著しい困難 

チェックリストの結果、｢不注意｣、｢多動性－衝動性｣のいずれかに著しい困難を示す児

童は7名であり、単一障害学級在籍児童の16.3％であった。また、それぞれの領域で特に

困難があるとしてカウントされた人数は｢不注意｣領域で著しい困難を示すとされた者が7

名(16.3％)、｢多動性-衝動性｣領域では4名(9.3％)で、両領域で著しい困難を示すとされ

た者と一致した(4名、9.3％)。｢多動性－衝動性｣のみに困難を示す者はおらず、また｢不

注意｣に特に困難を示す児童の方が多かった。 

また、｢対人関係やこだわり等｣に著しい困難を示す児童は4名で、単一障害学級在籍児

童の9.3％であった。  

 以上より、行動面での困難を示すものを図９にまとめた。｢不注意｣に困難を示す児童が

最も多かった。 

 

※両領域に当てはまる者も含めて算出した 

図９．｢行動面｣で著しい困難を示す児童数 
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 また、以上より｢学習面｣、｢行動面｣を併せて何らかの領域で困難ありと判断されたのは

17名で、全体の39.5％であった。その内、学習面及び行動面の｢不注意｣｢多動性－衝動性｣、

｢対人関係やこだわり等｣の全領域で困難ありだったものは1名(43名中 2.3％)、学習面と

｢不注意｣｢多動性－衝動性｣の 2領域で困難ありだったものは3名(7％)、学習面と｢対人関

係やこだわり等｣で困難ありだったものは1名(2.3％)、｢不注意｣｢多動性－衝動性｣及び｢対

人関係やこだわり等｣で困難ありだったものは2名(4.7％)、学習面のみで困難ありだった

ものが最も多く9名(20.9％)、｢不注意｣｢多動性－衝動性｣のみで困難ありだったものは1

名(2.3％)、｢対人関係やこだわり等｣のみで困難ありだったものは0名であった(図１０)。  

 

 

 

 

図１０．著しい困難の重なり具合(小学部) 

 

⑤発達障害の有無の印象 

 チェックリストを実施した後、対象児童に発達障害があるように感じるかどうか印象を

質問した。結果、｢あるように感じる｣としたものが15名(34.9％)、｢ないと感じる｣とした

ものが28名(65.1％) であった。聴覚障害児版評価基準で何らかの著しい困難ありとされ

たものは17名(39.5%）で若干印象よりも多かったが十分に近い割合であり、その中の13

名（76.5%）が教員の印象でも「発達障害があるように感じる」と判断した児童であった。

また、チェックリストでカウントされず、印象でも｢なし｣とされた者も含めると、教員の

印象と聴覚障害児版評価基準の結果が一致したものは43名中37名と一致率は86％と高率

になった。 

そしてカイ二乗検定の結果でも、p=.00で両者は有意に強く関係していることが示され

た(p<.01) (図１１)。詳細については次項で検討する。また、チェックリストでカウント
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されず、印象でも｢なし｣とされた者も含めると、教員の印象と聴覚障害児版評価基準の結

果が一致したものは43名中37名と一致率は86.0％と高率になった。 

 

 

図１１．教員の印象と聴覚障害児版基準結果 

２－３－２．各々の児童の実態との同異 

 教員の印象と聴覚障害児版基準結果には強い関係性が見られた。そこで、本項では一人

ひとりの実際の様子と照らし合わせながら、聴覚障害児版評価基準の妥当性について検討

していく。 

 調査実施時に｢発達障害の医学的診断はあるか｣を教員や保護者に質問したところ、43名

中3名について診断があるとの返答があった。内訳としては｢アスペルガー症候群｣2名、｢広

汎性発達障害｣1名で、3名とも困難として可視化しやすいような行動面に関するものにつ

いての診断名であった。この3名は聴覚障害児版評価基準で｢不注意｣｢多動性-衝動性｣と

｢対人関係やこだわり等｣の 2領域、もしくは｢対人関係やこだわり等｣のみで著しい困難あ

りとされており、医学的診断のある者は全員妥当と思われる領域においてカウントされて

いた。また、医学的診断はないものの、保護者、教員共に発達障害様の著しい困難がある

と認め、発達障害のある聴覚障害児のための指導会に継続参加している者が43名中7名

(14%、内 3名は前述の医学的診断のある者と同一)いた。この7名中6名が普段の様子から

妥当であると考えられる領域でそれぞれ著しい困難ありとカウントされていた。カウント

されなかった1名については、教員の印象では｢発達障害がある｣とされたものの、聴覚障

害児版評価基準では抽出することができなかったものとして後述する。 

 教員の印象と聴覚障害児版評価基準の結果が一致した者は43名中37名で一致率は86%

と高かった。一方で教員の印象では｢発達障害はないと感じる｣とされたものの、聴覚障害

児版評価基準では｢著しい困難あり｣としてカウントされてしまい、相違が生じた者も4名

いた。１事例目は1年生女児で、学習面の｢聞く｣及び｢計算する｣領域で著しい困難ありと

されていた。2事例目は2年生男児で、学習面の｢読む｣｢書く｣｢計算する｣の 3領域で著し

い困難ありとカウントされていた。一方で教員からは｢個体内でアンバランスさがあるとい

うよりも、全体的にゆっくりで軽度の知的障害が疑われる｣との報告があった。3事例目は

4年生女児で、｢読む｣領域で著しい困難が見られたが、この事例は3年次後期(10月)まで

８６．０％ ９．３％４．７％

聴覚障害児版 

評価基準 

３９.５％ 

教員の印象 

３４.９％ 



55 

 

は公立の教育機関で読み書きの学習を受けておらず、手話は豊かにできるものの、転校当

初書きことばはほとんど習得されていなかった。教員からは、読み書きの学習期間が極端

に短いことの影響が示唆されたが、一方で新しい単語の定着がとても難しいなどやはり何

らかの困難があるようにも感じられ、まだ発達障害の有無を言いづらいとの報告もあった。

4事例目は5年生女児で、｢計算する｣領域でカウントされていた。 

 また、教員の印象では｢発達障害がある｣とされたものの、聴覚障害児版評価基準では抽

出することができなかったものも2名存在した。1事例目は5年生女児で、チャージ連合

による症候群性聴覚障害であるが、著しい知的な遅れは見られない者であった。教員の印

象では｢粗大運動、微細運動共にとても不器用｣、｢課題要求が少し高くなるだけで固まって

しまう｣、｢友達や大人とのやり取りが全体的に幼い印象｣などの様子が観察されている。2

事例目は前述した、発達障害のある聴覚障害児の指導会に通う5年生女児であった。困難

の特徴としては｢書きことばでの単語が定着しない。その場では覚えるもののすぐに忘れて

しまう｣｢カタカナも4年生時にやっと習得。漢字を覚えるのもとても苦手｣｢幼く、自己中

心的な発言が多い。内容の深い話し合いについていけない｣｢普段は落ち着いているが、熱

中しだすと後先を考えずに行動してしまう｣という様子が報告された。全般的な知的発達の

遅れも疑われたが、児童にとって最も使いやすい手段である手話を、課題意図を逸脱しな

いように配慮しながら用いたWISC－Ⅲによる評価ではVIQ87、PIQ90、FIQ88で著しい遅れ

はなかった。一方で教研式全国標準読書力診断検査(小学校3･4年生用)を 4年生1学期に

実施したところ、読書力学年は2年生1学期であったこと、絵画語彙発達検査では生活年

齢9歳 6カ月で語彙年齢は4歳 3カ月であったことから、手話では理解が良いことも書き

ことばでの学習になると成績が著しく低下してしまう様子が見られた。 

 

