
小学部の取り組み 

 

 (1) 研究方針 

   新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の視点で授業改善を進めることが求められて

いる。特に小学部段階では、基礎的な学力及び言語力や思考力の育成と定着をベースとした授業改

善が必要である。そこで本校小学部では、児童が授業内容を理解するために重要な手話を含めた視

覚的情報保障の充実と日本語文法指導の実践、および自立活動と各教科とのつながりを意識した授

業改善に取り組むこととした。 

また、聴覚障害教育に携わった年数が２年未満の教員が半数をしめる本校小学部においては、基

礎的な理論研修と同時に、代表者による公開授業及び授業反省会を通して、教員間で授業内容や教

材についての検討を重ね、わかる授業づくりに必要な配慮や工夫についての共通理解を図ることが

教員の専門性の継承と日本語による教科指導力の向上につながると考え、本研究に取り組んだ。 

 

 (2) 研究計画 

   今年度は、①理論研修及び公開授業（年３回）と授業反省会、②一人一事例の実践を通した文法

指導の取り組みの二つを柱に研究に取り組んだ。 

学期 内容 

１学期 ・年度初め研修（４月） 

「ロジャーマイクを活用した情報保障」「児童の実態共有（自立活動を中心に）」 

・公開授業及び授業反省会①（６月） 

 「２年国語『スイミー』」（一般学級の授業実践） 

・助詞手話記号の導入の仕方及び助詞指導ワークショップ（７月） 

・木島照夫氏を招聘しての全体研修（夏休み） 

２学期 ・自立活動の流れ図をもとにした自活担当者と担任との連携会議（８月） 

・日本語文法指導を取り入れた各自の授業実践（９〜１２月） 

・３観点の視点を意識した教育課程の検討（１０月） 

・公開授業及び授業反省会②（１１月） 

 「３年自立活動『〜が〜に〇〇の文を作ろう』」（自立活動専科の授業実践） 

・早帰り研修「小学部における自立活動の取り組みと教科指導の充実」（１１月） 

講師：大城麻紀子校長 

・一人一事例の授業実践まとめ（１２月） 

３学期 ・公開授業及び授業反省会③（１月） 

 「５年理科」（専科による一般学級の授業実践） 

・学部研修のまとめ（２月） 

 

