
実践研究のまとめ（特別支援教育）

障がいの「重度・重複化」、「多様化」による新たな教育的ニーズに
研究テーマ

対応した指導の在り方に関する研究

サブテーマ 聴覚障がい児の聴覚活用を背景にした英語教育の研究
～英語に慣れ親しみ、文字と音の関係に気付き、進んで声に出し
て読んだり、話したりする姿を目指して～

キーワード 小学部 聴覚障がい 外国語活動 自立活動

教育コンテンツ アルファベットや外来語に親しむことに関連した教材
「Hi,friends！２」のLesson３、４、５に関する教材

関連する外部専門家 聴覚障がい教育専門の大学教員
難聴中学生の英語指導を行っている他県の聾学校教員

１ 研究の概要
（１）現状と課題

本校は、県内唯一の聾学校である。本校の聴覚障がい教育の専門性に対する教育的ニーズ
は年々高まってきており、県の聴覚障がい教育のセンター的役割を担っている。
新学習指導要領の実施に伴い、小学校第５学年と第６学年で外国語活動が必修となり、全

国の聾学校で実施されている。外国語は英語を取り扱うことが原則となっている。本校小学

部においても平成２１年度の移行期より段階的に外国語活動を導入してきた。
本校小学部の外国語活動は、昨年度までは文部科学省の教材「英語ノート１・２」を、

今年度からは新教材「Hi，friends ！」をベースに実施している。いずれの教材も音声言語
を中心としたやり取りを重視したものになっている。外国語活動は、聞く・話すといった音
声面を重視したコミュニカティブなやり取りが活動の中心となっているためである。本校の
児童は、英語を聞くことに意欲的な反面、ＣＤ教材から流れる英単語や英語の歌を聞き取る
ことが困難であったり、どのように聞けばよいか分からないという実態がある。
第二言語習得過程として「注意→インプット（入力）→インテイク（内在化）→長期記憶

→必要に応じて使う」というモデルが提案されている（村野井，2006）。このモデルを枠組み
として考えると、聴覚障がい児は、学習の最初の「注意」を向けることができても音に込め
られた情報を捉えきることができないと言える（白井，2010）。つまり、「注意」から「イン
プット（入力）」の段階に苦慮する児童が多いということがいえる。このような課題解決に向
けて、全国の聾学校（聴覚特別支援学校）で実践がなされ、報告が出始めている。本校も他
校と同様、視覚教材を活用する、英単語や英文には読み方を必ず付けるなどの配慮をしつつ、
児童が興味・関心をもって取り組めるよう指導方法を試行錯誤してきた。その結果、普段か
ら英語でコミュニケーションを図ろうとする姿も見え始めた。しかし、聴覚障がい児の外国
語活動の指導法や教材・教具が広く普及しているわけではなく、英語の「音」に込められた
情報を伝える配慮が十分になされているとは言えない。
そこで、聴覚障がい児が「注意」を向けた英語情報の「入力」を補完するために、文字を

提示し、文字と音の間にある関係性（フォニックス）を指導してはどうかと考えた。フォニ
ックスの指導を行いながら、外国語活動を展開することで、聴覚障がい児が英語に慣れ親し
み、コミュニケーションの素地が養われることを願って、本研究を進めたい。

（２）研究の目的
英語の音に注意を向けることができるが、入力の段階で苦慮している聴覚障がい児に

文字を提示し、文字と音の間にある関係性（フォニックス）を指導することにより、英
語の入力を補完したいと考えた。本研究は、文字を見て読むことができる経験を通して、
児童たちが声に出して英語を話してみようとする意欲を高めることを目的としている。
研究は、聾学校小学部第６学年の外国語活動の授業実践を通して行う。フォニックス

ルール導入は、以下のような段階で実践に取り組む。一方的な教え込みではなく、活動
を通して楽しく学ぶことができる学習環境に十分に配慮しながら、指導を行う。
①アルファベット学習に関する教材・教具の開発と指導法の検討と実践
②意欲的に参加できる児童同士のやり取り場面の開発、指導法の検討及び実践
③文字を見て読む活動の導入
④文字と音の間にある関係性（フォニックスルール）を意識した指導の実施



２ 実践
（１）開発したコンテンツ

教育コンテンツ開発に当たっては、①活
動に面白さがあり、楽しく活動でき、やり
取りに必然性があること。②やり取り活動
を通して英語の語彙の蓄積を促す。③文字
を見て読み（音）が予想でき、声に出して
読んでみたり頭の中で音を想起したりしな
がら英文を読み進める基礎を養う。の３点
を意識しながら取り組んだ。なお、教育コ
ンテンツ開発にあたりベースにした教材は、
文部科学省より発行されている「Hi,friends！
２」である。年間指導計画を「Hi,friends！」
の使用を基本に作成しているからである。