２－４．考察 

 一聾学校において悉皆調査を行い、研究３で提案した聴覚障害児版評価基準を用いて評

価したところ、39.5%に何らかの著しい困難があるとされた。医学的診断のある者は全員、

診断はないものの発達障害様の困難があるとされている者は7名中6名が妥当と思われる

領域でカウントされており、発達障害の有無に関する教員の印象と聴覚障害児版評価基準

では一致率も86%と高率であった。また一致しなかった児童についても後述するように、

運動上の課題があるなど鑑別しきれなかった理由が見つかった。以上より、今回提案した

聴覚障害児版評価基準には、鑑別上の限界はあるものの概ねの妥当性があると考える。 

評価結果と教員の印象が一致しなかった者について、その理由と今後の課題について考

察する。まず、｢著しい困難あり｣とカウントされるものの教員はそのように感じていなか

った事例が4名あった。その内1名(｢読む｣｢書く｣｢計算する｣でカウント)は軽度の知的障

害が疑われていた。文部科学省(1999)の定義によるとLDとは｢基本的には全般的な知的発
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達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のも

のの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すもの｣とされているが、同時に｢実際

には複数の能力の習得と使用に困難を示すことも多く、また、いわゆる2次的障害により、

全般的に知的発達に遅れがある場合と明確に鑑別し難いものも見られる｣(文部科学省, 

1999)ともされており、軽度の知的障害との区別のつきにくさが指摘されている。聴覚障害

児においても同様に、また聞こえにくさによる二次的困難との区別のつきにくさも加味す

るとそれ以上に、その鑑別には慎重さと多角的評価が必要であると考える。もう1名 (｢読

む｣に著しい困難ありとカウント)は、最近まで特殊な教育環境にあったことから書きこと

ばの習得が極端に遅れていることが考えられた。聴覚障害児にとって教育環境等の影響に

よってもコミュニケーション手段としての言語(手話)と、学習のための言語(書きことば)

の言語力には不均衡が生まれることが予想されうるため、養育歴や言語環境など個別に評

価が必要な面もあることが示唆された。同時に環境要因による学習の遅れとの区別は非常

に難しいことも示された。他の2事例(｢計算する｣でカウントされたもの1名、｢聞く｣と｢計

算する｣の 2領域でカウントされたもの1名)については特に考慮すべき個人的特徴は見ら

れなかった。聾学校小学部での標準群401名とそれ以外の639名の｢計算する｣領域の平均

点及び最大値(15点満点、高得点ほど困難度が高い)をみると、標準群では平均1.3点(SD=

1.7)、最大値8点であり、それ以外の群では平均8.1点(SD=4.6)、最大値15点であった。

標準群以外の聴覚障害児の平均値が高く分散が大きいことは、極端に困難を示す者が少な

からず存在したことを示している。今後は偏りの大きかった項目について標準群との二分

化による平均値の単純加算たけではなく｢著しい困難｣を示す群や｢中程度の困難｣を示す群

との関係性など困難の度合いによる得点の重みづけの等も視野に入れて詳細な検討が必要

であると考える。 

また、｢聞く｣でカウントされた1事例については最も良く使うコミュニケーション手段

が｢口話｣(平均聴力;右104㏈HL、左90㏈HL)であり、発達障害による困難さというよりも、

聴覚活用を行いながらもなお残ってしまう｢聞く｣ことへの困難によると考えられた。また、

難聴学級･通級でも学習面で困難を示す者が最も多かったのは｢聞く｣領域であり、彼らの最

もよく使うコミュニケーション手段は｢口話｣であったことから、ここにも聴覚活用をしな

がらもなお残ってしまう聞こえにくさによる困難を示す者が含まれてしまったと予測され

る。十分な聴覚活用と同時に聞こえにくさを補う補助手段を身につけていく必要性ととも

に、質問項目自体が聴覚障害児を評価する際に配慮が必要なものであったことが示唆され

た。本研究では｢聞く｣領域の項目に｢最も使いやすいコミュニケーション手段で｣と追記を

したが、より適切に、共通した基準で評価できるように文言の表現にも今後工夫が必要で

あると考える。 

また、教員の印象では｢発達障害がある｣とされたものの、聴覚障害児版評価基準では抽
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出することができなかったものが2名存在した。1事例はチャージ連合症候群による聴覚

障害児で｢粗大運動、微細運動共にとても不器用｣、｢課題要求が少し高くなるだけで固まっ

てしまう｣、｢友達や大人とのやり取りが全体的に幼い印象｣などの様子のある児童であった。

運動については本研究で活用した文部科学省調査(2002)には質問項目として含まれておら

す、評価することができなかった。研究１－２で用いたPRSには｢運動能力｣(｢一般的な運

動｣、｢バランス｣、｢手先の器用さ｣)に関する質問項目が含まれており、器用さ等を含めて

「学習の困難」をとらえるならば、バッテリーを組みながら評価することの必要性が示さ

れた。ちなみに文部科学省調査(2002)に含まれず、PRSには設定されている項目として｢オ

リエンテーション｣(｢時間の判断｣、｢土地感覚｣、｢関係の判断｣、｢位置感覚｣)もあり、これ

らを含めた新しい評価項目の整理も今後行いたいと考える。また、チャージ連合は耳介奇

形及び難聴に併せて、自閉的特徴を示すことがあり(Jure,Rapin,and Tuchman,1991; Mill

er,Stromland,Venture,Johansson,Bandim,Gillberg,2004)、チャージ連合による聴覚障害

児に対しては基本的に自閉的特徴についても慎重に判断していく必要があると考える。 

もう1事例は、最も良く使うコミュニケーション手段である手話と書きことばの能力に

大きなギャップの見られる児童であった。特に、｢書きことばでの単語が定着しない。その

場では覚えるもののすぐに忘れてしまうなど、言語の文節単位としての音韻を継次的に処

理することに著しい苦手さが見られた。例えば、単語を書いたときに文字が脱落してしま

ったり(例:｢クリスマス｣→｢クリマス｣)、文字順が逆転してしまったり(例:｢こいのぼり｣

→｢こいぼのり｣)することは発達段階にある聴児や一般的な聴覚障害児でも起こるが、この

事例ではその頻度や定着の悪さが特に顕著であった。書きことばであれば複数の音節構造

を持つ単語も、手話表現では一つから二つ程度の動作で表すことができるため、手話では

継次的処理の困難さが顕在化しなかったことが考えられる。聴児においては耳から自然に

音が入力されるため、音韻意識は自然に獲得されていく(天野,1970;1986)が、聞こえにく

さによって十分な音の入力が阻害される聴覚障害児にとって音韻意識は｢学習して習得す

るもの｣となる。音韻には各言語の音のカテゴリー化に関する役割のほかに、言語を構成す

る分節単位としての役割があるが、後者の役割に関する聴覚障害児の音韻意識の発達につ

いて、一般的に習得時期は聴児より若干遅れる(あるいは個人差が大きい)ものの、習得し

ていくことができるものであるとされている(斎藤,1978;Leybaert&Charlier,1996;Miller,

1997)。その一方で、他の聴覚障害児に比して著しい困難を示す者が存在したことは、聴覚

に障害のない発達障害児にはみられない、発達障害による聴覚障害児独特の特徴であると

考える。また、海外においては学習到達度と潜在能力とのディスクレパンシーはLDのある

聴覚障害児の特徴としてもっともよく挙げられており(Powers,Elliott,and Funderburg,1

987)、最も確実なコミュニケーション手段と書きことばの能力差は、LDのある聴覚障害児

を特徴づける上で重要なものであると示唆された。以上から｢運動面(粗大及び微細)｣、｢オ
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リエンテーション｣、｢継次的音韻処理(音節数の多い単語の操作等)｣、｢新しい単語の定着