 (3) 研究の実際 

  ①理論研修 

   １学期は「視覚的情報保障の在り方」をテーマに、一般学級代表者による公開授業を行い、①手

話や板書などの一時的な視覚的情報保障、②掲示物などの残す視覚的情報保障、③日本語文法指導

を教科学習に取り入れる方法（図１）などについて教員

間で共有し、効果的な視覚的情報保障の方法について検

討した。この研修を受け、本校小学部では全学級で助詞

手話記号の掲示を行い、授業内で活用していくことを確

認した（図２）。 

また理論研修として、日本語文法指導の導入方法（品

詞分類の授業）や具体的な実践例（動詞の現在形と過去

形の指導例）の共有を行なったり、児童の助詞テストの

結果をもとに、助詞の誤用をどのように指導したら良い
図１ 公開授業で使用したワークシート 



かをグループに分かれて検討するワークショップを実施し

たりした（図３）。参加した教員からは「習ったことがない

もの（助詞の用法）を教える難しさを実感でき、教える側が

必要なことを考えることができた」「私たち教員も日本語の

文法について学ぶ必要があることがわかったし、学部みんな

で同じ指導ができたら子どもたちの理解にもつながると感

じた」などの感想が聞かれた。 

   ２学期からは「流れ図をもとにした自立活動の授業改善〜

学部内の連携を図りながら〜」をテーマに、流れ図をもとに

した自立活動の公開授業（図４）と、自立活動と教科指導の

つながりについて研究を行い、日本語文法指導を取り入れた

自立活動の時間における授業の組み立て方や、自活担当者と

学級担任が連携し、児童が学習した言葉や実態の共有をどの

ように進めていけばよいか学部全体で話し合った。 

また、本校校長による自立活動の師範授業を小学部教員全

員で参観し、自立活動の時間における基本的な授業の組み立

て方を学んだ（図５）。授業後には、引き続き本校校長より講

話を実施していただき、実態把握のためのアセスメントの種

類や方法、自立活動で取り組んでいる内容を教科の学習の時

間にどのように汎化させたらよいかなどについて研修した。

その後、師範授業や講話をうけて小学部の教員や児童の現状

や課題について、グループディスカッションを通してふり返

りを行った。その結果、現在の小学部職員や児童の課題につ

いて以下のような点が挙がった。 

   ア 現在の私たち教員の課題 

    ・児童の問いが生まれる前に説明しがちになってしま

っている。 

    ・児童の単語のみでの発信を汲み取って会話をしてし

まいがち。 

    ・「書く」時間を十分に確保できていない。 

    ・系統立てた自立活動の指導ができていない。 

    ・アセスメントを授業につなげることができていない。 

・指導方法について保護者との連携の仕方が不十分。 

・実態把握の方法や指導法を含めた自立活動専科の専門

性を高める必要がある。 

・手話表現が統一できていない。 

・手話や指文字での確認が疎かになる場面がある。 

・児童が言葉を覚えるまでのプロセスや指導法が理解

できていない。 

   イ 現在の本校児童の課題 

    ・語彙が少ない。（日本語の語彙、手話の語彙を含めて） 

    ・「書く」ことに慣れていない。 

    ・児童同士のコミュニケーションが成立していないことがある。（手話がコミュニケーション

ツールになっていない児童もいる。）子どもだけでのやりとりの経験が不足している。 

    ・コードスイッチやモードの切り替えができない児童が多い。 

    ・耳に入った初めての言葉を確認する力が足りない。（聞き返すスキルが不足している） 

    ・相手の気持ちを考えることが苦手。また、その機会が少ない。（一人学級のため） 

   また、上記で挙がった課題を踏まえ、小学部として次のような改善案が各グループから提案され

た。これらの提案を踏まえ、一人ひとりが今後の授業改善の視点としたり、児童との関わり方を意

識したりしていくことを全体で確認した。 

図３ ワークショップの様子 

図４ 自活専科による公開授業の様子 

図２ 教室に掲示された助詞手話記号 

図５ 校長による師範授業（自立活動） 



   ウ 課題をふまえた小学部の改善案 

    ・児童同士でうまくコミュニケーションがとれていない時に、大人が話をつなげるのではなく、

児童がいろいろな方法で伝え合えるような支援をする。（教員の関わり方の意識） 

    ・授業内で「書く」時間を意識する。特に、授業の終盤で本時のまとめを文にして書かせる時

間を意識して確保する。 

   ・児童の「わかったふり」をそのままにしない。（特に、聞く場面や書く場面において） 

    ・児童が間違えた場面を丁寧に扱い、児童の理解につなげる。（単に修正するだけでなく、児童

が自ら考え、気づけるような関わり方を目指す） 

  ②一人一事例の取り組み（小-4ページ〜小-15ページ） 

   小学部では学部研修で学んだことを踏まえ、個々の教員が日本語文法指導の視点や方法を取り入

れた授業実践を行い、日本語による教科指導や自立活動の指導力を向上させることをねらい、各自

が取り組んだ日本語文法指導や言語指導を一人一事例という形でまとめることとした。 

 

 (4) 小学部の成果と課題 

  ①成果 

   今年度は各教員一人ひとりが日本語の文法指導を行える実践力を高めるため、文法指導に関する

理論研修や公開授業を通した実践例の共有、ワークショップを通した文法指導の実践的な研修を行

った。さらに、研修で学んだことを一人一事例という形でまとめ、アウトプットすることで研修内

容を実践に生かし、各個人の成果と課題を整理することができた。これは、今後小学部としてさら

に日本語文法指導を進めていく上での課題点を明確にし、より児童の日本語力を高めるための指導

に繋げることができると考える。 

   実際、児童の中には、文を書くことを苦手とし、これまでは保護者と一緒に日記を書いていたが、

自分で助詞の間違いに気づき、一人で日記を書けるようになった児童や、助詞の使い方について児

童同士で話し合う姿が見れるようになったなど、文法指導の成果が児童の変容として見られるよう

にもなっている。 

   また、代表者による公開授業や校長による師範授業を通して、教科指導の進め方や自立活動の授

業の組み立て方について全教員で確認することができた。これは、聴覚障害教育に携わって数年の

教員も含め、全教員の指導力を高めるとともに、聴覚障害教育の専門性を継承していく上でも重要

な取り組みだと感じた。次年度以降もお互いの授業を見合い、研鑽していく機会を通して、一人ひ

とりの専門性を高めていきたい。 

 

  ②課題 

   今年度、小学部として初めて日本語文法指導に全員で取り組み始めたが、実際に授業の中で取り

組み始めたのは年度の途中からであったため、年間を通した系統的・継続的な指導には至っていな

い。また、児童一人ひとりの日本語文法の力が身についたかどうかのアセスメントを行い、次年度

に向けて児童個々の課題点を整理し、その課題に対してどのような指導内容を設定し、どの程度の

時間やスパンをかけて指導していく必要があるかの分析や検討も必要になってくると考えられる。 

   日本語文法指導をより充実させ定着させていくためにも、担当者が変わっても全教員が足並みを

そろえた継続的な実践を進めていくための体制づくりと教員同士の連携が今後も必要である。 
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一人一事例の取り組み 

 

 