①アルファベットや外来語に親しむことに関
連した教材

ａアルファベットカード
小文字を見て読むことに苦手意識があり、
十分に定着していない児童がいたため、活
動を通して苦手意識をなくし、自信をもっ
て読めることを目指した。
アルファベットは、大文字と小文字を合

わせると５２文字である。そこでトランプ
遊びを通して定着を図ることができないか
と考えた。初めは、大文字や小文字の上に
数字を、文字の下に読み方を付けたカード
を作成した。そのカードを用いて「七並べ」
を行い、文字を見たり声に出して言ったり
することで、文字の並び順や形を捉えられ
るようにしたいと考えて作成した。慣てき
たら、数字や読み方を徐々に減らし、文字
を見ただけで読みが言えるようになることを
ねらった教材である。

ｂローマ字表とローマ字練習プリント
英語を読むときの手掛かりとなるローマ

字読みやローマ字の書きが十分に定着して
いない児童が多くいたため、ローマ字の復
習ができる教材を作成した。
まず、書くことから始めた。人の名前は

姓と名の初めの文字を大文字で書き、それ
以外を小文字で書くルールになっているた
め、教材化しやすいと考えた。ロンドンオ
リンピックの年にちなんで、日本人メダリ
ストの名前をローマ字で書くプリントを作
成した。その際、先行実践を参考にして表
が最初だけ大文字、裏が小文字のローマ字
表を作成し、それを確かめながら書くよう
にした。小学部の仲間や先生の名前を書く
活動へと発展させるようにした。また、反
対にローマ字で書かれた名前を読む活動も
行うようにした。

②Hi,friends！２ Lesson３に関する教材
ａ既習事項を取り入れた「できるか」「でき
ないか」を尋ねるやり取り活動
児童の尋ねたい、答えたいという意欲が

継続するよう、児童同士のやり取りが複数
回あるようにした。そのために既習の表現
で好きなアルファベットを聞く場面を設定
した。

ｂやり取りで使用するカード
カードは表裏両面を使用するようにした。
表には動きを表す絵を載せ、裏にはアルフ
ァベットの小文字を書いたカードを作成し
た。

「アルファベットカード」

「Lesson３で使用したワークシート」

「ローマ字表とローマ字練習プリント」

「Lesson３で使用した絵カード」



ｃやり取り活動で使用するワークシート
やり取り活動では、友達に何回か「でき

ること」「できないこと」を尋ねられるよう
な展開になるようにし、それに合わせたワ
ークシートを作成した。友達が「できるこ
と」に○、「できないこと」に△を付けるよ
うにした。

③Hi,friends！２ Lesson４に関する教材
ａ道案内のやり取り活動の開発
「Hi friends ！」に収録されているワー

クシートが活用できるよう、道案内のやり
取り活動の流れを開発した。

ｂ英単語と片仮名読み付きの絵カード
場所を表す単語の絵カードを作成し、フ

ラッシュカードとして使用できるようにし
た。英単語に片仮名読みも付けた。

ｃ原稿ワークシートと英文フレーズの短冊
道案内を行うときに、予め案内できる場

所を決め、案内原稿を作成するという活動
を展開することができるように案内原稿の
ワークシートと英文の短冊を作成した。この
道案内では、“Go straight．”“Turn right．”“Turn
left．”の３つの英文を使って原稿を作成する
ようにし、英文短冊を用いて案内順を考え
るようにした。

ｄ場所を表す英単語カード
文字だけを見てその読みを考える活動が

できるための英単語カードを作成した。授
業で集団に提示できるように、大きめのフ
ラッシュカード形式にした。また、片仮名
読みも英単語の上に付け、必要に応じて提
示したり隠したりできるようにした。

④Hi,friends！２ Lesson５に関する教材
ａ行きたい国と理由を尋ねるやり取り活動
どこの国に行きたいかを尋ね、その答え

と理由を話すやり取りの流れを開発した。
特に、理由の表現については、「食べたいも
の」「見たいもの」「好きなもの（こと）」の
３文で表現するような構成にし、多くの英
単語や英文に慣れることを意識した。

ｂやり取りで使用する旅行チラシ
「Hi friends ！」に出てくる国の有名な

食べ物や観光地、文化等の写真を用いて旅
行チラシを作成した。国名は国旗と英単語
と片仮名読みを付けた。

ｃやり取り活動で使用するワークシート
行きたい国と理由を書くワークシートを

作成した。英文には片仮名読みを付けた。

ｄ英文や国名を表す文字カード
Lesson４と同様に作成した。

ｅオリジナルチャンツ
手拍子に合わせて、行きたい国を尋ねた

り答えたりする表現に慣れ親しめるように
オリジナルのチャンツを開発した。片仮名
読みを付けた英文の掲示も作成した。手拍
子の速さを変えることで聴覚に障がいを有
する児童も積極的に声を出して表現できるよ
う配慮した。