度」、｢最も使いやすいコミュニケーション手段と書きことばとの能力差｣については本研究

では質問項目としては設定されていなかったものの、発達障害のある聴覚障害児をスクリ

ーニングするために必要な項目であることが示唆された。Powersらは｢学習スタイルの違

い｣、｢記憶困難｣、｢個人内の能力差｣なども良く挙げられる特徴であるとしており、またこ

ういった問題は全ての教育関係者に関係するものであるとして、聴覚障害児教育に関わる

者も他の領域の障害についてよく理解する必要があると指摘している。今後、より困難の

特徴を包括できるような項目や発達障害のある聴覚障害児特有の困難を問う項目を加え、

標準群との差が大きい項目についての得点の重みづけをする等の操作を行うことでより妥

当に発達障害のある聴覚障害児を評価できる新たな評価尺度の検討をしていくことが課題

であった。 
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研究５ 

音韻意識の発達過程からみた発達障害合併事例の一検討 

 

近藤史野（東京学芸大学大学院教育学研究科） 

 濵田豊彦（東京学芸大学特別支援科学講座） 

 

１．目的 

一般に音韻意識は聴児の場合、4 歳後半から 5 歳頃にかけて大きく発達すると言われている

（天野,1970）。音声入力に困難のある聴覚障害児においても、5 歳から小学1 年生の後期にかけ

て同様に音韻意識の発達が見られることが明らかにされている（齋藤,1978・1979）。 

しかし、聴児を対象とした研究では音韻意識が未発達の3歳児が対象とされてきたのに

対し、聴覚障害児においてはそれらの幼児は対象とされておらず音韻意識の初期からの発

達については十分議論されてこなかった。 

ところで、ろう学校の幼稚部に手話が導入されて以降、手話から指文字への移行に苦労

する事例が散見されている。移行の困難の背景には音韻意識の獲得そのものに何らかの躓

きがあるのではないかと考える。 

そこで、本研究では 3 歳～6 歳の手話併用環境にある聴覚障害幼児を対象に音韻分解課

題を行い、発達過程を見ると同時に停滞事例について考察することとした。 

 

２．方法 

手話併用環境にあるろう学校に在籍する 3 歳 3 ヶ月から 6 歳 5 ヶ月の聴覚障害幼児 30

名（平均聴力レベル：94dBHL）に対し、13ヶ月間にわたり4回の縦断的調査を実施した。 

２－１ 実験材料 

 齋藤(1978)が音韻分解課題・音韻抽出課題に用いた語を参考に、幼児にとってより身近

であると考えられる単語を直音、特殊音節を含め、計7単語選択した(表１)。 

 

表１ 課題に用いた語 

 

２－２ 手続き 

まず絵カードを見せて、各単語の名称を呼称させた。対象児なりの明瞭さで発音できて

直音 特殊音節 

3モーラ 5モーラ 拗音 長音 拗長音 促音 撥音 

ばなな こいのぼり ちょこ ぞう きゅうり こっぷ らいおん 
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いると判断した場合はその単語について音韻分解課題を実施した。幼児が名称をある程度

正確に発音できなかった場合、また手話表出等は行うが、それを日本語で表すことが出来

なかった場合は口声模倣をさせた後に音韻分解課題を行った。 

音韻分解を確認するための装置として、押すとランプが点灯するスイッチを長南(2007)

を参考に作成し、音韻分解課題の際には音声と共に、モーラ数分スイッチを押させた。 

２－３ 評価基準 

分解単位はモーラ単位とし、モーラ数が一致した場合を正答とした。 

 

３．結果 

３－１．音韻分解課題における個々の成績の推移 

 まず、音韻分解課題における年齢ごとの推移を図1に示した。発達の早い幼児では3歳

前半から直音からなる単語の音韻分解が可能となりはじめ、おおむね4歳後半から6歳頃

にかけて大きく成績が伸びる幼児が多かった。この結果は聴覚入力に制限のある聴覚障害

児でも聴児とほぼ同じ時期に音韻分解が可能になる者が少なくないことを示した。しかし、

5歳後半から6歳になっても音韻分解が十分にできない一群もみられ、個人差が大きかっ

た(図 1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．音韻分解課題における個々の推移 

 

 次に各音節ごとの平均正答率の推移を図2～8に示した。3モーラ直音では、4歳から

5歳前半にかけて、大きな伸びが見られた。また、個人差はあるもののほとんどの幼児が5

歳代ではほぼ正答率が100％に達していた(図 2)。一方5モーラ直音に関しては３音節単語
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と比較して発達が遅く、6歳になっても平均正答率が78％にとどまった(図 3)。また一貫

して個人差が大きかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．３モーラ直音の６ヶ月毎の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．５モーラ直音の６ヶ月毎の推移 

 

特殊音節については、長音、撥音について、6歳の時点で全ての幼児の正答率が100％

に達したが(図 4、5)、促音については6歳になっても正答率が78％にとどまった(図 6)。
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全体的な発達の傾向としては、個人差は大きいものの、4歳後半から6歳にかけて大きな

伸びが見られ、年齢が上がるにつれて成績が向上した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．長音の６ヶ月毎の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５．撥音の６ヶ月ごとの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６．促音の６ヶ月毎の推移 
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ところが、それに対して、拗音、拗長音では、4歳後半までに一回上昇した正答率がそ

れ以降、加齢に伴い低下し、他の音節とは逆の傾向が見られた(図 7、8)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７．拗音の６ヶ月毎の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８．拗長音の６ヶ月毎の推移 
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３－２．拗音部分の2モーラ化を正答とした場合の音韻分解課題における個々の成績の推

移 

音韻分解課題を実施した結果、加齢に伴いほとんどの幼児の課題成績に伸びが見られる

ことが分かった。しかし一方で、5歳後半から6歳になっても正答率が停滞している一群

がみられた。そのため、幼児の音韻分解課題における誤り方を分析したところ、拗音部分

を2モーラに分解するという、共通の特徴がみられた。そこで、拗音部分を2モーラに分

解した場合も正答としたところ、拗音節、拗長音節の課題正答率が上昇し(図 9、10)、70

～90％付近で課題成績が停滞していた幼児のほとんどに、成績の伸びが見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9．拗音部分の2モーラ化を正答とした場合の拗音の6ヶ月毎の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10．拗音部分の2モーラ化を正答とした場合の拗長音の6ヶ月毎の推移 
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また、拗音部分を2モーラに分解した場合も正答とした時の、年齢ごとの音韻分解課題

