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聴覚障害児の二次的障害における自信のなさへの支援 

「学校はまちがえてもだいじょうぶだよ。」の気持ちに寄り添う声掛け 

 
 

竹ノ下真理子＊1・廣嶌 忍＊2 
 
聾学校に在籍する聴覚障害のある児童について，児童が自信をもって環境に主体的に働きかけられるよ

うになることを目的として，担任教師の声かけを工夫した支援を行った。その結果，支援の開始時には課

題に対しての自信のなさが顕著であった児童が，1年間の支援経過後には，誤りを気にしないで自分の意

見を主張できるようになった。そうした支援がどのように行われたのかの経過を報告するとともに，聴覚

障害のある児童がもつ二次障害への支援の必要性ならびに支援方法について考察した． 
 

〈キーワード〉 聴覚障害児，聾学校，二次障害  

 
Ｉ はじめに 

 

 松沢，中野ら（1982）は，聴覚障害児に依存性が強

いことを指摘し，ことばの習得でも，いわゆる「こと

ばのたたき込み」的な教育が行われ，子供が受け身で

学習しがちになり，良否の判断の主体は常に親や教師

側にあって，子供の主体的判断は抑えられがちになる

という。聴覚障害児は，事物についての経験，社会的

経験が決定的といえるほど不足している。しかし，親

や教師が何もかも教えるわけにはいかない。なにより

も，子供が主体的に喜んで行えるような力をつけるこ

と，自主的に学習がおこなえる態度を身につけるこ

と，それらを周囲がつけてやる必要があると述べてい

る（松沢・中野，1982）。 

 本論文で報告する児童も，聴覚に障害があるため，

他人が言った事を十分理解できなかったり，自分を取

り巻く周囲の状況が理解できにくいまま行動すること

が多かったと考えられる。しかも，自分が話したこと

が正しいかどうかの確認ができなかったり，他人に聞

かないと判断できにくい所もあったりして，他人に依

存しなければならない経験をたくさんしてきたであろ

うと思われる。このように周囲の状況を自分で判断し

たり，周囲のいったことが理解できなかったりした経

験を積み重ねてきたため，聴覚障害の二次的障害とし

て，物事に対しても消極的であったり，課題に対して

の自信のなさがみられたりする。そのため，いろいろ

な経験が不足がちになり，社会性の発達に遅れもみら

れると思われる。 

 そこで，本論文では，本児の自信のなさに働きかけ

ることで自分の思いや考えを積極的に表現でき，主体

的に取り組む事ができるような支援を行った経過を報

告し，聾学校における発達支援のあり方を検討する。 

 

Ⅱ 方法 

 

１．対象児について 

①聴力の状態  

 対象児は聾学校小学部１年に在籍する７歳の男児で

ある。本児は感音性難聴で小学部入学時の聴力レベル

は，右耳７６ｄＢ，左耳７６ｄＢであった。 

 本児は２歳のころよりことばに気がかりな点があ

り，さまざまなところで相談をしていたが，聴覚障害

が発見されたのは４歳を過ぎてからであった。その

後，補聴器による補聴を行い，５歳の４月から難聴幼

児通園施設にて残存聴力の活用と発話の訓練を受け

た。本児は聾学校に入学して，少しずつ聴覚を活用し

ようとする姿がみられるようになった。入学当初は，

手話や指文字はまだ不十分であったが，本校の寄宿舎
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に入舎して，上級生が使っているのを見て覚えたり，

