平成２９年度 広島県立広島南特別支援学校

研究紀要
研究テーマ「聴覚障害児の思考力を育てる指導の在り方」
Research theme : How to develop hearing-impaired children’s ability to think.
概要
【概要】
小学部・中学部・高等部は，平成 27 年度から１単位時間の授業の思考プロセスを①「つかむ・見通す」②「追究する」③「使ってみ
る・振り返る」とし，各過程での聴覚障害によるつまずきに対する指導・支援方法を考えた授業モデルに基づいて，実践研究を進めてい
る。平成 28 年度の研究で，児童生徒自ら課題をつかもうとする力に課題が見られるという結果を踏まえ，平成 29 年度は「つかむ・見
通す」に焦点を当て，児童生徒自らが課題を見付け，どうすれば解決できるかを主体的に考えられるような導入の工夫に取り組んだ。そ
の結果，思考プロセス「３つの『つ』
」を踏まえた授業を実施し，児童生徒自らが課題を見付け，どうすれば解決できるかを既習の知識
と関連付けて考えさせ，考えを言語化させる指導を行うことは，聴覚障害児の思考力を育てる上で有効であるといえる。
幼稚部では，話し合い活動において，発達段階を基にした発話内容の質的分析，発問等の教師の支援について検討した，この分析結果
等を踏まえ，幼児の実態に応じた指導を効果的に行うことが，幼児の言語力・思考力を育てる上で有効であるといえる。
In the elementary, middle, and senior high faculties，since the 2015 school year, we continued using the three important thinking processes
of each class, namely: ① to grasp the subject, ② to understand the subject, ③ to use the subject. We adjusted our teaching method in order
to incorporate the three processes above, and we also took into consideration the students’ abilities and handicap levels (including multiple
handicaps in some cases). In the 2016 school year, students had some difficulties to grasp their own knowledge gaps sufficiently. Therefore,
from the 2017 school year, we teachers have strived to focus on one of the three processes: namely number ①, to grasp the subject.
We have strived to improve the class introduction method in order to enable children to grasp their own knowledge gap and to address it
sufficiently. As a result of using this process, It’s enable for children to develop their own ideas based on their observations and reasoning.
Therefore, when we educate toward hearing-impaired children’s thinking skill, it seems effective to encourage hearing-impaired children to
find their own knowledge gaps. It also seems effective to encourage them to use these cognitive processes for relating new materials to their
previous knowledge, and then to express the results in Japanese. Within the kindergarten faculty, teachers analyzed children’s conversations
to determine the best questions to ask the students in order to promote this development. We have worked to improve children’s linguistic
and cognitive abilities by teaching them according to their level. This analyzation suggests that it is effective to consider children’s ages
and cognitive levels when planning and conducting lessons in order to develop their ability.

幼稚部

小学部・中学部・高等部

研究の目的

発達段階に応じ，幼児が思考を巡らせることがで
きる話し合い活動を実践していくための指導の在
り方を検討する。

思考プロセス「3 つの『つ』」を踏まえ，聴覚障害のある児童生
徒の予想されるつまずきに対する指導・支援を考え実践すること
を通して，児童生徒の思考力を育てる指導の在り方を追究する。

研究の仮説

話し合い活動において，発達段階を基にした発話
内容の質的分析，発問等の教師の支援について検
討し，幼児の実態に合った指導を効果的に行うこ
とで，幼児の言語力・思考力を育てることができ
るであろう。

思考プロセス「３つの『つ』
」，特に「つかむ・見通す」に焦点を
当てた授業を実施するとともに，既習の知識と関連させて思考さ
せ，考えを整理して意図的に言語化させることで，児童生徒の思
考力を育てることができるであろう。

検証の方法

○話し合い活動の分析

小学部

○「話し合い活動における言語発達段階評価表」
中学部

を用いた評価
○絵本を活用した言語力の評価

「何を」勉強するのかな？
今まで勉強したことと
「何が」ちがうのかな？
おもしろそう。
やってみたい。
どうして，そうなるのかな？

「何」を使って，
「どのように」すれば
よいか見通しを持つ。

高等部

○行動観察（１学期と２学期の比較）
○算数科説明力テスト
○算数科単元テスト
○行動観察（１学期と２学期の比較）
○定期試験の点数結果と記述内容の比較
〇行動観察（１学期と２学期の比較）
〇定期試験の点数結果と記述内容の比較