における課題正答率の推移を図11に示した。その結果、これらの幼児の中には、5歳後半

から6歳にかけて音韻分解課題の成績が100％に達する者がいることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11．拗音部分の２モーラ化を正答とした場合の音韻分解課題における個々の推移 

 

３－３．5歳後半になっても課題成績が伸びない幼児 

 しかし、音韻分解課題について拗音部分を2モーラ化した場合も正答とした時、5歳後

半になっても課題成績が50％付近で停滞している幼児の存在が明らかとなった(図11の楕

円)。その中でw児、ab児、ad児は5歳児クラス2学期末になっても課題正答率が50％付

近で停滞していた。なお、上記3名はいずれも人工内耳を装用していた。 

 

４．考察 

４－１．音韻分解能力の発達の様相について 

日本語の読み書き能力の基礎となる音韻意識の発達について、聴児は基本的音韻につい

ては 4 歳前半頃から分解が可能になると言われている。また、4 歳半ごろから 5 歳にかけ

て分解能力が急速に発達することも指摘されている（天野，1970）。本研究において音節ご

との正答率の推移を見たとき、どの音節も個人差は大きいが、大体4歳前半ごろから6歳

にかけて大きな伸びが見られることが分かった(図 12)。このことから聴児と比べて発達の

仕方は緩慢ではあるものの、音韻分解能力が発達し始める時期は変わらないということが

示されたと考える。 
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図 12．拗音部分の2モーラ化を正答とした場合の各音節の６ヶ月毎の推移 

 

一方音韻分解の課題成績を見たとき、5歳後半あたりで課題成績が70～90％周辺で停滞

している幼児の存在が示された(図 1)。これらの幼児の音韻分解課題における分解の仕方

を分析したところ、ほとんどの幼児が拗音部分を文字単位で分解するという、齋藤(1978)

や長南(2006)の指摘した聴覚障害児特有の分解を行っていたことが明らかとなった。また

幼児によっては指文字表示を行いながら音韻分解を行う様子も観察された。そこで拗音部

分を2モーラに分解した場合も正答とした場合、停滞していたほとんどの幼児の課題成績

が上昇した。以上のことから、聴覚障害児の中には文字や指文字といった視覚的なイメー

ジを手掛かりに音韻分解を行う者もおり、そのような幼児にとっては文字単位が言語的な

分節単位となっているのではないかということが推察された。 

また、直音5モーラと促音における音韻分解能力の発達を見た時、他の音節よりも遅れ、

幼稚部において本格的な文字指導が開始される5歳頃から成績に伸びが見られ始めたこと

が分かった(図 12)。このことから、5モーラといった文字数の多い単語や、促音に対する

音的側面への定位は、文字等によるその単語に対する音韻表象の獲得が必要とされるので

はないかということが示唆された。 

 ところで、聴覚障害幼児の音韻分解課題の課題成績の伸びは比較的個人差が大きかった。

平均的な傾向としては 4 歳前半頃から音韻分解能力が発達してくるのに対し、3 歳代から

既に音韻分解能力の発達が見られる幼児(a児、b児、c児、d児、g児、h児、i児)がいた

(図 11)。これら 7 名の幼児について詳しく見てみると、7 名の平均聴力レベルは 72dBHL

と、対象幼児全体の平均聴力レベル(94dBHL)と比べ難聴の程度が軽かった。また、彼らは
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日常生活における行動観察から手話併用環境の中であっても、音声を優位に使用しながら

コミュニケーションを行っている幼児達であることが明らかとなった。ここで、音韻分解

課題は、文字の習得と相互の関係の中で発達していくと言われている（天野,1970）。しか

し、本対象児の在籍する幼稚部3歳児クラスでは、まだ本格的な文字指導は実施されてい

なかった。このことを考慮すると、これらの幼児は単語を分解する際に、聴覚的なイメー

ジを用いて分解を行っており、聴児と同様の機序で音韻意識を発達させていると考える。

また比較的難聴が軽く、聴覚を活用していることが、音韻分解能力の発達の初期段階にお

いては有利に働くことが推察された。 

 長南等(2006)は、聴覚障害児の音韻意識の発達について、音韻分解課題の成績を補聴器

装用児（HA 児）と人工内耳装用児（CI 児）とで比較を行っている。そして、HA 児は文字

のイメージを用いて分解を行ったこと、またより強力な聴覚活用を目的とした人工内耳を

装用している幼児・児童は比較的音のイメージを利用しながら分解を行った可能性を示唆

している。本論文の対象児を見たとき、長南等(2006)の対象児と同様に、文字のイメージ

を用いて分解を行っている者、音のイメージを用いて分解を行っている者など、分解の仕

方に個人差があることが示唆された。今後はコミュニケーション手段や聴力レベルなどを

考慮した詳しい分析が必要であると考える。 

 

４－２．音韻分解の課題成績が5歳後半になっても停滞している幼児について 

ところで、拗音の2モーラ化を正答としても音韻分解課題の成績が5歳後半になっても

50％付近で停滞している幼児がいた(図 11)。その内5歳児クラス2学期末になっても課題

成績が上がらなかった3名についてはいずれも人工内耳を装用していた。個々の分解時の

様子を分析したところ、ad児については2回目の調査時には課題正答率が100％に達して

いるにも関わらず、3回目には57％まで低下した。ad児は2回目までの検査時では拗音部

分を2モーラに分解しており、視覚的なイメージを手掛かりに分解を行っていたことが推

察された。しかし、3 回目の調査時には自分の発音した音と自分が認識している分解単位

との違いに戸惑い、分解の仕方が過分化でであったり音節分解であったりと混乱している

様子が見られた。ad 児は人工内耳を装用しており、その影響で、文字や指文字といった視覚的

な単位として語を認識するだけでなく、音への気づきの芽生えが出てきた時期であったのではな

いかと考えられる。 

一方 w 児、ab 児については、幼稚部における普段の行動観察から、他の 5 歳児クラスの幼児

達に比べ、w 児は文字の習得が遅く、ab 児はかな文字一文字ずつは習得しているが、文字を組

み合わせて単語を構成することに困難があることが窺えた。また、音韻分解課題についても両児

共に名称は手話では表現することができるが、かな文字や指文字ではそれを表すことができな

い単語の数が多く、この様な単語は全て口声模倣することもできなかった。 
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人工内耳を装用しており閾値は改善したものの、その後の日本語における言語発達が著しく