「英単語と片仮名読み付きの絵カード」

「わたしの案内できる場所」「英文原稿」「地図」

「行きたい国と理由を答えるワークシート」

「オリジナルチャンツ」「旅行チラシ」「文字カード」



（２）外部専門家からの指導・助言
聴覚障がい教育専門の講師から、児童の様子を見た上で、様々な指導・助言を受けた。ここ

では、教育コンテンツの開発に関わるものを挙げる。
教育コンテンツ① アルファベットや外来語に親しむための教材について
・アルファベットの読みに関して、小文字の読みが獲得できていない児童がいるかもしれない
ので、カードを使うなど、ランダムに提示しても正しく読むことができるように指導する。

・アルファベットカードは、段階的に数字を抜いてアルファベットだけで遊べるようにする。
教育コンテンツ② Hi,friends！２ Lesson３に関する教材について
・語彙を増やすことは文字と音との関係を理解していく上で大切であるが、児童同士のやり取
り場面においては、児童が十分に理解していない英単語はできる限り少なくして、円滑なコ
ミュニケーションが交わせる状態にしておきたい。

教育コンテンツ③ Hi,friends！２ Lesson４に関する教材について
・英単語ではなく片仮名が付いた英語の読みを読んでいる児童が多いことを考えると、付箋で
隠した片仮名読みをその都度確認できるようにするとよい。

教育コンテンツ④ Hi,friends！２ Lesson５に関する教材について
・これまでの学習の蓄積を考えると、行きたい国とその理由を答えるときは、英文を見て読み
（音）を想起できるようにしたい。

（３）実践例
①自立活動「アルファベットトランプで遊ぼう～七並べ～」
ａ授業改善のポイント
先行実践では、アルファベットカードの上に数字が書かれていたが、遊びに慣れてきたら段

階的に数字を抜いたカードを用いてトランプ遊びを行うようにした。

ｂ活動の様子
取り組み始めた頃は、アルファベットの上に書かれた数字を手掛かりに七並べをしている児

童が多くいた。外国語活動の時間の中だけでなく、日常生活の中でも意図的にアルファベット
の大文字や小文字を用いて指示を出すようにしたりした。徐々にアルファベットを見て、声に
出して言いながら七並べができるようになってきた。

②外国語活動「Lesson３ I can swim．」
ａ授業改善のポイント
やり取りが一往復で終わらないように、
「できる」「できない」を尋ねる前に、表に
は動きを表す絵を、裏にはアルファベット
の小文字を書いたカードを準備し、どのア
ルファベットを見たいか尋ねる場面を設定
し、やり取りが数回往復するようにした。
また、動きを表す英単語の文字だけを見

て読む活動を取り入れた。
ｂ活動の様子
どのアルファベットのカードを見てやり

取りしたいか尋ねるという流れを入れたこ
とで、尋ねる側も答える側も表にはどんな
動きを表す絵が出てくるだろうかという期
待感があった。そのため、その後のやり取
りも意欲的に進めている児童が多くいた。
また、活動の流れをつかむことができると、制限時間までたくさんやり取りを行うことがで

きた。

③外国語活動「Lesson４ Turn right．」
ａ授業改善のポイント
・児童がオリジナルの地図を作って道案内を行うために、児童が案内できる３箇所について、
英文の案内原稿を作成し、練習しておくようにした。

・案内できる箇所には、地図上に付箋を貼るようにし、尋ねる側に聞く必然性が生じるよう
にした。

・尋ね役２名、案内役２名の計４人で活動するようにした。実際のやり取りは１対１で行う
が、助けたり確かめたりする役を設け、伝わることが実感できるようにした。

ｂ活動の様子
案内で使用する表現を“Go straight．”“Turn right．”“Turn left．”の３つに絞ったため、案内

原稿の作成はどの児童も自信をもって取り組んでいた。実際のやり取りでは案内原稿を見ずに、
英文を相手に話して伝える児童が何人かいた。比較的短い文だったことで、言い慣れて、その
ような姿が見られたと考えられる。

「絵カードを用いた児童同士の尋ね合い活動」



④外国語活動「Lesson５ Where do you want to go？」
ａ授業改善のポイント
・行きたい国とその理由を書いた英語表
現を準備した。英語の上の片仮名読み
に付箋を貼り、できるだけ英単語を見
ながら読むような環境にした。