１．対象児：小学部２年３名（一般学級）  

２．単元名：２年国語科「どうぶつ園のじゅうい」 

３．児童の実態と授業の概要  

 対象の３名は、１学期から動詞の活用や助詞の用法について自立活動や各教科の時間の中で取り組ん

できた。動詞の基本形を過去形に直したり、後ろに続く動詞を見て助詞を選択したりできるようになっ

てきたが、受身文や使役文などの主語の位置が変化する文を正しく読み取ることは難しい。 

本単元は、「動物たちに顔を覚えてもらう」「飼育員さんに呼ばれる」などの受動文や動作のやりもら

い（授受）を表す表現が多用されている。また、主語の省略も多く、そのままでは誰の視点で書かれた

文なのかが分かりにくい文章表現が多い。そこで本単元では、獣医と動物や飼育員との関係を文中の言

葉から読み取れるように、抽出した文章を品詞カードで視覚化し、主語を補ったり、受動文と能動文を

並べて提示したりすることで、誰の視点で書かれた文なのかを理解できることをねらい、実践を行った。 

４．本時の目標（４／１２時） 

 獣医と動物や飼育員との関わりについて、文中の言葉と言葉の関係をもとに理解することができる。

（知技） 

 自分の知識や経験と獣医の仕事を結び付けながら読んだことを整理することができる。（主） 

５．授業の様子 

 本単元の学習を行う前に、絵を見て能動文と受動文を書き

分ける学習を２時間行った。そのなかで、能動文では「○○が

○○をどうする（動詞の基本形）」の形となり、受動文では「○○

が○○に○○られる（動詞の受身形）」の形となることを確認し、

それぞれの構文をもとに例文作りを行った。また、能動文には

「ライオンの文」、受動文には「カニの文」と名前を付け、そ

れぞれの文の主語が変化することを確認した。（写真１） 

 事前の学習をふまえ、本時の学習では「見回りがおわるこ

ろ、しいくいんさんに よばれました」という一文に注目して

学習を進めた。品詞カードを使い「飼育員さんが獣医さんをよ

ぶ」という能動文を児童とともに作成した後、「獣医さんが飼

育員さんによばれる」という、教科書に掲載されている文に主

語を補った形の受動文に書き換える学習を行なった。 

しかし、文作りだけでは「獣医と飼育員のどちらが呼んだの

か」をまだ理解できていない児童もいたため、獣医役と飼育員

役に分かれて劇化を行なった。その後、再度能動文と受動文作

りを行うと、適切な助詞の選択や動詞の活用（基本形から受身

形への書き換え）に気をつけて文を書くことができた。 

 その後のワークシートの設問にも全員が正しく答えること

ができていたことから、児童が獣医と飼育員との関わりについ

て文中の言葉から正しく読み取ることができたと考えられる。

（写真２）また、劇化した際に「早く来てください」「今、行き

ます」など、立場に合ったセリフを自分たちで考えることもで

きていたことから、自分の経験と結びつけながら獣医の仕事に

ついて整理して読むことができたと考える。 

６．成果と課題 

(1) 成果 

・事前に能動文と受動文の書き分けや主語の違いを押えた上で単元の学習に入ったことで、文中の言葉

をもとに読解を進めることができた。 

(2) 課題 

・単元の学習全体を通しての指導と、日記や作文の中で使用できるようにするための継続指導が必要。 

写真１ 能動文と受動文の導入学習 

写真２ 本時で使用したワークシート 



一人一事例の取り組み 

 

 

１．対象児：小学部 3年 1名（一般学級） 

２．単元名：3年国語科「 文作りをやってみよう 」 

３．児童の実態と授業の概要   

対象の児童は、裸耳：50ｄB台の中等度難聴 装用時：30ｄB台である。コミュニケーションは、基

本的に口頭で行うことが多く、今年の 2月に実施した絵画語彙検査では、６歳１ヶ月だった。 

 動詞の基本形を過去形に直すことはできるが、ない形（否定の形）に直すことが難しい。また、動

詞の過去、現在、未来の言葉の区別が曖昧で、単語や文章に書き表したときに迷うことがある。そこ

で、1学期から自立活動の授業を中心に品詞カードを使った文法指導を行ってきた。  

 本時は、「〇〇（名詞）が〇〇（動詞）」という文を、過去、現在、未来の文に書き表し、自分で

書いた文に誤りはないのか、実際に読んでみる。その後、誤りがあった場合にはどこで誤りがあった

のか、5段階活用表や上 1段下 1段活用表などを使用して確認し、正しい文章に直すことができるのか

をねらいとし、実践を行った。 

４．本時の目標   

・5段階活用表と上 1段下 1段活用表の使い、過去、現在、未来の動詞の変化を理解することができ

る。（知技） 

・文や動詞の活用の誤りに気づき、正しい文章や動詞に書き表すことができる。（思判表） 

５．授業の様子 

事前に、動詞にはふつうの形（短い形）、ていねいな形

（長い形）があること、過去形には最後に「た」がつくこ

と、動詞のグループ分けについて学んだ。  

本時では最初に児童に名詞と動詞を使って１文（犬が走

る）を作ってもらい、それを過去、現在、未来の文に変え

た。まずは、動詞の活用表を使って「走る」の動詞がどのグ

ループに入るのかについて確認した。その際に、どちらの

表で活用したら良いのか迷うことがあった。基本形を「ま

す」に直すことで確認できること、ウ段がなくなるか、変

わるのかで活用する表が違うことを伝えることで、自ら気

づき活用することができた。その後、活用した表を基に、

動詞をふつうの形と、ていねいな形にまとめ、（写真 2）

品詞カードを使って、過去、現在、未来に並べることがで

きた（写真 3）また、同様に「食べる」の動詞でも過去、

現在、未来を分けることができた。 

今回は、様々な表を使用して動詞が変化することを学習し

た。時折、表を使用せずに取り組み、誤った答えを書いて

しまうこともあった。しかし、表を使用することで答えの

誤りに気づき、書き直すことができた。 

６．成果と課題 

(1) 成果 

・活用表を使用することが増え、動詞が変化することを理解したり、自分が書いた文章や動詞の誤り

に自ら気づき、書き直したりすることができた。 

(2) 課題 

・今回は「〇〇（名詞）が〇〇（動詞）」の短文で学習に取り組んだ。時数詞や形容詞などがある文

章も今回と同じように正しく書き表すことができるように指導が必要。 

・自立活動の授業を中心に文法指導を行なっていたが、その授業のみでは定着するのは難しい。今後

は、日記や単元の中で品詞カードを活用し、今回のように対象児が自分の誤りに気づくことができる

ように指導していく。 

 

写真１ 指導前 

写真 2 ふつうの形とていねいな形 

写真 3 品詞カードでの確認 



一人一事例の取り組み 

 

 