寄宿舎の指導員から教えてもらったりして少しずつ使

うことができるようになってきていた。聾学校に入学

して以来，意思の表出方法は発声を中心に行いなが

ら，やや発語が不明瞭な時には，理解している指文字

を使って伝えようとする姿がみられるようになった。 

②対象児の発達状況 

 本児に実施した WISC-Ⅲの結果は，FIQ 76，VIQ 

63，PIQ 96 で，発達年齢が 7 歳 7 か月であった。本

児は PIQ の得点が 96 であることから，動作性知能は

正常範囲であると考えられた。しかし，VIQ は 63 と

低く，聴覚障害から起因する言語発達の遅れが表れて

いると考えられた。さらに，下位検査の特徴では，VC

の構成要素である「類似」「単語」「理解」の数値が

比べて低く，言語的な知識や概念の発達に遅れがみら

れる。PO の構成要素である「絵画完成」「絵画配

列」「積木模様」は比較的高い。以上の結果は，視覚

的な情報処理能力は高く視覚的イメージを活用した理

解や表現ができていると考えられる（上野ら，

2005）。 

③対象児の行動観察 

 学習面では，学年相当の学習課題に取り組んでい

る。学習面全般，興味関心が高く，学習へ向かう姿勢

も意欲的である。家庭学習（寄宿舎での学習）も意欲

的に行うことができる。国語では，言葉の意味が理解

できない事があると，「分からない」「むずかしい」

と伝えてくる時もある。図画工作では，活動前から自

信がなく「無理」「できない」と困惑した表情で訴え

てくる。友達のものを見て作っていて，周りの友達が

完成していくのを見て，遅くなったことが不安で泣き

出したこともあった。 

 身のまわりの事は，自分でやることができる。ま

た，小学部に入学して，親元を離れて寄宿舎での生活

を行っている。寄宿舎での生活の規則や指導員に言わ

れた事はしっかりとできる。就寝時は，初めは寄宿舎

の指導員が寝付くまで一緒にいたが，三日目頃から

「ひとりで ねるよ。」と言ってやすむことができる

ようになった。 

 入学当初は，緊張していることもあって，自分の思

いをなかなか言えなかった。また，手話や指文字がま

だ十分ではなくて，言葉だけで友達と話すことが多

く，友達となかなか話しが通じ合わないことがあっ

た。休み時間では，友達が遊んでいても，「本を読む

からいい」と言って，一人で本を読んでいる姿がみら

れる事もあった。また，初めは友達と一緒に遊んでい

ても，友達との遊びに興味がもてなくなったり，友達

の手話や話が分からなくて一緒に入れないため，一人

輪から離れて遊ぶ事もあった。 

 学習場面では，周囲の友達の様子を見て，分からな

くても一緒に手を挙げる事があった。「手を挙げてい

ないといけない」「分からないことはだめだ」「はず

かしい」という気持ちが強くあるように思われた。  

 また，話を聞く姿勢はできているが，話が分かって

いて自分の思いをつぶやいているが，指導者が「みん

なに聞こえるように言ってね。」と促すと，「いい。

いい。」と自信がないのか答える事を拒むことがあ

る。 

④対象児の総合評価と支援仮説 

 本児は，聴覚障害者であるが，比較的聴覚がよく，

十分ではないが聴覚活用もされつつある。しかし，就

学前では，専門機関での指導が遅く，小学部入学前数

ヶ月しか難聴幼児通園施設に通園していなかった。聴

力がよいが聴覚障害者特有の言語発達の獲得に課題が

ある児童である。そのため，発達過程においての経験

の不足も考えられ，聴覚障害者特有の言語的，知的発

達に問題がみられる。 

 学習では，音声ではそれらしく聞こえていても，指

文字で直すと間違えていたり，ノートに書くと正しく

書かれていなかったりする。文法が正しく使われず，

助詞の使い方に間違いが多い，書字は，丁寧に書くこ

とができる。読むことはできるが，内容を理解するこ

とは難しい。また，聞こえにくい状況や指導者の提示

が十分理解されていない時，ますます自分に対しての

自信のなさがみられる。そして，「できない。」「分

からない。」ことに，自分自身が敏感に感じるように

なってきた。そのため，ついつい周囲の様子をうかが

って行動する事が多くみられる。そこで，間違えるこ

とを気にせず，自分の思いを自信をもって表現できる

事で，課題にも意欲的に取り組めるようになり，学習

場面でも自信をもって達成できるような支援していく
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必要がある。特に心理的な部分のアプロ－チが必要で

