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０歳から使う

【実物】 【写真】

（記憶・イ
メージ）

【積木】

（イメージ）

しんかんせ
んだよ！

【言語】
（象徴） （見立て遊び）（指示対象）

写真や積木は実物を象徴
しているが一般性を持たない

実物を象徴し社会
に通用する記号

象徴機能・・イメージを介してシンボル（写真・積木・ことば）と指示対象
（実物）を間接的に表す働き。この機能をレベルアップし頭の中で自由に
操作できる力をつけることが将来の抽象的思考の土台を作る。

（象徴）

だれにもわかる本人はわかる



写真カードは、ことばへの橋渡し

・ベッドとベッドの絵カードを見比べながら、『おんなじだね』と手
話をすると、自分でベッドと絵カードを見比べて指差しをした。
・お風呂の写真カードを見せ、『お風呂』の手話をすると喜んだ。
・靴下についているパンダをみて、私が『パンダだね』と手話す
ると、子どもは靴下の絵を指さした。

【事例A，０歳９か月】

実物 写真・絵

手話（言語）

（「①

②③

ベッド絵
風呂写真

「ふろ」

パンダ絵

「ぱんだ」

「同じ」がわかる

「同じ」がわかる

「ベッド」

「同じ」がわかる



作り方

Ｑ１．どんなふうに写真を撮ればいいの？

Ａ．子どもの視線の先を見て撮りましょう。絵より写真の方がリアル。
でも、背景に余分なものが写りこまないように気を付けましょう。
子どもが興味をもつもの。（例）スーパーの入口のアンパンマンカート、
公園のブランコ・滑り台、マンションのエレベーターの数字、バスのつり革

Ｑ３．写真でことばを覚えさせるの？

Ａ．いいえ。写真は実物の「代理（象徴）」にすぎません。本物・実物
と触れ合うことが大事です。実物と触れ合うことでそのものの概念
が身につきます。写真だけ見て覚えても概念は身につきません。

Ｑ２．どんなものを写真にとればいいの？

Ａ．子どもがよく関わるもの・人・場所などの名詞（気持ちや動きは
写真には撮れません）。（例）食べ物、親戚・先生、乗物、家の中の部屋・家
具・電気製品、スーパー・商店街、公園、郵便局、駅など



掃除機をつけたとたん振り返ったので、作ってあった
掃除機の写真カードを見せました。「同じだね」と手話
をやると写真をジーっと見て、掃除機をチラっと見て、
また写真を見ていました。今度は、掃除機の載った
絵本を借りてきて一緒に見ようと思います。

【事例B，０歳９か月】

動物が好きなBに先日動物園で撮った写真を見せると思い出
したのか嬉しそうにはしゃいだので、今日は、近くの無料の小
さな動物園に行きました。ヤギやうさぎがいて、
うれしそうに見ていました。次の日も行って触っ
たりもしました。写真を撮って家でそれをみなが
ら、「うさぎがいたね。ふわふわだったね」などと
楽しくお話ししました。

【事例C，１歳３か月】

使い方 実物と写真とことばのマッチング



パパが「これから帰るよ」とメールをくれたのでパパの写真を
見せて「パパ、帰るよ」と手話をしたら「フフ・・」と笑顔になりま
した。足元で犬のハナが「キャンキャン」と鳴いたら、Fが
ビクッとしました。「びっくりしたね、ハナの声だよ」と写真
カードを見せると犬と写真カードをよく見ていました。

【事例F，１歳５か月】 パパの写真と頭の中の記憶とのマッチング

Ｄとスーパーへ買い物に。家を出る前に「Tストアへ買い物だ
よ」と写真カードを見せる。着くと「Tストアに着いたよ」とやる

と写真を指さし、「ア！」。次に店の看板を指差し、「ア！」と
言う。「そうね。同じね。Tストアだね。」と言い、店に入る。

【事例D，１歳２か月】 行動の予測、写真と実物のマッチングの大切さ

「午前中、私がいつもスーパーへ行く時の格好（帽子をかぶって、
ジーンズに着替えて）をして、Eに声をかけようとすると、私の方を
見たEが「うーうー」とスーパーの写真カードを指さす。