・Interviwer役１人とWriter役１人、答
え役２人の計４人が同じ場所で活動し
た。特に、Writer役を設けたことで、I
nterviwer役とWriter役が協力して聞く
必然性が生じるようにした。

・Writer役は、授業の最後にＡＬＴに友
達の行きたい国とその理由を伝えると
いう時間を設けた。

ｂ活動の様子
答え役については、準備した原稿を基に、

Interviwer役に行きたい国と理由をきちん
と伝える姿が多く見られた。伝わっていな
いときは、もう一度同じ表現を言うといった工夫も見られるようになった。逆にInterviwer役
も答え役の英語表現が分からなかったときに、“Once more．”と言って再度言うよう促すこ
とができるようになってきた。最後にＡＬＴに友達の行きたい国とその理由を仲間の前で話す
活動を行い、ＡＬＴに伝わるように話すことができた。

３ 成果と課題
（１）研究の成果

単元の出口の姿を明確にし、中心となるやり取りの活動を工夫したことで、英語を使って楽
しい雰囲気の中で声を出しながら活動する児童の姿が見られるようになってきた。
Lesson４の道案内では、オリジナルの地図や綴りと片仮名読みを書いた付箋を貼る形の案内

原稿を用いて活動を行ったことで、児童は見通しをもって、意欲的に活動を行っていた。また、
尋ね役と案内役を２人ペアにしたことで、児童同士が学び合いの姿が見られるようになった。
Lesson３の「できる」か「できない」かを尋ねるやり取りでは１対１であったために、自分

の英語表現が伝わっているか、相手は何と言っているかを自信をもって確かめられないという
状況があったが、ペア活動にしたことで、学び合いが生まれ、英語を使って伝えようという意
欲も向上したと考える。その様子は、Lesson５でもよりよい姿として見られた。
フォニックスルールの導入は、授業を通して児童の姿に変化が見られた。夏休み前の様子と

比較すると、アルファベットと音韻・音節との関係を理解し、英語の読みにつなげられる児童
が増えているという評価を外部講師から得ることができた。毎週の活動を通して語彙が増えて
きたことや夏休みに取り組んだ日常生活にある英語を２００語探す課題の効果も出てきたので
はないかと推察される。声に出すことを重視した毎時間の学習活動と語彙が蓄積されてきたこ
とで英語を読むことへの抵抗が少なくなり、文字を見て読むことにも慣れてきたと考える。
さらに、英語の文字と読み（音）を提示した状態で学習を進めることで、文字と音が対応し

ていることにつながるようにしてきた。初めは文字に片仮名の読みを付けたカードを見せなが
ら読みを繰り返し行った。その際、プロソディに気を付けた読みかえを行うようにした。英語
らしい音を聞いたり発音したりすることを重視したためである。プロソディに気を付けた発音
を促すために、毎週授業に入っているＡＬＴを活用して英語らしい発音のモデルの提示を行っ
た。徐々に文字のみの提示にし、文字を見て読み（音）を考える場面を意図して設けた。始め
た当初は、なかなか読みが思い浮かばない様子であったが、ローマ字読みも想起しながら、読
み（音）を予想しようとする児童が増えてきた。文字を読もうとする姿が見られるようになっ
てきたことは、これまでの指導の成果であるととらえている。

（２）今後の課題
これまでの実践から多くの課題が見えてきたが、特に以下の２点が課題である。
１つ目は、児童が活動で用いている英語が片仮名英語の暗記や片仮名英語を読むことに終始

している側面がまだあるのではないかということである。今まで以上に毎時間の活動の中で、
文字を見て読むような教材の提示や授業展開の工夫・改善を行っていきたい。
２つ目は、日本語の音韻意識をどれくらいもち、発音要領をどれくらい理解しているかとい

うことである。具体的には日本語１００音節をどれくらい獲得しているかということである。
児童たちが日本語を母語として言語獲得してきたことを考えると、日本語の音韻意識を基盤に
して英語を学ぶのは自然なことである。英語を学習しつつも、日本語の音韻意識がどれだけ育
っているのか児童の姿から把握し直し、英語を用いたコミュニケーション活動の際に獲得して
きた日本語の音韻意識を活用することが望ましいと考える。日常生活にある英語を２００語探
す課題でJanuary（ジャニュアリー）を「ジャジュアリー」と表記したり、September（セプテ
ンバー）を「セプセンバー」と表記したりする児童がいるように、一人一人の音韻意識や発音
要領の実態は様々であることが分かってきた。このような実態を考えると、各教科や自立活動
等においても音韻意識を高め、発音要領の理解を促す必要がある。そして、児童たちが獲得し
ているモーラやシラブルの意識を活用して、今後も外国語活動の実践に取り組んでいきたい。

「旅行チラシやワークシートを用いたインタビュー」