１．対象児：小学部４年１名（一般学級）  

２．題材名：４年国語科「正しい文章で日記を書こう」 

３．児童の実態と授業の概要  

 対象の児童は、前年度ろう学校に転入してきており、今年度８月に実施した絵画語彙検査では語彙年

齢が三歳未満と獲得語彙が少ない。文章を書くという作業にも慣れていないため、助詞の間違いや動詞

の活用にも誤りが見られる。そこで、１学期から週に一度、国語の時間の中で、語彙の拡充、品詞分類、

助詞の用法や動詞の活用法について学んできた。助詞手話記号や、動詞の活用表を手がかりにすると正

しい用法で文章を書くことができるようになってきているが、自宅で書く日記にはまだ誤りが見られる。 

本時は、日記の文章を単語カードに書き出した後、本児が品詞毎に分け、５Ｗ１Ｈを意識した順番に

並べたり、誤った用法に気づき正しい文章に直したりすることができることをねらい、実践を行った。 

４．本時の目標 

 自分の文章の誤りを修正し、正しい文章で書き直すことができる。（知技） 

 訂正した文章を、音韻を意識した発声と手話で発表することができる。（思判表） 

５．授業の様子 

 普段の日記指導の中で、単語を品詞毎に区別する学習を行ってい

る。本時も、授業が始まる前に、日記の単語を書き出し品詞毎に仲

間分けをしてもらった。（写真１）品詞の仲間分けは１学期から行っ

ており、正確に分けることができるようになっている。その中で、

動詞の活用や文の構成に誤りがあることに気づかせる。今回の日記

では、「試合をした」事と「シュートを２回入れた」事が「試合をシ

ュート２回入ってました。」と一文で書かれており、助詞や動詞の活

用の誤りも見られた。 

 そこで、文の構成を意識しながら、情報と述部に分け、動詞の活用

表を手がかりに正しい活用に直す学習を行った。５段活用の動詞と、

上１段、下１段活用、どちらの活用表を使用するかは、本児が活用表

に語句を書き込むことで見分けることができるようになりつつあ

る。（写真２）正しい活用に直した後は、伝えたいことを５Ｗ１Ｈの

順番に情報を並べ、助詞手話記号を用いて述部との整合性を確認し

ていった。（写真２）助詞を手話で表すことで、助詞の意味が理解

でき、場所を表す「で」の使い方はほぼ間違いなく使用できるよう

になっている。 

語句を正しい順番に並べた後は、添削前の日記と見比べて、文を

分けるところ、活用に誤りがあった所を見比べた。（写真３）手話

で表現すると誤りに気づきにくいが、助詞や活用を視覚化し音韻を

意識させて表現することで違和感に気づくことができ、正しい文章

に直し発表することができた。 

６．成果と課題 

(1) 成果 

・品詞カードや動詞の活用表、助詞手話記号を手がかりにすること

で、文章の誤りに気づくことができ、正しい文に直すことができた。 

・動詞の活用表の使い方や助詞手話記号の見方を理解し使うことができた。 

(2) 課題 

・獲得語彙が少ないため、体験したことや経験したことを文章に表す際、表現が拙くなってしまう。形

容詞や副詞、気持ちを表す言葉を獲得し、表現豊かな文が書けるよう普段の学習の中で語彙を増やす指

導が必要。 

・動詞の活用表を使用する前に、言葉の違和感に気づくことができるよう、普段から音韻を意識させて

学習活動に取り組む。 

写真２ 活用表、助詞手話記号 

写真３ 添削前（左）添削後（右） 

写真１ 品詞の仲間分け 



一人一事例の取り組み 

 

 

１．対象児：小学部  ５年  １名（一般学級） 

２．単元名： ５年 国語科「助詞の使い方」 

３．児童の実態と授業の概要   

 対象児童は、去年度２月実施の読書力検査で、読書力偏差値３１（２年生３学期程度）、J-coss 日本

語理解テストでは、「第４水準」の６歳～７歳後半レベルという結果がでている。また、助詞テスト（Ｔ

ＫⅢ型）では、合計６８点獲得し、「が・は」は正答率８０％、「を」は７６％、「で」は６０％、「に・

へ」は５２％という結果が出ている。（写真１） 

実際、「（材料として）石けんを使って、彫刻刀を削る」という文章を書き、正しい助詞を使って表現

できないことがある。しかし、二語文や簡単な名詞・動詞は理解しており、コミュニケーションモード

も音声と手話を活用することができる。そこで、助詞手話記号を活用して手話表現も含めた助詞指導を

することで、助詞活用の理解につながるのではないかと考えた。 

 

４．本時の目標   

 ○「で」の手話記号を理解することができる。（知技） 

 ○文章に適する「で」の手話記号を選び、作文を書くことができる。（思判表） 

 ○学習したことを、日記や普段の授業で活用することができる。（学・人） 

 

５．授業の様子 

 木島氏のワークシートを活用して、始めに助詞「で」の４種類の意味と、それぞれの手話記号を確認

した。すると、一学期に、品詞分類の学習を終えていたので、範囲・期間の「で」の前には、時数詞が

くることも、スムーズに理解することができた。次に、短い文章で使われている「で」の手話記号を選

ぶ問題に取り組んだ。すると、手話表現をしながら一人で解き進めていくと、答えをスムーズに選択す

ることができた。そこで、「父が車で会社に行きました」の文章に対して、なぜこの手話記号を選んだの

かを問うと、「車を使って行ったから」という返答をしており、手話記号（使う）のイメージをリンクさ

せて、文章の内容をつかんでいる様子が伺えた。 

 最後に、それぞれの手話記号に合うような文作りに取り組んだ。すると、助数詞を一語で表現するの

ではなく、「お母さんと私」と、二語で表現しており、自身が表現したいことを自由に文として書き表し

ている様子が見られた。（写真２の④） 

６．成果と課題 

(1) 成果 

・助詞「で」の４つの意味を、助手手話記号を活用しながら学習することで、文章の意味を考えながら、

助詞を正しく選ぶ様子が見られた。 

・範囲・期間の「で」の前には時数詞が入る事が分かり、時数詞の表現に工夫が見られた。 

・１２月に再度、助詞テスト（ＴＫⅢ型）を実施し、去年の成績と比べてみると、「で」の正答率が、６

０％から８８％に上がっていたので、「で」の活用を理解してきていると考えられる。（写真１） 

・日々の日記でも、助詞の間違いが少しずつ減ってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 課題 

 ・他の助詞記号の指導も必要。 

・語彙を増やす。（助詞テストに出てくる「宝石・踏切」の意味が分からなかった。 

写真１ 助詞テストの結果比較 

写真２ 授業後に書いた作文 



一人一事例の取り組み 

 

 