【事例E，１歳４か月】 スーパーと写真が結びついている



買物用に絵カードを作って使ってみた。いくつかあるカードの
中から数個を選んで机に並べて「あとでお買い物に行こう。こ
れ、買わなきゃ」と言って一つずつ写真と手話を見せた。その
カードはまとめてリングに留めて、お買い物に行く時にＨに持
たせた。スーパーでは「あったよ。小松菜」（絵カード）と同じだ
ね。買わないと」「次は何？納豆。どこかなー」と話しながら買
い物を進めた。家に帰ってからは、持って行ったカード
と実際に買った物を照らし合わせながら、冷蔵庫に入
れるものは、Ｈと一緒に冷蔵庫に入れた。

【事例Ｈ，２歳９か月】 買うものと写真とのマッチング

学校に通い始めて先生や友だちの顔も覚え始めたようです。
学校に通う電車の中で、みんなの写真カードを何度も何度
もめくって見ては、指さししながら声を出したりしています。

【事例Ｇ，２歳１か月】 友達の写真と頭の中の記憶とのマッチング



写真カードから絵日記・ことば絵じてんへ

写真カード（９・１０か月～） ことば絵じてん（２・３歳～）

経験したことを記憶できる（７、８か月～）
ようになったら「ことば」の代わりに使う

ものには名前があることがわかるよう
になったらことばの仲間集めをする

絵日記（２・３歳～）

経験したことを話し合い、文にまと
めていく⇒将来の書記日本語へ

＊年齢は目安です

①写真カードは、まだことばがない時
からことばの代理としてコミに使用。
②ことば絵じてんは、多様な観点で
同じものを集める（分類・仲間集め）
ことで概念の基礎を育てる。
③絵日記は、体験を文字化して記録
し、書きことばの基礎を育てる。

★それぞれの役割の違い



幼児が見たり経験したりしたもの
の絵や写真を集め、カテゴリーご
とのページに分けて貼った本。

オリジナル



①ファイル、ルーズリーフを用意
（A５・B５サイズ）

コンパクトサイズの方が持ち運びに便利。

１．作り方



②インデックスシールも用意

く
だ
も
の

た
べ
る

ま
る
い

（名
詞
）

色分けも可

（動
詞
）

（形
容
詞
）



③チラシやカタログを集める

生協や無印良品のチラシが使いやすい



④チラシを切って、仲間ごとのページに貼る

子どもの身近なものの写真を撮ったり、絵を描いたりしてもOK

「くだもの」または「やさい」から始めると、やりやすい

子どもの生活・経
験の中から題材
をみつけて作成

ＰＯＩＮＴ



⑤カテゴリーに名前をつける



⑥完成！

補足説明も

書き加える



子どもの好きなキャラクターで

指文字と
文字を一緒に

子どもが行った遊園地で

２．具体例

＊チャンクによる分類・・・場所、用途、
色、形など経験に基づいた分類

最初は、子どもの具体的
な生活・経験からテーマ
を選ぶ⇒興味をもつ



コミュニケーションカードとして使用 指
文
字
を
入
れ
た
り

（１）１歳児の例

破れないようにクリア
ポケットに入れて



• ひらがながまだ読めない子

• 発達がゆっくりの子に使える工夫

指文字をつける



外出時の持ち物
好きなキャラクター
「アンパンマン」

（２）２歳児の例



「野菜」・・一緒に見ながら買物・料理

好きな食べ物・「寿司」

２歳児



ろう学校で絵本を見て、そら豆を食べた。
Ｔはそら豆の手話はすぐ覚えたが、そら豆

が豆の仲間だとわかっていない。例えばままごとで「野菜
ジュース作ろう」と言っても、りんごも桃も持ってくる。まだ
モノのカテゴリーがわかっていないので「ことば絵じてん」
を作ってみようと思った。

まずは豆の仲間集めから始めようと思い、そら豆と枝豆
の切り抜きを紙に貼って見せた。それをもってＴと一緒に
スーパーに行き、二人でそら豆と枝豆を探して買ってきた。

帰宅して、そら豆はさやから出し、枝豆は枝
からもいだ。その後、茹でて食べ比べをした。
今度は、いんげん、さやえんどう、グリーン
ピース、大豆、落花生などでやってみよう。