・ＡＰＤＣＡサイクルにより，
年に２回公開研究授業を実施
・同一授業者が，同一学級で
研究授業を実施
・「聴覚障害教育」と「幼児教育」，
「聴覚障害教育」と「教科教育」の両面
から指導助言を受け，思考力を育てる指
導の在り方を追究

「何」を使って，
「どのように」すればよいか
考え，説明する。

学習したことを使って，
「どのように」するかを考える。

研究テーマ「聴覚障害児の思考力を育てる指導の在り方」
検証結果
幼稚部

取
組

小学部

中学部

高等部

○朝の会での話し合い活動における，幼児の発話内容，教師の指
導についての分析
○「話し合い活動における言語発達段階評価表」を用いて，幼児
の実態を把握
○トピックスの取り上げ方
（子供たちからの話題から）
○教室環境の整備
（掲示物，生き物コーナー，
制作コーナー）

○思考プロセス「３つの『つ』」を踏まえた板書の構造化
○既習の知識と関連させて，どのように解決するか考えさせ考え
を言語化させる指導
○課題に取り組む必然性を持ち，自ら課題をつかんで見通しを
持って学習できるような導入の工夫
○行動観察の検証の視点に，
「既習内容と本時の学習内容の
違いに気付いて発言している
（課題の把握）
」の項目を追加

○国語科における思考プロセス「３つの『つ』
」を踏まえた授業展
開
○既習の知識と関連させて
思考させ，考えを整理し
て意図的に言語化させる
指導
○主体的に考えることがで
きるような導入の仕方や
課題設定の工夫

○地理における思考プロセス「３つの『つ』
」を踏まえた授業展開
〇ＰＰを用いた学習環境（具体的な情景や動き等を見て，イメー
ジし，理解を深めていくことができる学習環境）
〇理解や考察に必要な重要語句やグラフ，ポスター等の常時掲示
〇思考の流れを表す学習プリント（接続詞の表示等）
〇言語活動
①基礎知識の吸収，確認時における教員の質問への応答
②考察など知識活用時の意見発表（説明）
〇小テストによる，細やかな理解度の把握と生徒への意識付け

○話し合い活動の分析

○行動観察（１学期と２学期の比較）

○行動観察（１学期と２学期の比較）

○行動観察（１学期と２学期の比較）

①③については，他教科や実生活と関連付けて学習に有用性や
必然性を持たせるなど，課題設定や導入の工夫を行ってきたこと
が数値の向上した理由の１つとして考えられる。②⑦については，
生徒が見通しを持って主体的に取り組めるように，単元目標と毎
時間のめあてを明確に示したり，振り返りシートに課題解決の過
程と毎時間の気付きを記録させて学習内容が単元全体の課題解決
につながっていると感じさせるように工夫してきた。④⑤⑥につ
いては，授業において個人思考・集団思考を通して，理解したこ
とを繰り返し言語化（説明）させ，根拠を大切にして思考させる
ように取り組んできたことが結果として表れてきている。

ほとんどの項目で向上が見られた。特に向上したと考えられる
のは発言内容である。１学期には，見たままの情報を述べる姿，
説明が途中から身振り手振りになる姿が多く見られた。そこで，
これまでの取組に加え，学習プリントを思考の流れを表した形に
する工夫（接続詞の表示等）
，ＰＰで表示した情報のうち，考察や
理解に必要となる重要語句やグラフを常時掲示する工夫，言語活
動の更なる充実を図った。
その結果，２学期には問題解決のための情報に自分で気付くこ
とができる姿が増え，キーワードを使いこなして説明をする姿や，
既習事項を用いて説明しようとする姿，簡潔にまとめて発表しよ
うとする姿が見られるようになった。

○国語の定期試験（１学期と２学期の比較）

〇地理の定期試験（１学期と２学期の比較）

幼児の言語発達の実態については赤ペンで，教師の指導の妥当
性等については青ペンで記入し，分析した。
（一部抜粋）

思
考
力
の
向
上
検
証
の
結
果

記録を書き起こしながら，子供の経験や興味・関心，発達段階
に照らし合わせ，発言や行動を分析できるようになってきた。そ
の分析を基にした適切な支援がまだ十分にできていない。
教師からの話題提供が多く，話も教師主体で展開されることが
多い。