あると考える。 

 家庭においては，母親から「ついつい気づいてしま

うと，何回も同じことを（学習の準備や宿題について

など）繰り返し言ってしまいます。」と話をされた。

つまり，聞こえがよいためついつい周囲が繰り返し大

きな声で伝えることや，できない部分を繰り返し注意

することが多く，そのため，自分の行動に自信がもて

なかったり，自分の思いを伝えることは難しいと考え

た要因の一つであると思われる。今まで，周りが本児

に対して，発達に合わない課題を求めることが多くあ

り，今までの経験の中で達成感，成功感を味わう機会

が少なく自信喪失になりがちで，自己を否定的に捉え

てきたと思われる。そこで，周囲が，本児を発達的な

視点で理解をする必要がある。 

 

２．支援期間と支援方法 

①支援期間 

 支援期間は本児が小学部１年に在学した１年間であ

った。 

②支援計画 

 本児の総合評価に基づいて，以下のような長期目標

及び短期目標を設定して支援を行った。 

（１）長期目標   

・自信を持って，いろいろな課題に取り組むことがで

きる。 

（２） 短期目標 

・間違えることを恐れずに，自分の思いや考えを伝え

ることができる。 

・課題に興味関心をもち，自分から意欲的に取り組む

ことができる。 

③対象児への支援内容     

  本児に対する短期目標の達成を目的として，学級担

任として以下のような具体的な取り組みを計画した。 

・本児が間違いを気にせず，話ができる雰囲気を大切

にする。 

・本児の気持ちを受け止めたやりとりをする。 

・本児が自信がない時は，「間違えてもいいよ。大丈

夫だよ。間違えたら，また勉強できるからいいよ

ね。～やってみよう。」と励ましたり，「～してみ 

たらどうかなあ。」などの言葉掛けをしたりする。 

・人格を否定される禁止的な言葉（だめ。できな

い。）は使用せず，「残念だったね。」「途中まで

でもやってみようよ。」「分からなくてもいいよ。

先生に分かるところまで教えてね。」と「分からな

いこと」「できないこと」を認め，受け止める言葉

掛けをする。 

・本児がやり遂げた時には，「丁寧にできたから，す

ばらしいね。」「しっかりと～できてすごいね。」

と認めて，必ず褒めるようにする。 

・学習場面では，本児が分かるように，絵を描いた

り，写真を使ったりと視覚的な情報を活用するなど

教材の工夫を行い，意欲的に活動できるようにす

る。 

④保護者への支援内容 

  保護者に対する具体的支援について，以下のように

計画した。 

・寄宿舎生のため，週初めと週末の送迎時に母親と話

ができるように時間を取り，本児のできなさではな

く，よい面を指導者と一緒に気づいていくようにす

る。 

・母親の思いを受け止めながら，本児のコミュニケー

ション面や学習面の様子を随時伝え，適切な支援が

できるように促す。 

 

Ⅲ 結果 

 

１．対象児の変容 前期（４月～７月） 

  ４月当初，緊張感もあり，顔もこわばった様子であ

った。 

 学習場面では，何かの課題をやるときは，やる前か

ら，「無理。」「難しい。」という声が聞かれた。本

児だけではなく，１年生であるため，クラス全員の思

いを受けとめることで本児の気持ちにもできるだけ寄

り添えるようにし，子供達がのびのびと話ができる環

境作りを学級経営の方針として支援してきた。 

  そのため，困難な課題に向かった時は，「学校は

ね。間違えてもいいよ。間違えたら覚えていくところ

だからね。」と声を掛け励ました。その時は，「う

ん。」と返事をして，取り組めるので，「考えたこと
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をお話してね。」と本児が話せるように，また，「大