１．対象児：小学部６年１名（重複学級）      

２．単元名：６年「文を作ろう」（日記指導） 

３．児童の実態と授業の概要   

 対象の児童は、語彙の獲得が少なく、文を作る、書くことに苦手意識がある。主に手話でコミュニケ

ーションをとっており、話の時系列を「まだ」「終わった」の手話で表現する。動詞の基本形から過去形

に活用するときは「行く」→「行くしました」、「見る」→「見るしました」と表現する。「食べる」→「食

べました」の活用に関しては、正しく活用することができている。また、話の中で時数詞を用いて表現

するが、過去の話を「昨日」「昨日の昨日」「去年」「昔」と表現し、未来の話は時数詞を使わずに、最後

に「まだ」と表現をしている。 

 本単元では、動詞の活用表を使用して、活用表の色に着目し基本形から丁寧な過去形への活用方法を

理解し、カレンダーを使用して時系列を整理して、経験したことを日記に書くことができることをねら

い、実践を行った。 

４．単元の目標   

基本形の動詞を、活用表を使用して過去形で書くことができる。（知・技） 

時系列を整理して、経験したことを文で書くことができる。（思・判・表） 

５．授業の様子 

 本単元では、まず児童がすでに正しく活用できていた 

「食べる」→「食べました」を例に動詞の活用について 

の学習に取り組んだ。学習では、動詞の基本形を「まだ」 

の手話イラスト、過去形を「終わり」の手話イラストを 

使用して時系列を確認した。動詞の活用を視覚的に理解 

できるように、「食べる」の「べ」と「る」の活用表での 

色に着目しながら、活用方法を言語化し確認を行った。活 

用方法を言語化し確認を行ったことで、児童は動詞を活用 

するとき、活用表を見て文字を色ペンで囲いながら学習に 

取り組む様子が見られた。（写真１）また、回数を重ねていくこ 

とで初めて活用する動詞も表を見て、正しく活用することができ 

るようになった。 

さらに、日記を書く場合は話の出来事はいつなのかをカレン 

ダーを使用して、出来事は「まだ終わっていない」「終わった」 

どちらなのか、加えて時数詞を確認し、学習に取り組んだ。こ 

の確認の中で、過去形ではなく、「これからやりたい」ときの動 

詞の活用方法は何か児童からの質問が増えていった。この学習に 

取り組み、過去形の活用ができるようになったことで、文を作っ 

て書くことへの意欲の向上につながったと考えられる。 

 繰り返し学習を行っていくことで、自分でカレンダーをみて 

時系列を確認しながら、日記を書くことができるようになって 

きている。（写真２）日記だけではなく、各教科の学習時間や宿 

題の場面でも、活用表を見ながら動詞の活用ができるようになっ 

てきている。さらに、時系列を整理して動詞の活用が身について 

きたので、時数詞の学習にも取り組んでいきたい。 

６．成果と課題 

(1) 成果 

・活用頻度の多い動詞は活用表を使用せずに、動詞を正しく活用し文を書くことができた。 

・初めて学習する動詞は活用表を使用して、動詞を正しく活用して文を書くことができた。 

(2) 課題 

・動詞を丁寧な過去形の他にも、場面に合わせて活用できるようにするための継続指導が必要。 

 写真１ 動詞の活用の学習 

写真２ 日記の学習 



一人一事例の取り組み 

 

 

１．対象児：小学部２年 ３名（一般学級） 

２．単元名： ２年音楽科「 虫のこえ 」 

３．児童の実態と授業の概要   

 対象の 3人は、元気いっぱい音楽の授業にも参加してくれます。音楽の授業では、毎回リズム遊び 

や声を風船に見立てた音の強弱遊びも意欲的に取り組んでいます。リズム遊びでは、拍感やおおまかな

リズムはつかめても、細かなリズムを捉えるのが難しいことがあります。歌は、手話ソングを継続的に

取り組んでおり、手話ソングを通して、楽しく音楽に関わりながら学んでいます。共通教材の歌唱では、

体験をしたことのない歌詞から情景や様子を想像することが難しい為、補足として様々な情報（本単元

では、擬声語について、虫の写真、鳴いているこえを聞く、秋の夜の様子等）を事前に支援する必要が

ありました。「虫のこえ」の一番の歌詞は、動詞が「ないている」「なき出した」「なきとおす」と変化し

ていること、二番では動詞が省略されていることや、フレーズ内の言葉が多く、拍をとって歌うことが

難しいという特徴があります。歌詞を「情報、助詞、述部」の構成に分け、「どの虫が○○とないている」

という基本の文法に置き換え、鳴き声や動詞に着目させることで、曲想を深く感じることができ、どの

ように歌いたいかという考えをもち表現を工夫することができるのではないかと考え、実践を行いまし

た。 

４．本時の目標   

歌詞の表す情景や気持ちを想像しながら、どのように歌うかについて思いをもつことができる。 

（思考力・判断力・表現力） 

５．授業の様子 

本単元の学習を行う前に、身の回りの様々な音を声であらわして、音楽をつくる活動をおこないま

した。動物の鳴き声、乗り物の音、自然の音、家の中の音等、生活の中にいろいろな種類の音がある

ということに気付き、それを声で表現できることの楽しさを味わいました。児童は、「虫のこえ」に出

てくる虫を見たり鳴き声を聞いたりしたりする経験がなかった為、視聴覚教材を使って虫のこえを聞

く活動をとりいれました。それぞれの虫のこえの違いに気付き、どんな鳴き声でなくのかな？と興味

を持つことができていました。本時の始めに、虫のこえの歌詞を音読し、品詞カードを使って文を分

解し、主語、述部について確認をしました（写真１）。品詞の分類

は、学級でも学習している為、すぐに分けることができました。ひと

つひとつの文をていねいに扱うことで、それぞれの虫が、どんな様子

でないているのか理解することができました。動詞が「ないている」

「なき出した」「なきとおす」と変化していることに着目させ、それ

ぞれの動詞がどう違うかについても話し合いながら、情景を想像して

いきました。「ないている」の現在進行形、「なき出した」は（今）～

しはじめた、「なき通す」は（ずっと）ないている、という変化して

いく面白さに気づいたようでした（写真２）。児童は、自分たちで場

面を劇化して表現し、場面の情景の理解を深めていました。 

６．成果と課題 

(1) 成果 

前時は、虫の名前と鳴き声をマッチングさせることが難しかった

のですが、本時で歌詞を丁寧に音読することで、それぞれの虫がどん

な様子でないているか理解し、動詞の変化に気付くことで歌詞のあら

わす情景や気持ちを想像することができた。 

(2) 課題 

   情景や表す気持ちを想像したあと、情景にあった表現を児童が劇

化して情景をつかんだ際に、自分の声をどう出すのか、どのように

歌うのか、曲の山の表現などまで思いをもたせるような手立ても検

討していく必要があると感じました。 

 