【２歳児事例Ｔ】「そら豆」（２：６）



レシピシリーズ
「ホットケーキづくり」

色シリーズ

（３）３歳児の例



花
行事

「子どもの日」

写真や絵はシンプル
「ことば絵じてん」というより
体験カード



「スープストック」・・・
メニューを入れ替えて遊べる

「回転寿司」

回転寿司の店
外食した時に



オリンピックのときに そのときにササッと書いた

とってきた草花で
（雨具）

（電灯）

押し花



野菜・・・根や茎を
食べるもの

犬

調理道具
取り外して遊べる

犬



薬箱

動物（取り外してﾏｯﾁﾝｸﾞ）



年末の大掃除をみんなで一緒にやった。ことば絵じてんに「掃
除」というページがあるのでその頁をひらいて「どれをやりた
い？」ときいてみたら、窓ふきを選んだ。絵の通りに三角巾とエ
プロンをして掃除を開始。パパにも手伝ってもらい、パパ「わあ、
真っ黒だね」などと言いながら窓の内側と外側を一生懸命拭い
ていた。バケツに水を貯め、雑巾が汚れたら自分で洗って絞る
のにも挑戦。ママ「Ｆちゃん、どう？
雑巾見せて？わーっ、黒いね。汚
れたね」Ｆ「黒い！ 汚れてる！
洗う！」と自分も濡れながら楽しそ
うにやっていた。次は、はたきをか
けたがる。絵を見てＦ「マスクちょう
だい」とマスクをつけてパタパタと
はたきをかけていた」

【事例】「年末大掃除」（３：２）

⑨「ことば絵じてん」の上手な使い方



M「りんご、ぶどう、トマト、いちごの中で
仲間はずれは？」
Ｔ「ん～・・・、トマト！」
M「どうして？」
Ｔ「トマトは野菜」
M「なるほど、もう一つ答えがあるよ。」
Ｔ「ん～・・・、わからない」
M「ことば絵じてん見てみようか？」
Ｔ（パラパラめくって）「ぶどう！」

①頭の中にそれぞれのモノやまとめたモ
ノのカテゴリーの概念（上位概念・比較概
念）を浮かべることができている。（メタ認
知・メタ言語意識）

②「なぜ？」という原因・理由を問う質問
に応えられている（因果関係理解）

【事例】「クイズ」（３：０）



動詞（動作語）
「～ちゃんの一日」

動作語で一日の流れをたどり、
「ことば絵じてん」にしてみた。

（４）４歳児の例



動詞「入れる」で作ってみた



「鍵」にも色々ある。
なぜ、鍵をかけるのかな？

家の中のいろんな部屋

道路標識



取り組んだきっかけ
「絵画語彙検査」
３歳１か月（５歳１カ月時）

年中の秋、子どもに上位概念を尋ねてみま
した。一つ一つの果物や野菜の名前は結構
知っているのに、分類ができていませんでし
た。単語を知っているから、自然に分かって
いるものと思い込んでいたことに気がつきま
した。子どもの頭の中では、単語があちこち
に散らかってるんだなと思いました。そこで、
「ことば絵じてん」で頭の中に引き出しを作り、
整理しようと考えて取り組み始めました。

【４歳児事例Ｃ】（ＣＩ装用）

（「秋の食べ物」）

（「月の満ち欠け」）



ことば絵じてんの効果は予想
以上でした。こどもと一緒に私も
学んでいて、大変なこともあるけ
れど、楽しい時間を過ごせてい
ます。

まとめることって、こんなに効
果があるんだ、と毎回驚きます。
絵辞典を作れば作るだけ、知識
に直結していく感じがします。い
まは、「物の名前」の絵辞典作り
より、「言葉集めの絵辞典」作り
になってきました。

半年間、取り組んでみて

「同検査」５歳６か月（５歳８か月）

数え方（枚）

【事例Ｃ児】（ＣＩ装用）

「じてん」から「ポスター」へ



きもちのことば

同音意義の動詞

（５）５歳児の例



夏

はかるもの



数え方（枚）

一文字ことば

ことば集め
形容詞・
反対語で
まとめる



「仲間はずれはどれ？」

「どこが似ている？」

【ねらい】
いろいろな視点からカテゴリー
を考えられる。

【ねらい】
ふたつのモノの違いや共通の
概念をことばで言える。

カテゴリーを整理するワーク



同じ所・違う所は？

ｈttp://ｗｗｗ.nanchosien.com

どれが入る？

ことばのカテゴリーについて学べる
難聴児支援教材研究会，1200円

カテゴリーを整理するワーク



語彙の豊かさを育てるためのワーク
ブック １，４００円（解説本・ＣＤ付）

助詞学習のためのテキスト
2，2００円（ＣＤ付）

動詞を学ぶワークブック
2,2００円（解説本・ＣＤ付）

難聴児支援教材研究会発行図書 http://nanchosien.com/

（ホームページ）

メールアドレス
nanchosien@yahoo.co.jp

900円