ない者の存在が指摘されている(川崎,2004；山本,2004；Greag Ree,2006)。筆者等(2009)はこの

様な言語発達やコミュニケーション等に困難を示す子ども達の存在を受けて、全国聾学校教師

を対象に発達障害様の困難を持つ聴覚障害児に関するアンケートを実施した。その結果、発達

障害のある聾学校在籍児の割合が聴児と比べて高いこと、またこの様な発達障害を教師が疑う

きっかけとして「言葉の定着」に関する事項が最も多かったことを指摘している。 

本研究の対象児である w 児、ab 児は、かな文字での読み書きの基礎となる音韻分解行為(天

野,1970)や、聴覚障害児の言語的な分節単位として推察される文字の習得に遅れが見られると

いうことは、日本語を使用した本格的な学習がはじまる就学後において学習上の困難を示すの

ではないかと考える。 

本研究では、手話併用環境にある聴覚障害児において、平均的に 4 歳後半頃から音韻分解

能力の発達に伸びがみられることが分かった。しかしその一方で、w児、ab児のような5歳後半に

なってもの分解能力に伸びが見られず、また同時に手話から指文字への移行に躓きを見せた、

発達障害様の困難を示す一群の存在も示唆された。この様な幼児に対し、文字指導の開始され

る幼稚部の早い段階でその困難を発見し、早期的に介入を行っていく必要性が今後の課題とし

て示された。 
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アジア太平洋地域聴覚障害問題会議報告 

－Setsatian ろう学校の見学を通して－ 

 

近藤史野（東京学芸大学大学院教育学研究科） 

 

はじめに 

2009 年 8 月 4 日から 7日にかけて第 10 回アジア太平洋地域聴覚障害問題会議（APCD）

が開催された。本大会は「すべての人に聞こえを―誕生から高齢者まで」(Hearing for ALL 

…from Birth to Advanced Age …We Share –We Care)というテーマで、タイ王国の首都バ

ンコクのランドマーク・ホテルで行われた。10回目という節目の大会に相応しく、アジア・

太平洋の各地域から24カ国、400人以上もの参加者が集まり、聴覚障害分野及び聴覚障害

教育や聞こえの専門家、教師、オージオロジストといった聴覚障害者やろう者に関わる様々

な分野の専門家が集まり、活発な議論が交わされた。このような充実した環境の下、研究・

実践報告も医療を始め外科的手術、教育、リハビリテーションと多岐にわたり、非常に意

義深い大会となった。 

 

 

 

 

APCD大会開会式 
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Setsatian ろう学校の見学 

 本大会では、Opening Ceremony と Welcome Dinner の２場面において、Setsatian ろう

学校の学生によってタイの伝統舞踊が披露された。彼女らは、それぞれがお互いの動きを

見合い、リズムを取りながら音楽に合わせて美しい舞踊を以て、我々大会参加者を出迎え

てくれた。ここでは、タイ王国の伝統文化を身につけ、生き生きとした学生達の姿を見る

ことができた。 

本大会の中日には、学会で奨励された開催地タイの教育現場視察を行う関係者が多くか

った。報告者の所属する日本人研究者のグループもこれに参加し、これらの学生たちの母

校である、バンコク市内にあるSetsatianろう学校を訪問する機会を得た。 

 

 

 

 

Setsatian ろう学校の学生によるタイの伝統舞踊 

 

当校はタイで一番初めに設立された歴史あるろう学校である。現在では幼稚部から高等

部まで併せて216名の生徒を抱える、タイにおいては大規模な学校の一つである。学校の

教育方針は次の5項目が掲げられている。まず1点目、道徳及び倫理を伴った教育環境の

提供。2点目、コミュニケーションスキルの向上。3点目、社会において幸福で生産的、ま

た自立した生活を送るための知識・技能の提供。4点目、学校と地域社会との関係の調整。

5 点目、教育参加への平等な機会に対する助言と支援、以上の 5 項である。当校では生徒
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一人一人に対して細やかな目配りがなされており、幼稚部入学から高等部卒業後まで一貫

した教育支援の体制が敷かれていることが窺えた。 

 

 

高等部の授業風景－腕輪作り－ 

 

さて、タイにはろう学校が計 20 校しかなく、子どもの人数に対して学校数が圧倒的に

不足した状況にあるらしい。実際にSetsatian ろう学校においても、クラス編成は1クラ

ス10名が定員となっており、日本と比べて高い人数比で授業が行われていた。また寄宿舎

については幼稚部の子どもから解放されているが、こちらも人数の関係で女子生徒の受け

入れのみという厳しい現状であった。 

今回の視察では、学校の施設、実際の授業風景といったタイの障害児教育の現状を見せ

てもらうことができた。上級生が下級生の面倒を見る姿など、日本のろう学校との共通点

を見ることができ、感銘を受けた。また生徒たちの真剣に授業に取り組む姿や、友達と外

で遊んでいる時の生き生きとした笑顔は、支援の充実度を窺わせ、とても印象深いもので

あった。 
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小学部の算数の授業風景 

 

 

特に興味深かったのは授業体制であった。タイでは教育実習の期間が1年間となってお

り、各クラスに一名ずつSetsatian ろう学校の卒業生がティーチング・アシスタント形式

で配属されているため、授業中のフォローが比較的容易である点が見出せた。また全教員

の20％近くがろう者であることも生徒達にとって、よりストレスのかからない環境づくり

に貢献しているように見受けられた。このような体制は、子ども達は幼稚部の早い段階か

ら将来のモデルとなる先輩ろう者達と関われるという利点があり、充実した学習環境を提

供していると感じた。 

更にSetsatianろう学校に勤務している教員の多くが留学経験者で海外の教育技術等を

学んだ経験を持っている点は、先進的であると感じられた。彼らの中には筑波大学をはじ

めとする日本の教育機関で研鑽を積んだ教員も存在し、日本の研究にも大きな関心を寄せ

ていた。教員達の積極的な姿勢は、自国のろう教育の充実のために、より広い視野で教育

をとらえ考えていくことの大切さを示唆しており、非常に有意義なものであった。 
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聾者の教員と小学部の子どもたち－休み時間の風景－ 

 

 

 

 

最後に 

本大会は参加者にとって、地域毎の聴覚障害の課題に対する取り組みについて学ぶだけ

でなく、様々な分野の専門家と出会う機会を与えてくれた。人種を超えて様々な人同士が

出会い、知見を得、そして新たな指導者、仲間に出会うことができた。特に、Setsatian

ろう学校での見学は、タイ王国におけるろう教育の実際に触れ、またそこで学ぶ多くの子

ども達の、生き生きと学び遊ぶ姿を見ることができた。この様な各国の教育実践の取り組

みを知り、情報交換できた今回の見学は、我々日本人研究者にとって多くを学び、知見を

得た好機となった。 

 

 

 

 



発達障害を併せ有する聴覚障害児に関する調査 ＜学校記入用＞ 

 

特別支援教育において近年
※ 

 発達障害に注目が集まっています。聴児における発達障害児は

6.3％とも言われており、その教育的支援が進められてきています。しかし、一方で発達障害を併

せ有する聴覚障害児に関する調査・研究は、未だ充分とは言いがたい状況です。 

本調査は、発達障害を併せ有する聴覚障害児に関して、幼小中学部を設置するすべての聾学校を

対象として在籍率やその実態を調べることを目的としたものです。東京学芸大学の研究グループが

全国聾学校長会の協力を得て実施しています。本調査の結果は、3 月に各学校あてにお返しする予

定です。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨にご理解頂き、11 月３０日（金）までに投函をお

願いいたします。ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 

                             東京学芸大学 濱田研究室 

                              