○「話し合い活動における言語発達段階評価表」を用いた
評価
Ａ
Ｂ
Ｃ
１学期
Ⅱ
Ⅳ
Ⅲ
２学期
Ⅲ
Ⅴ
Ⅳ

○算数科説明力テスト（１学期と２学期の比較）

点数推移においては，正答率が
【３６＋４７の筆算の仕方の説明】（中学年の児童の記述原文のまま）
７０％以上の生徒が増えた。行動
6＋７＝１３で十の位に
まず，一のくらいから計算します。
観察における各項目の取組を行っ
Ⅰ…２歳前，Ⅱ…３歳，Ⅲ…４歳，Ⅳ…５歳，Ⅴ…６歳
6＋７＝１３
くり上げて 4＋４＝８
１は，十のくらいにくり上げて，４。 てきたことや言語化させる取組を
３名とも，段階が変わるほどの伸びが見られた。
答えは，８３です。
行ってきたことで，試験で記述す
次に 40＋40＝８０
最後に，８０＋３＝８３です。
る力や学習の理解度や思考する力
○絵本を活用した言語力の評価
絵本の決められたページを見て，幼児からの表出言語数と質的 順序を表す言葉を使って，順序立てて説明しようとするようになった。が向上し，学力向上につながった
と考えられる。
な側面から評価した。

１学期
２学期

Ａ
１

Ｂ
１８

Ｃ
１５

[単１]

[単８，叙１０]

[単８，叙７]

３

２０

２０

[単２，叙１]

[単５，叙１５]

[単８，叙１２]

単…単語レベルでの表出，叙…叙述レベルでの表出
全員が１学期よりも表出が増えていることが分かった。叙述レ
ベルで話すことが定着してきており，単語のみで答えることが少
なくなった。

考
察

ほとんどの項目で向上が見られた。
①の問題の読み取りに関しては，１学期２学期とも数値が高
かった。
②は，２３％向上した。既習内容と本時の学習の違いを考えさ
せる指導をしてきた結果と考える。③は，３１％向上した。既
習事項と関連付けて考えさせることを意識して指導した結果と
考える。⑤と⑥は，２３％向上した。説明させることを意識し
て指導した結果と考える。

○算数科単元テスト（観点到達率の比較）

（地理Ａ「世界の人口問題」発展途上国の人口問題の記述内容）
（国語科「新聞を読み比べよう」の記述内容）

ワークシート等を用いて思考を整理し，根拠を基に言語化させ
る取組の結果，
「○○だから○○」など根拠を明確にして考えを整
理したり，説明したりする力が定着してきた。
これらの検証の結果，話題の取捨選択，幼児への言葉掛けや受
これらの検証の結果， 思考プロセス「３つの『つ』
」を踏まえ，
これらの検証の結果，
「つかむ・見通す」
「追究する」
「使ってみ
け答え，教材教具・視覚情報の使用等の発達段階に合わせた教師 必然性を持たせられるような課題設定を工夫し，既習の知識と関 る・振り返る」といった活動を通して，既習の知識と関連させて
の指導を検討し，幼児の興味・関心のあることから，話し合い活 連させて,どのように解決するか考えさせ，考えを言語化させる指 思考させ，意図的に言語化させることは，思考力や学力を向上さ
動を展開していくことが，思考力を高めるために有効であると考 導をすることは，思考力を育てる上で有効であると考える。
せる取組の１つとして有効であると考えられる。また，他教科や
える。
しかし，授業の中では，問題を読んで情報を整理（分かること 実生活と関連付けて学習に有用性や必然性を持たせるなど，課題
幼児の発達段階・興味・関心に合わせて話題を取捨選択し，そ と，聞かれていることを発言）することはできているが，単元末 設定や導入を工夫することで意欲を持って考える様子が見られる
の中で，何をねらうか，何の言葉を押さえるか等を意識しながら， テストの活用問題では，問題の情報を整理（何を問われているの ようになった。
活動を展開していくとともに，話し合い活動のきっかけとするた か，何をどう活用して解決すればよいのか）することができず，
しかし，既習の知識や経験と関連させ考えを整理する力につい
めに，幼児の興味・関心のあるものを探り，教室内の掲示物を整 正答率が下がっている。複数の既習事項を関連させて考えるよう ては，定着が十分とは言えない。また，物事の裏にある背景や文
えたり，教室環境を整えたりしていくことが，今後も必要である な場面になると，何を問われて，どう解決していけばよいかを考 に書かれていない心情を読み取るなど，文章を深く読解すること
と考える。
えられない状況が見られるため，今後さらに複数の情報を関連付 については課題が残る。言語力や意味理解の力を高め，文章を深
けた活用を意識した指導や，考えを表現させるための指導を充実 く考えて読み取ることができるように，引き続き，取り組んでい
させていく必要がある。
きたい。
平成 28 年度との比較では，「数学的な考え方」を問う問題での伸
びがみられる。