 写真１ 板書の様子 

 写真２ 使用したワークシート 



一人一事例の取り組み 

 

 

１． 対象児：小学部 ６ 年 １ 名（重複学級） 

２．単元名：理科「太陽の光を調べよう」  

３．児童の実態と単元の概要   

 対象児童は高度難聴の聴覚障害児で、67 式語音聴力検査(音場検査 80dB)が単音弁別率 10％（令和４

年６月測定）コミュニケーションモードは手話やジェスチャーである。言葉として生活言語の獲得も少

なく、PVT-R絵画語い検査では３歳０ヶ月となっている〈令和４年２月実施〉。 

対象児は自立活動や国語の時間に「名詞」「時数詞」「形容詞」「動詞」の品詞カードを用いて２～４語

の文作りを行っている。まだ定着はしていないが黄色は物の名前、黄緑は動きの言葉、水色は様子の言

葉のイメージは持っている。本単元のまとめの中で、２語文「～は～どんなだ。」を用い、品詞カードを

使用し、教師がヒントを与えながらまとめることで学習内容の理解・定着につながることをねらいとし

て実践した。また、語彙の獲得・拡充へつなげていけるよう担任や自活担当と連携し、本人の実態把握

に努めながら取り組みを進めた。 

４．単元の目標   

 ①日なたの地面と日かげの地面を観察し、それぞれの様子を調べ、違いに気づくことができる。 

 ②品詞カードを用いて、文の構成を意識して本時の学習内容を２語文で作ることができる。 

５．授業の様子 

 日なた地面と日かげの地面に手を当てて、それぞれの様子を調べる学習で、まず実際に屋外に出て 

日なたと日かげの場所の名前の確認、明るさと暗さ、地面の温かさ冷たさ、湿りぐあい等を確認しなが

ら、日なたと日かげの写真に言葉を記入した。（写真１） 

次に、教室で色分けした品詞カードに調べたことを記入し、もう一度日なたと日かげの写真にはり観

察した記録を確認した。（写真２） 

そして、文づくりでは、「～は～どんなだ。」の型に当てはめて作れるよう、教師と一緒に「日なたは

どんな様子？」等ヒントを与えながら２語文でまとめていった。（写真３） 

最後に、児童本人がプリントに付箋を貼りながら文づくりをし、そのあと写真や矢印を使用しながら

文の意味の確認をした。（写真４）  

  

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 記録シート       写真２ 結果の確認       写真３ 文づくり 

 

６．成果と課題 

(1) 成果 

・日なたと日かげを観察し、比較しながら日なたと日かげの 

 明るさや温かさの違いに気づくことができた。 

・「～は～どんなだ。」の２語文で日なたと日かげの違いをま 

とめることができた。 

・文づくり後にさらに写真を添えて学習内容を確認することで 

 視覚情報をさらに有効活用でき、説明しやすかった。 

(2) 課題 写真４ 学習プリント 

・授業内容と文法指導の時間配分。 

・児童の語彙や文法レベルの教科指導への落とし込み方法や連携方法。 

 



一人一事例の取り組み 

 

 