丈夫だよ。」「間違えたら，そこを覚えたらいい

よ。」と毎時間繰り返し声掛けをしてきた。 

  初めは，「分かったかな。分からないなら，分から

ないと教えてね。」の問いかけに対しても，「ちが

う。分かるよ。」と 分からないことは，いけない事

でだめな事であるという意識が強く，なかなか自分の

できにくさや，分からなさを話す事に抵抗がみられ

た。たとえば，算数の計算練習では，課題をやる前か

ら「むずかしいなあ。」「できるかなあ。」とためら

う姿がみられた。そのため，「大丈夫だよ。やってみ

ようよ。」と励ましたが，「むずかしい。」と伝えて

きた。「先生と一緒に考えてみようかあ。」と励まし

たり，途中までできている本児に「ここまでできてい

るよ。すごいよ。大丈夫だよ。次はどうかなあ。」と

支援したが，初めの頃は，「そうかなあ。次は無

理。」と自信のない返事が返ってきた。まだまだ本児

の自信のなさが伺われた。 

  本児は，図画工作で，課題に対してイメージを事前

に家庭で母と考えてきたが，実際に作る時になると，

他児が自分の作りたい物を作っていく様子を見て，自

分だけが取り残された様な気持ちになり，「できな

い，できない。間違える。」と涙ぐんでしまった。

「先生と一緒に考えて作ろうね。どんなのが作りた

い？」と優しく声を掛け，励ますことで気持ちを取り

直して，一緒に取り組むことができた。「好きなよう

に作っていいよ。自分の作りたい物ならいいよ。間違

いはないよ。」と言うと，「分かった。」と気持ちを

落ち着かせる事ができたが，まだ，自分だけで取り組

むことには抵抗があった。そこで，「ここは，何をつ

けようか。」「かっこよくなったね。次は，ここをど

うしょうかあ。」「素晴らしいのができたね。」と声

掛けをすることで，自分のイメージが確かな物になっ

ていくことがわかり，活動に落ち着いて取り組めるよ

うになってきた。 

 本児にとってできにくい事は，「間違えである」

「だめな事である」という自分の強い思いがあったた

め，作品作りができない事は「いけない事」と強く感

じたと思われる。 

 

２．対象児の変容 後期（８月～３月）  

 学習中も，しっかりと聞く姿勢や，取り組む姿勢が

できてきた。みんなの前で「きちんと前を見て聞いて

たから，分かったんだね。お友達のやり方を見ていた

んではないよね。すばらしいね。」と伝えると，以前

は，褒められても，少し照れ笑いをして下を向いてし

まう本児が，「ぼくは，見てたよ。先生の顔を見てた

からできたね。すばらしいね。」と自分自身を認めら

れるようになってきた。そして，それが自信となり次

への意欲につながってきたと思われる。また，友達に

も，「○○さん，しっかりと見てないと分からない

よ。困るよ。」と伝えてあげられるようになった。指

導者に認められることで，それが，自信になり，きち

んとした自分の思いを持ち，その思いを伝える事がで

きるようになってきた。以前は，黙って周りを見てい

ただけの本児が，友達同士の関わり方が良くない時に

は，「ちがうよ。ちがうよー。○○さん，そんな事を

したら，だめだよ。○さんは，悲しいよ。」と伝える

ことができるようになった。このように，クラスの中

でも，友達を見て行動する事が減り，自分でしっかり

と情報を見聞きし，自信をもって行動できるようにな

ってきた。 

  また，学習場面では，友達が計算を間違えた時に，

「学校は，間違えても大丈夫だからね。気にしない。

気にしない。」と励ましてあげる姿まで，見られるよ

うになった。授業中に，元気よく発表する回数が増え

てきた。 

  繰り返しの「学校は，間違えてもいいんだよ。間違

えたら覚えていけば大丈夫だよ。」の励ましのことば

で，間違える事は，悪いことではないと分かってき

た。そのため，自分の思いを堂々とみんなの前で話す

姿が多くなってきた。隣接校との「むかしのあそび」

の交流学習の中でも，以前は本校の友達と一緒でない

と他校の友達とは活動ができなかったが，自分から他

校の友達に積極的に話をしたり，一人で他校の友達の

グループの中で活動ができるようになってきた。ま

た，以前なら分かっていても授業中に手を挙げて発表

することにためらいがあったが，他校の友達や保護者

の前で，司会の人の「発表したい人はいますか。」の

問いかけに，大きな声で「はあい。」と挙手をして
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「今日は，こま回しを○小学校の友達と一緒にでき