 

               学校    １０月 １日現在     

         

問１．学部ごとの学級数、全在籍児数をお教え下さい。 

幼稚部                      小学部 

 幼１(３歳児) （  ）学級  （  ）名     １年生  （  ）学級  （  ）名 

 幼２(４歳児)  （  ）学級   （  ）名     ２年生  （  ）学級  （  ）名 

 幼３(５歳児) （  ）学級  （  ）名     ３年生  （  ）学級  （  ）名  

 重複学級   （  ）学級  （  ）名     ４年生  （  ）学級  （  ）名   

                            ５年生  （  ）学級  （  ）名  

中学部                           ６年生  （  ）学級  （  ）名   

１年生  （  ）学級  （  ）名              重複学級 （  ）学級  （  ）名 

２年生  （  ）学級  （  ）名 

３年生  （  ）学級  （  ）名 

重複学級 （  ）学級  （  ）名 

  

問２．発達障害を併せ有する児童・生徒に対して、学校としての取り組みがありますか。該当する

ものに○を付けてください。 

  １．取り組みを始めている      ⇒問３へ    

 ２．重要な課題とは認識しているが、具体的にはこれから     ⇒問４へ 

  ３．本校の場合、課題とはなっていない     ⇒問４へ 

 

問３．始めている取り組みは次のどれですか、該当するもの全てに○を付けてください。 

  １．校内研修        ２．担当教員等の校外研修  

３．授業者以外の人的サポート（例：衝動性の強い児童に対して教員やボランティアな

どをつける）  

４．発達障害を扱う校内分掌で、全校的な理解・協力・相談を進めている 

  →（分掌名等：                              ） 

５．発達障害に関する医療との連携 →（精神科等の学校医 ／ 学校医以外 ／ 両方 ） 

６．外部の専門家を導入している → 当てはまるものに○をお付けください。 

   ａ．教育センター等の公的機関    ｂ．発達障害に関する民間の機関 

   ｃ．児童相談所・保健所       ｄ．大学 

   ｅ．研修センター等による相談    ｆ．その他 （              ）        

  ７．１～６以外のその他の取り組みがあればお書きください。 

 

 

 

 

問４．今後予定している取り組みがあればご記入ください。      

 

 

 

 

問５．AD/HD や高機能自閉症等の診断を受けている者で重複学級に在籍している場合があります

か？ 

   １．ある （何年生に何人いますか？                       ） 

   ２．いない 

ご協力、ありがとうございました。 

 

＜発達障害とは＞ 

本調査の中で用いられる「発達障害」とは、従来、軽度発達障害と呼ばれてきたも

ので、明らかな知的障害は含まず、LD、AD/HD,高機能自閉症等を意味するものです

（平成 19 年 3 月より文部科学省が用語の変更を行ったことに準じています）。 

ＬＤ（学習障害）：基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、

読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と

使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。学習障害は、

その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定され

るが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環

境的な要因が直接の原因となるものではない。 

ＡＤ/ＨＤ：年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動

性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障を

きたすものである。 また、7 歳以前に現れ、その状態が継続し、中

枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。 

高機能自閉症： 3 歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②

言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわること

を特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴

わないものをいう。 また、中枢神経系に何らかの要因による機能

不全があると推定される。 

       （以上、文部科学省「主な発達障害の定義について」より抜粋） 



幼３担任用 

 - 1 -

発達障害を併せ有する聴覚障害児に関する調査 ＜幼稚部 3 年(５歳児) 担任記入用＞ 

 

特別支援教育において近年発達障害注１に注目が集まっています。聴児における発達障害児は6.3％とも言

われており、その教育的支援が進められてきています。しかし、一方で発達障害を併せ有する聴覚障害児に

関する調査・研究は、未だ充分とは言いがたい状況です。 

本調査は、発達障害を併せ有する聴覚障害児に関して、幼小中学部を設置するすべての聾学校を対象とし

て在籍率やその実態を調べることを目的としたものです。東京学芸大学の研究グループが全国聾学校長会の

協力を得て実施しています。本調査の結果は、3 月に各学校あてにお返しする予定です。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨にご理解頂き、11 月３０日（金）までにご返送をお願いい

たします。ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 

東京学芸大学 濱田研究室 

                                

                        

      学校  幼稚部     組 （平成19年10月1日現在でご回答ください） 

 

問１．担任されているクラスの在籍児数は何人ですか？       （      ）人 

 

問２．担当されているクラスには明らかな重複障害注２を併せ有する幼児がいますか？ 

１． いない    

２． いる  → 何人ですか？（       ）人 

 

問３．クラスに発達障害を併せ有していると感じる幼児はいますか？ いるとすると、どのような行動が見

られますか？（明らかな重複障害児は除いて下さい） 

    １．いない 

    ２．いる    （         ）人 

  幼児ごとに見られる特徴に○をつけてください。 

 

 一 人

目 

二 人

目 

三 人

目 

四 人

目 

五 人

目 

聴こえの状態に比して、新しい言葉がなかなか定着し

ない 

     

音読がたどたどしく、不自然な所で区切ったり、勝手

に語尾を変えたりする 

     

鏡文字が多い、文字のバランスが極端に悪いなど、独

特の字を書く 

     

数の操作、概念の理解が難しい 
     

一つの遊びに集中できないなど、極端に落ち着きがな

い 

     

手足をそわそわ動かしたり、着席していても姿勢が保

てない 

     

順番を待つのが難しく、友達をさえぎったり、抜かし

たりする 

     

こだわりが強い 
     

コミュニケーションのとり方が不自然、友達関係をう

まく築けない 

     

 

問４．問３．で「いる」と答えた先生にのみ、お聞きします。 

小学部（小学校）への進学に際し、幼児の持つ困難や、支援の手立てなどの情報はどのように引き継ぎ

を行う予定ですか？ 当てはまるもの全てに○をつけて下さい。 

 

１．個別の教育支援計画の活用  ２．引継ぎに関する会議等（公式の形） 

３．非公式な形（職員室等での会話の中で、電話や手紙など） ４．特に予定はない   

５．その他（                                  ） 

 

                        ご協力、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

注１：本調査の中で用いられる「発達障害」とは、従来、軽度発達障害と呼ばれてきたもので、明らかな知

的障害は含まず、LD、AD/HD、高機能自閉症等を意味するものです（平成 19 年 3 月より文部科

学省が用語の変更を行ったことに準じています）。 

 

学習障害（ＬＤ）：基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は

推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。

学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、

聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。 

 

ＡＤ/ＨＤ：年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害

で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。 また、7 歳以前に現れ、その状態

が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。 

 

高機能自閉症： 3 歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味

や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達

の遅れを伴わないものをいう。 また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定

される。 

                   （以上、文部科学省「主な発達障害の定義について」より抜粋） 
 

 

注２：明らかな重複障害とは、他の身体障害や知的な遅れのために教科や集団活動等において同学年の子ど

もたちと目標を共有するのが困難な者を意図しています。例えば知的障害の場合、動作性 IQ でおお

よそ70 以下、もしくはおおよそ２年以上の発達の遅れを有する者が目安となります。 
 



発達障害を併せ有する聴覚障害児に関する調査 ＜小・中学部 通常学級担任記入用＞ 
記入者：               

 