１．対象児：小学部３年１名（一般学級） 

２．題材名：自立活動 助詞「に」の使い方～同じ意味を持つことばを集めよう 

３．児童の実態と授業の概要   

 本児の補聴器装用時の平均聴力は 30ｄB台である。また、今年の２月に実施した諸検査の結果は以下

の通りである。 

検査名 結果  

①PVT－R 絵画語彙検査 語彙年齢：６歳１ヶ月  

②読書力検査 読書力偏差値：４７ 小学１年 ２～３学期 

③J-coss 日本語理解テスト 第３水準レベル 聴児５～６歳レベル 

④語音弁別検査 70ｄBで 80％  

 授業でのやりとりの中で、教師の言葉を聞き取れているものの、「じ⇒び」「し⇒ひ」といった聞き間

違えがある。本題材で取り上げる助詞「に」については、６月実施の助詞テスト（Ⅲ型）において、「が・

は」「を」「で」「に・へ」の正答率がそれぞれ 88％、84％、60％、88％となっている。助詞「に・へ」の

使い方では、全て「に」について誤答があった。 

４．本時の目標   

・「～に～をつける」「～に～を入れる」の文を作る。 

・「付ける」や「入れる」を、他の言葉で表せることを理解する。 

・丁寧に書くことを意識して文を書くことができる。 

５．授業の様子 

 本題材は、「～が～に～を付ける・入れる」という文型の

ように、助詞「に」とセットになる動詞「付ける」「入れる」

と同じ意味を持つ言葉探しを行った。課題の前に、「付ける」

の意味を本児自身に辞書で調べさせた。いろいろな意味の

中から導入部で、図１の文章作りを行った。その際、「お面

をしてる」と答えていた。また、その後のワークシートを見

ると、「くちべにをする」のように、動詞を「する」「やる」

で表す場面が見られた。そこで、２つある動詞の枠の一つを

「付ける」に限定して、さらに、教師が絵の様子を動作化し

たり、「ヒントカード」を提示したりすることで、「くちべに

をぬる」「ぼうしをかぶる」等、正しい動詞を答えることが

できた。また、これまでの文型と異なり、述語に対する「情

報」が増えることで、文章が詳しくなることを児童が理解している様子が

見られた。同様に「入れる」についても行った。「入れる」については、

言葉をイメージしやすかったようで、ワークシートに取り組む時「ヒント

カード」を使わなくても答えることができた。 

 学習の最後に、図３の空欄に「付ける」「入れる」と同意味の言葉を入

れ、手話を加えて確認した。学習した言葉を思い出しながら答えることが

できたが、忘れた時は「やる」と答えていた。 

６．成果と課題 

(1) 成果 

 ・「付ける」「入れる」と同じ意味を持つ動詞を知ることができた。 

 ・複数の助詞の使い方に注意して、短文作りをすることができた。 

 (2) 課題 

 ・様々な経験の中で、語彙力の拡充を図る必要がある。 

  ・学習した文型を基に、作文指導を繰り返し行う必要がある。 

 ・文字を飛ばして読んだり、文を書き写したりすることがあるので、ビジョントレーニング等を行

って、物の見方や、手と目の供応動作を高める必要がある。 

図１ 文章作り 

図２ 文章作り 

図３ 学習のまとめ 



一人一事例の取り組み 

 

 

２． 対象児：小学部 ６ 年 １ 名（重複学級） 

 

２．単元名： ６ 年  国語科「品詞について知ろう」 自立活動「文作り」 

 

３．児童の実態と単元の概要   

 対象児童は裸耳聴力が 90～100ｄB台の高度難聴のある聴覚障害児である。 

67式語音聴力検査(音場検査 80dB)：単音弁別率 10％ 〈令和４年６月測定〉。コミュニケーションモ

ードは手話やジェスチャーである。言葉として生活言語の獲得も少なく、PVT-R 絵画語い検査では３歳

０ヶ月となっている〈令和４年２月実施〉。 

本児の自立活動の流れ図では、児童の中心課題は「日常生活や学習に必要な基本的な言葉を手話や音

声、文字として理解したり、表現したりすることができることで、学校や日常生活をより良きものにし

ていく。」としている。そのため、１年間を通して自立活動の時間に語彙の獲得・拡充を目指し、国語や

自立活動の時間に獲得した語彙を使って文作りに取り組む活動を行っていくこととした。文作りの際に

必要となってくる文法指導については木島照夫氏の HP(難聴児支援教材研究会)を参考として行ってい

くこととした。 

二学期の言葉に関する学習の大まかな流れとして、国語の時間に「品詞について知ろう」を行い、そ

の後自立活動の時間に「名詞」「時数詞」「形容詞」「動詞」の品詞カードを用いて２～４語の文作りを行

っていくこととした。 

 

４．単元の目標・計画   

 目標：国語「言葉は色々な品詞に分けることができることを知る。」 

 目標：自立活動「品詞カードを用いて、文の構成を意識して教師と一緒に文を作ることができる」 

 

５．授業の様子 

 国語の品詞の学習では、言葉のカテゴリーに沿って名詞を書いたり(乗り物→車、バス)時間に関する

ことは時数詞に分けられたりすることを知ることができた。また、動詞には現在形と過去形があること、

普通の形と丁寧な形があることを知ることができた。ただし、品詞

という概念を理解できたわけではなく、言葉は色々な分け方ができ

ることを感覚的に知ることができたと言う段階である。 

自立活動の文作りの学習では、寄宿舎での出来事について経験を

元に文を作る学習を行った。文作りは以下の方法で行った。①キー

ワードとなる名詞を確認する「寄宿舎まつり」、②述部となる動詞や

形容詞を①の名詞との関係から考える「ある」、③動詞を過去形で丁

寧な形になおす「ありました」、④文を詳しくする時数詞や形容詞、

名詞を考える「11 月 2 日水よう日」、⑤単語をつなげる助詞を、助

詞手話記号をヒントに考える「に、が」。（写真１） 

  

６．成果と課題 

(1) 成果 

・名詞をもとに動詞や時数詞の言葉を考えたり助詞を考えたりする態度が身についた。 

(2) 課題 

・時数詞以外の文を詳しくする言葉を考えることが難しいため、語彙の拡充を継続していく。 

時数 ２時間 ３時間 ３時間 ２時間 

内容 時数詞について知る 名詞について知る 動詞について知る 形容詞について知る 

時数 １２時間 １０時間 

内容 覚えた動詞を使って文を作る 寄宿舎生活の出来事を文にする。（お話会） 

写真１ 文作りワークシート 



一人一事例の取り組み 

 

 