○記述内容（１学期と２学期の比較）

○記述内容（１学期と２学期の比較）

平成 28 年度
２学期
平成 29 年度
２学期

点数推移においては，
50 点未満の生徒が２学
期には不在となった。ま
た，最低点・最高点とも
に数値が上がっている。

記述内容においては，一部に助詞の誤用が見られるものの，あ
る事象が引き起こす現象や，その影響，関連して引き起こされた
事柄をも，接続詞を用いて多角的に記すことができている。
成績の上昇や，記述内容が深まっていることから，各取組によ
って知識の理解定着，活用力の向上が図られたと考えられる。
これらの検証の結果，思考プロセス「３つの『つ』
」を踏まえた
授業展開において，ＰＰによって考察や理解に必要な知識を理解
でき，かつ，考察や理解に必要な重要語句等が常に掲示されてい
る環境があること，そしてそれらの知識を活用して行う言語活動
や，思考の流れを表した学習プリントに書き込む形で理解を更に
深め，表現することは，生徒の思考力を育てる上で有効であった
と考える。併せて，地理という教科の「論理を積み上げていく学
問」という特性を考えると，上に示した結果は，必要知識を正し
く理解し，それを基に現象の要因や関係性を考え，考えを整理し
た上で各事象や要因と繋げて考えていく力が生徒に付いてきてい
ることを表していると判断する。
生徒の実態に応じて取組を変えることはもちろんだが，一つの
モデルとして，今後も継続・継承していきたい。

課題
成【幼稚部】
果
○ 引き続き，幼児の思考力を高めるために，話題の取捨選択，幼児への言葉掛けや受け答え，教材教具・
と課
視覚情報の使用等，発達段階に合わせた教師の指導を検討し，幼児の興味・関心のあることから，話し
題 合い活動を展開していく。
【小学部・中学部・高等部】
○ 全国学力・学習状況調査や定期テスト等の結果から，複数の情報を整理して，問われている意図をつか
んだ上で既習の知識とつなげて考える力や条件に合うように記述する力等には，まだ課題があることが
明らかとなった。さらに活用を意識した取組の積み重ねが必要である。
○ 書かれていないこと（見えないもの）を読み取る力や複数の知識を関連付けて考える力，構造的に考え
を整理する力に課題があり，今後，発達段階に応じて，知識を関連付けて考えさせるような発問や思考
を深められるような発問の工夫について考えていく必要がある。

平成３０年度
研究テーマ
幼稚部

小学部
中学部
高等部

「聴覚障害児の思考力を育てる指導の在り方」
。

発達段階に応じ，幼児が思考を巡らせることができる話し合い活動を実践していくための指導の
在り方を追究する。
『３つの「つ」』の
中で，「つかむ・見通 「何を」勉強する
す」に焦点化し，児童 のかな？
生徒自らが課題を見付 今まで勉強したこと
け，どうすれば解決で と「何が」ちがうの
きるかを主体的に考え かな？
ることができるような おもしろそう。
導入の仕方について追 やってみたい。
究する。併せて，関連 どうして，そうなる
性に気付くことができ のかな？
る発問や，思考を深め
「何を」使って，
ることができるような
「どのように」
発問の工夫等について
すればよいか
追究する。
見通しを持つ。

公開授業研究会

・期日 平成３０年１１月２２日（木）午後
・指導助言者
聴覚障害教育の視点から指導助言をいただく先生方
学部等

教科等

指導助言者

乳幼児教室

集団保育

愛媛大学教育学部

立入

哉

先生

幼稚部

総合活動
算数
道徳

筑波大学附属学校教育局
特任教授
松本
東北福祉大学教育学部教育学科
教授
大西
筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター

末男
孝志

先生
先生

小学部
中学部
高等部

英語

帝京平成大学

現代ライフ学部

※各教科等の視点から指導助言いただく先生方は，現在調整中です。

広島県立広島南特別支援学校
住所：広島市中区吉島東二丁目１０番３３号
TEL：082‐244‐0421 FAX：082‐244‐0423
URL： http://www.hiroshima-sd.hiroshima-c.ed.jp/
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