クラスの一人一人について（１０月1 日現在の様子で）お答えください。 

子どものイニシャル (問い合わせが必要になった場合のものなので実際のものでなくても構いません)   

 

                      性別：           年    組 

 

 

問1．コミュニケーション手段    （子ども同士や教師との会話などで） 

最もよく使う手段に◎、次によく使う手段に○をつけて下さい。 

１．身ぶり ２．手話(指文字含む) ３．口話(読話含む) ４．キュード ５．その他（        ） 

                                   

問2．聴力レベル 

右：          ｄＢ       左：         ｄＢ    

 

以下、当てはまるものに○をつけて下さい。 

補聴器装用は？ １．大体一日中  ２．必要な時だけ  ３．ほとんど装用しない  ４．非装用  

人工内耳は装用していますか？    １．している（装用開始  歳）   ２．していない 

 

問3．家庭の言語環境     

１．両親共に聴者（母語が日本語） 

２．両親または一方が聴覚障害者（基本的には聴覚口話（キュード含む）） 

３．両親または一方が聴覚障害者（基本的には手話） 

４．その他（例：両親、もしくは一方の親が外国籍・母語が日本語以外） 

  （                                        ） 

  

問4．教育歴（当てはまるもの全てに○をつけて下さい。  には学年を記入してください。）  

     

聾学校幼稚部（ ）  歳から     聾学校小学部（ ）  年生時から 

普通幼稚園・保育園（ ）                  

難聴児通園施設（ ） 

難聴児に関するクリニック（ ）    普通小学校  普通学級（ ）     聾学校中学部    

難聴固定学級（ ） （  ）  年生時から 

                          難聴通級教室（ ）   

                                                  

問 5．この児童・生徒に聴覚障害以外に学習や集団活動に困難をきたす、重複障害(発達障害は除く）は

ありますか？ あればお書き下さい。 

「なし」と答えた場合、３ページ 問６（チェックリスト）へ、「あり」と答えた場合、６ページ 問10

（チェックリスト等は飛ばしてください）へ進んでください。 

１． なし   ⇒ ３ページ 問６へ。 

 

２．あり  （                        ）⇒ ６ページ 問１0 へ 

 

問６．対象児童・生徒について、もっともよく当てはまると思う欄に必ず１つ○をつけてください。 

<原案出典：文部科学省(2002)＞ 

 

「聞く」、「話す」等の言葉が出てきますが、手話等も含め、その子の最も使い易いコミュニケーショ

ン手段での様子をお答え下さい。 

  「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」 ない
まれに

ある 
時 々

ある 

よ く

ある 

1 最も使い易いコミュニケーション手段で、似た言葉への取り違いがある         

2 最も使い易いコミュニケーション手段で、聞きもらしや取りこぼしがある         

3 
最も使い易いコミュニケーション手段で、個別に言われるとわかるが、集団場

面では難しい 
        

4 指示の理解が難しい         

5 
最も使い易いコミュニケーション手段で、話し合いが難しい（話し合いの流れ

が理解できず，ついていけない） 
        

6 適切な速さで話すことが難しい（たどたどしく話す。とても早口である）         

7 ことばにつまったりする         

8 単語を羅列したり、短い文で内容的に乏しい話をする         

9 思いつくままに話すなど、筋道の通った話をするのが難しい         

10 内容をわかりやすく伝えることが難しい         

11 初めて出てきた語や、普段あまり使わない語などを読み間違える         

12 文中の語句や行を抜かしたり、または繰り返し読んだりする         

13 音読が遅い         

14 勝手読みがある（「いきました」を「いました」と読む）         

15 文章の要点を正しく読みとることが難しい         

16 読みにくい字を書く（字の形や大きさが整っていない。まっすぐに書けない）         

17 独特の筆順で書く         

18 漢字の細かい部分を書き間違える         

19 句読点が抜けたり、正しく打つことができない         

20 限られた量の作文や、決まったパターンの文章しか書かない         

21

学年相応の数の意味や表し方についての理解が難しい（三千四十七を

300047 や 347 と書く。分母の大きい方が分数の値として大きいと思って

いる） 

        

22 簡単な計算が暗算でできない         

23 計算をするのにとても時間がかかる         

24
答えを得るのにいくつかの手続きを要する問題を解くのが難しい（四則混合の

計算。２つの立式を必要とする計算） 
        

25 学年相応の文章題を解くのが難しい         

26
学年相応の量を比較することや、量を表す単位を理解することが難しい（長さ

やかさの比較。「15cm は150mm」ということ） 
        

27
学年相応の図形を描くことが難しい（丸やひし形などの図形の模写。見取り図

や展開図） 
        

28 事物の因果関係を理解することが難しい         

29 目的に沿って行動を計画し、必要に応じてそれを修正することが難しい         

30 早合点や、飛躍した考えをする         



 

  

「不注意」「多動性－衝動性」 

ない、もし

くはほとん

どない 

時々ある

しば

しば

ある

非常に

ある 

1 
学校での勉強で、細かいところまで注意を払わなか

ったり、不注意な間違いをしたりする 

        

2 
課題や遊びの活動で注意を集中し続けることが難し

い 

        

3 
面と向かって話しかけられているのに、聞いていな

いようにみえる 

        

4 指示に従えず、また仕事を最後までやり遂げない 
        

5 学習課題や活動を順序立てて行うことが難しい 
        

6 
集中して努力を続けなければならない課題（学校の

勉強や宿題など）を避ける 

        

7 学習課題や活動に必要な物をなくしてしまう 
        

8 気が散りやすい 
        

9 日々の活動で忘れっぽい 
        

10 
手足をそわそわ動かしたり、着席していても、もじ

もじしたりする 

        

11 授業中や座っているべき時に席を離れてしまう 
        

12 
きちんとしていなければならない時に、過度に走り

回ったりよじ登ったりする 

        

13 遊びや余暇活動に大人しく参加することが難しい 
        

14 
じっとしていない。または何かに駆り立てられるよ

うに活動する 

        

15 過度にしゃべる 
        

16 質問が終わらない内に出し抜けに答えてしまう 
        

17 順番を待つのが難しい 
        

18 
他の人がしていることをさえぎったり、じゃました

りする 

        

 

 

 

 

  「対人関係やこだわり等」 いいえ 多少 はい 

1 大人びている。ませている       

2 みんなから、「○○博士」「○○教授」と思われている（例：カレンダー博士）       

3 他の子どもは興味を持たないようなことに興味があり、「自分だけの知識世界」を

持っている 

      

4 特定の分野の知識を蓄えているが、丸暗記であり、意味をきちんとは理解していな

い 

      

5 含みのある言葉や嫌みを言われても分からず、言葉通りに受けとめてしまうことが

ある 

      

6 会話の仕方が形式的であり、適切な間合いが取れなかったりすることがある       

7 言葉を組み合わせて、自分だけにしか分からないような造語を作る       

8 独特なトーンで話すことがある       

9 誰かに何かを伝える目的がなくても、場面に関係なく不自然な声を出す（例：唇を

鳴らす、咳払い、喉を鳴らす、叫ぶ） 

      