１．対象児：小学部２年 １名（一般学級） 

２．題材名： 自立活動「動詞を覚えて文を作ろう」 

３．児童の実態と授業の概要   

 補聴器（右）と人工内耳（左）を装用。音場閾値 30ｄBであるが、語音になると聞き取りはかなり 

厳しく、語音弁別率は 30％。装用時聴力と語音弁別検査結果に差異があるものの弁別率の向上がみら 

れ（昨年比）、聴覚を活用しつつある。コミュニケーションは主に手話。手話だと 3語文で話すことも 

できるが、文字言語への結びつきが弱く音韻としての日本語の語彙が不足している。PVT-R絵画語彙 

検査では、3歳 10ヶ月（令和４年１月実施）。助詞テスト（Ⅲ型）の正答率も 3割程度にとどまる。 

1学期当初は、日常よく使う言葉でも「歩く」を「あくる」と表記したり、「走るません」等の書き誤 

りもみられた。過去形は、書く頻度も高いため比較的書けたが、「～している」の文型は困難であった。 

本児にとって語彙数を増やすこと、動詞の活用形を理解し表記できることが課題としてあげられた。 

動詞活用表の見方は学級で学習していたので、自立活動で更に活用頻度を上げ定着を図ることとした。 

 授業では、①音数やプロソディを手がかりに言葉のまとまりを聞き取る等、聴覚的弁別力や記銘力 

を高めること②口声模倣や指文字、文字で確認すること③覚えた単語は必ず 2～3語文で書き表す課 

題へと繋げること④本児が音声や文字等を使って表出する場面を多く設定すること⑤自分で学習に取 

り組めるような環境作りをすること。の 5点を常に心がけ実践した。 

４．題材の目標   

        1学期         2学期 

・生活言語としての基本的な動詞（９６語）を覚える。 

・覚えた動詞を使って文を作ることができる。 

（常態・敬体）（過去形）（否定形） 

・動詞活用表を活用した主体的な学習ができる。 

・覚えた動詞を活用させ文を作ることができ

る。（現在進行形）（授受・受身） 

・覚えた言葉、文型を日常の中で表出できる。 

     （日常会話・お話ノート） 

５．授業の様子 

自立活動の授業では、中心課題をコミュニケーションと設定し、まずは語

彙の拡充を優先課題とした。動詞（基本形）の獲得を目指した授業展開では、

動詞ビンゴ（5シート 96語）を取り入れた。ゲーム的要素もあり毎時「もっ

とやりたい」と意欲を見せた。動詞絵カード（文字あり）から（文字なし）

へステップアップさせる等し、視覚的情報の支援を段階的に調整した（写真

１）。文字なしカードを見て指文字で綴れるようになったら 3 語文作りへと

繋げた。3語文作成のワークシートは    の文型というように空欄を設

け、敬体・否定形・現在進行形など様々なパターンで活用できるようにした

（写真１）。 

 また、その際に使う動詞活用表は教室掲示ではなく、授業の際に持ち歩き

する本児のファイルに綴った。自立活動は週に２回しかなく、教室掲示より

も手元にあるファイルに綴ることで、授業や宿題時にも自ら調べる態度の

育成を目指した。動詞活用表がある程度記憶にとどまってくると、「まって

よ…」と一生懸命想起し、できるだけ見ないで書いてみようという意欲が見

られた。徐々に活用した文も書くことができるようになっている。 

６．成果と課題 

(1) 成果 

 ・動詞の語彙を増やす段階で、楽しく取り組めた動詞ビンゴ学習は効果的であった。 

・聴覚活用の向上とあわせて語彙の拡充が図れた。記銘力の向上も見られ新出語句を覚えるスピード

も早くなっている。 

 ・動詞活用表の見方がわかり、動詞を活用させた文を書くことができるようになった。 

(2) 課題 

 ・既習の形容詞を活用させたり副詞の語句を増やしたりして、詳しい文章が書けるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 文字なしビンゴ

（上）と 3語文ワーク（下） 



一人一事例の取り組み 

 

 

１． 対象児：小学部５年（一般学級） １名 

２． 題材名：比較表現 

３． 児童の実態と授業の概要 

 本学年は、週に２時間、専科による自立活動の時間が設定されて 

いる。学級での教科学習において、比較表現の理解が課題となり文 

章問題の読解が難しいという実態と、自立活動のコミュニケーショ 

ンの項目における言語指導との関連を図って、本題材を設定した。 

本校小学部では、毎年 J.COSS日本語理解テスト（以下 J.COSS） 

を実施し、結果を検証している。その中に「比較表現」という文法 

項目があり、図１のような４つの問題からなっている。文のパター 

ンは「○○は ☆☆より    。」といった形の形容詞文になって 

いる。本児はこの項目において、小学部１年生時より毎年、同じ答 

え方（回答番号）をしており、その回答番号を見ると、「１－２－１ 

－２」というパターンとなっている。本来の「○○＝    」で 

はなく、「☆☆＝    」という思考になっていると推測される。 

助詞「～より」を理解できておらず、述部に近い☆☆を述部の主語と認識しているのである。 

 そこで、まず①比較に使う様々な形容詞の習得語彙の確認 を行った。次に②形容詞が用いられる

文型について確認、③助詞「より」の指導を行った。 

４． 本題材の目標 

・「～より」の比較表現について主部と助詞、形容詞の関係を理解することができる。 

・イラスト等の視覚情報を活用し、語と語の関係を自身でイメージしたり確認したりすることができ 

る。 

・比較表現の文章を理解し、普段のやりとりの中で使うことができる。 

５． 授業の様子 

まず、比べる対象をイメージしやすいよう、本児の身近な物や家 

族の情報をもとに、「きょうだいの中で一番足が速いのは誰？」「一 

番遅いのは？」等一つのテーマに沿って考えさせた。その際、文で 

書かせたり言わせたりするだけでなく、イラストや品詞カード等を 

使って視覚的情報の提示を心がけた。また、授業の後半では、イメ 

ージに合ったイラストを本児に描かせてみる活動も行った。述部の 

形容詞の主語は「～が（は）」にあたる語であることも意識づけた。 

その上で、助詞「より」の指導を行った。例えば、写真１におい 

て、この文の言いたいことは「私の体は ＝ やわらかい」ことであ 

って、「より」がくっついた名詞「弟」は文の中身を詳しく伝えるた 

めだけのことというのが分かるようになってきた。また、主語が変われば述部の形容詞も変わること

の理解を図り、反対語や同義語を知って定着させることにも取り組んだ。 

ここで、本児の授業では常に手話も併用して表現することを心がけているが、［より］※１の表現方法

では「長い/大きい/重い」のように増加するプラス（＋）のイメージが先行してしまい、「短い/小さ

い/軽い」のような減少のイメージが伴う文では間違えることが多かった。そのため、助詞「より」の

理解が定着するまでは文字提示のみで指導し、その後で手話表現［より］を用いた。 

現在、２つの比較文の理解は定着してきたため、３つの比較文に取り組んでいる。 

６． 成果と課題 

(1) 成果 

・J.COSSの比較表現の項目において、11月に実施したテスト結果は全問正答であった。 

(2) 課題 

・定着し、日常の会話の中で使用できるようにするための継続指導が必要である。 

※１）手話表現は[ ]で記載 

  

図１ J.COSS日本語理解テスト 

「比較表現」問題 

写真１ 比較表現の学習 