て，楽しかったです。」と大きな声ではっきりと発表

できるようになった。 

 小学部の卒業式の時，担任が，「今日は卒業式だ

ね。６年生のお兄さん，お姉さんの心に残る素敵な式

にしましょうね。みんなも大きな声で校歌を歌って

ね。先生も伴奏間違えないように気をつけるね。」と

話すと，「先生，間違えても大丈夫。気にしない。気

にしない。聾学校は，間違えてもいいんだよ。」とい

う言葉が返ってくるようになった。 

 

３．対象児に関わる人々の変容 

  親元を離れて学校の寄宿舎に入ったため，入学当初

は，色々と不安な面もみられた。そのための毎週の送

迎時に，母親と話ができるような時間を設けた。その

際，母親と一緒に本児のできにくさに目を向けるので

はなく，できている所を話し合うように心がけた。そ

の結果，母親から，「電車での帰り道で，学校の様子

をたくさん話をしてくれました。『一週間がんばった

ね。』といっぱい褒めて，ギュと抱きしめてあげまし

た。」「算数で，間違った所に気づいたけど，『ここ

をもう一度考えるといいね。』と話しました。『学校

は間違えてもいいんだよ。と先生は言っているよ。』

と子どもに言われました。」など，笑いながら報告を

受けるようになった。連絡ノートにも，楽しく過ごさ

れた様子が書いてあったり，楽しく過ごした様子を笑

顔で話してくださった。また，本児に対しても，

「『何から宿題やるの？』と聞いたら『かんじがやり

たい。』と言ったので，ここまでやってきました。」

と，本児の気持ちに添った関わられたことを話してい

ただけるようになった。このように，本児が学校でも

家庭でも受け止めてもらえた事を実感し，自信につな

げてきたと思われる。 

 

Ⅳ 考察 

 

  本児の周りがついついできにくい部分に目がいって

しまいがちであったため，間違える事は悪いことであ

るように本児には受け止められていたのではないかと

思われる。そこで，担任として本児との信頼関係を作

るために，本児をそのまま受け止めること，話を最後

まで聞いて，理解するように心掛けた。また，学習場

面を中心に間違えても大丈夫である事を繰り返し伝え

た。「間違えても大丈夫だから，お話しようね。」

「分かるところまででいいから，教えて。」と声を掛

けることで，間違えることにこだわることがなくなっ

てきた。間違えても怒られない，できなくても怒られ

ないことを繰り返すことで，苦手意識がなくなり，生

き生きと課題に取り組む姿がみられるようになった。

また，家庭にも連絡ノートや懇談や通信で本児が意欲

的に取り組んでいる事やできるようになった事を伝え

ることで，本児の良いところをたくさん知ってもらう

ことができた。そうすることで，本児のできにくいと

ころも，そのまま受け止めてもらうことができた。そ

のため，本児が自分の思いを伝えてきたり，積極的に

行動できるようになってきた。そして，そのことを周

囲も気づき，受け止めることの大切さを理解した。こ

のことが，本児が自分に自信をもてる要因となったと

思われる。そして，活動にも自信をもち，間違えた友

達にも「間違えたっていいよ。間違えたら覚えれば，

聾学校は大丈夫。」と励ますようになってきた。この

ように，友達との関係も，自信がもてるようになった

り，自分の思いをはっきりと言えるようになり，積極

的に関わろうとする姿もみられるようになってきた。 

 このような結果から，聴覚障害の二次的障害とし

て，物事に対する消極性，経験不足からくる社会性の

発達の遅れに対し支援してきた効果があったといえよ

う。特に，指導者の声掛けや受け取る態度が重要であ

ることが示唆された。今後とも，家庭との連携を深

め，共通理解をもって，効果的な支援ができるように

していきたい。そして，学級担任交代の時は，次の担

任へ引き継ぎをして，基本的な対応については，共通

理解を図り一貫した指導をしていく必要があると考え

られる。  

   このように本児やその母親の思いを受け止めつつ

支援していく中で，両者が互いに認め合い自信をつ

け，もてる力を高めていくことができた。 今後更な

る支援をしていくことができるよう，私自身も努力を

重ねていきたい。 
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