10 とても得意なことがある一方で、極端に不得手なものがある       

11 いろいろな事を話すが、その時の場面や相手の感情や立場を理解しない       

12 共感性が乏しい       

13 周りの人が困惑するようなことも、配慮しないで言ってしまう       

14 独特な目つきをすることがある       

15 友達と仲良くしたいという気持ちはあるけれど、友達関係をうまく築けない       

16 友達のそばにはいるが、一人で遊んでいる       

17 仲の良い友人がいない       

18 常識が乏しい       

19 球技やゲームをする時、仲間と協力することに考えが及ばない       

20 動作やジェスチャーが不器用で、ぎこちないことがある       

21 意図的でなく、顔や体を動かすことがある       

22 ある行動や考えに強くこだわることによって、簡単な日常の活動ができなくなるこ

とがある 

      

23 自分なりの独特な日課や手順があり、変更や変化を嫌がる       

24 特定の物に執着がある       

25 他の子どもたちから、いじめられることがある       

26 独特な表情をしていることがある       

27 独特な姿勢をしていることがある       

     

問７．チェックシートをご記入いただいた上で、この児童・生徒に発達障害はあると思いますか？  

「あると感じる」と答えた場合、６ページ 問８へ、「ない」と答えた場合、ここで終了となります。  

 ・あるように感じられる               ⇒６ページ 問８へ。 

・ない、あるとは思わない            ⇒終了 ご協力ありがとうございました。 

 



問８．担任として「聴覚障害以外に発達障害を併せ有しているかもしれない」と感じ始めた

のはいつ頃、どのような点ですか。最も近いものに○を付けてください。 

   １．前担任から引き継いでいた 

   ２．担当して直後 

   ３．一ヶ月ほど指導して 

   ４．三ヶ月ほど指導して 

   ５．半年ほど指導して 

   ６．一年以上指導して 

 

どのような様子に関してですか。 

 

 

 

 

 

 

問９．この児童・生徒の発達障害からくるニーズに対して、専門機関とは連携がありますか。 

１．特に連携していない   

２．連携している   

 どのような専門機関ですか。全てお書き下さい。 

  （                                   ） 

 どのような関わりをしていますか。当てはまるもの全てに○をお付けください。 

  ア．診断・評価 

  イ．投薬等医療的管理 

  ウ．具体的な指導方法へのアドバイス 

  エ．教材・教具へのサポート、提供 

  オ．個別の支援計画における支援会議のメンバー 

  カ．その他 （                             ） 

    

問１０．この児童･生徒に対して、指導上どのような点に困り感を感じますか。また、聴覚障

害以外からくる困難に対して、具体的にはどのような工夫をされていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力、ありがとうございました。 



発達障害を併せ持つ聴覚障害児に関する調査 ＜主任用＞ 

 
特別支援教育において近年

※ 

 
発達障害に注目が集まっています。聴児における発達障害児は

6.3％とも言われており、その実態把握や支援が進められてきています。しかし、一方で発達障害

を併せ持つ聴覚障害児に関する調査・研究は、未だ充分とは言いがたい状況です。 

本調査は、発達障害を併せ持つ聴覚障害児に関して、難聴通級指導教室または難聴特殊学級を設

置する全国の小中学校を対象として在籍率やその実態を調べることを目的としたものです。 

なお、本調査の結果は、結果がまとまり次第ご協力いただけた学校あてにお返しする予定です。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨にご理解頂き、平成20 年３月1４日（金）までに

ご返送をお願いいたします。ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 

                             東京学芸大学 濱田研究室 

 

 

    
都道
府県    

区市

郡
           学校    １０月 １日現在     

問１．貴学級（教室）の設置形態等は以下のどれに該当しますか。該当する項目に「レ」をつけて

ください。 

  １）貴校は小学校ですか、中学校ですか 

    □小学校     □中学校 

  ２）貴学級（教室）は通級指導教室ですか 

   □通級指導教室  □固定の特別支援学級  □その他の形態（           ） 

  ３）貴学級（教室）の対象は聴覚障害児だけですか 

    □聴覚障害児のみ   □言語障害児学級と併設して運営   

□言語以外の学級と併設して運営（併設している障害種：              ） 

□その他の形態（               ） 

  ４）貴学級（教室）の設置場所はどこですか 

   □学校の敷地内  □学校とは離れた場所に独立  □その他（           ） 

 

問２．平成19年10月1日現在、在籍または通級をしている難聴児の人数（固定／通級）、教員の

人数を教えてください 
      １年生 （

 固

 定
     /

 通

 級
   ）名      ２年生 （

 固

 定
     /

 通

 級
   ）名    

３年生 （
 固

 定
     /

 通

 級
   ）名      ４年生 （

 固

 定
     /

 通

 級
   ）名  

      ５年生 （
 固

 定
     /

 通

 級
   ）名      ６年生 （

 固

 定
     /

 通

 級
   ）名   

      合計  （
 固

 定
     /

 通

 級
   ）名      教員  （         ）名 

 

問３．発達障害を併せ持つ聴覚障害児に対して、貴学級（教室）としての取り組みがありますか。

該当するものに○を付けてください。 

  １．取り組みを始めている      ⇒問４へ    

 ２．重要な課題とは認識しているが、具体的にはこれから     ⇒問５へ 

  ３．貴学級（教室）の場合、課題とはなっていない     ⇒問５へ 

問４．始めている取り組みは次のどれですか、該当するもの全てに○を付けてください。 

  １．講師を招いての校内研修        ２．担当教員等の校外研修  

３．授業者以外の人的サポート（例：衝動性の強い児童に対して教員やボランティアなどをつける）  

４．発達障害を扱う校内分掌で、全校的な理解・協力・相談を進めている 

 →（どのような分掌名：                              ） 

５．発達障害に関する医療との連携 →（ 精神科等の学校医 ／ 学校医以外 ／ 両方 ） 

６．外部の専門家を導入している → 当てはまるものに○をお付けください。 

   ａ．教育センター等の公的機関    ｂ．発達障害に関する民間の機関 

   ｃ．児童相談所・保健所       ｄ．大学 

   ｅ．研修センター等による相談    ｆ．その他 （              ）        

  ７．１～６以外のその他の取り組みがあればお書きください。 

 

 

 

問５．今後予定している取り組みがあればご記入ください。      

 

 

 

ご協力、ありがとうございました。 

 

 

＜発達障害とは＞ 
本調査の中で用いられる「

※ 

 発達障害」とは、従来、軽度発達障害と呼ばれてきたもので、明らかな知

的障害は含まず、LD、ADHD、高機能自閉等を意味するものです（平成19年3月より文部科学省が用語

の変更を行ったことに準じています）。 

ＬＤ（学習障害）：基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算

する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態

を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害が

あると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境

的な要因が直接の原因となるものではない。 

ＡＤＨＤ：年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動

の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。 また、7歳以前に

現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定され

る。 

高機能自閉症： 3歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、

③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症

のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。 また、中枢神経系に何らかの要因

による機能不全があると推定される。 

                （以上、文部科学省「主な発達障害の定義について」より抜粋） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学研究費補助金（基盤研究（C）） 

 
軽度障害を伴う聴覚障害児の実態とその指導法に関する研究 
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