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聾学校におけるコンピュータ利用の実践についての検討

横 尾

俊

（聴覚・言語障害教育研究部）
要旨：近年の情報関連技術の急激な発展と，それに伴った社会へのコンピュータの浸透は，学校教育の場にも大きな影響
を与えている。教育現場では，昭和60年頃から，コンピュータを利用した教育的実践が徐々に行われてきた。聾学校でも，
主に発音・発語訓練や聴覚管理のためにコンピュータが活用されてきており，現在ではインターネットに接続するなど，コ
ンピュータを利用できる教育環境がますます充実してきている。今後さらにコンピュータのハードウエア・ソフトウエアの
機能の向上と教育環境の充実に伴って，コンピュータの教育的な利用が変化していくことが予想される。そこで，今後の聾
学校のコンピュータ利用を考えるために，これまでの実践について総括することは有用なことであると考えた。
本稿では，全日本聾教育研究大会の研究集録で報告されているコンピュータ利用に関する実践をもとに，その目的，工夫
点，効果，課題を分析することで，これまで聾学校で行われてきた取り組みを明らかにするとともに，今後の聾学校のコン
ピュータ利用について展望した。
見出し語：コンピュータ，教育的利用，聾学校，コミュニケーション

１．はじめに

実施された小学校・中学校・高等学校学習指導要領24) 26) 28)
においてであった。学習指導要領におけるコンピュータの

様々な社会のシステムにコンピュータが入り込み情報化

扱いは，小学校では各教科等において教育機器の適切な活

が進展する中，教育現場の情報化もそれと呼応するように

用を行う26)，中学校では教科「技術・家庭」に選択制の「情

急激に進む状況にあり，コンピュータを用いた教育に重要

報基礎」という領域を設けて，コンピュータの操作やプロ

性を見いだす動きが，ますます大きくなってきている。

グラミングに関する学習を行う28)，高等学校では設置者の

学校教育現場におけるコンピュータ教育の歴史はCAIな

定めに応じて学校が情報に関する教科・科目を設けること

どの実験的な試みを別にすれば昭和40年代後半の高等学校

が可能になるなどであった24)。この後，コンピュータのハー

の専門教育で行われた情報処理教育までさかのぼることが

ドウエアおよびソフトウエアの発展やインターネットの普

できるが，それ以外の教育へのコンピュータの導入につい

及など，児童生徒を取り巻くコンピュータ環境の進展を背

て初めて具体的な施策や提言が行われたのは昭和60年で

景に教育目標の明確化を図り，コンピュータを使いこなす

あった。昭和60年には，３月29日の社会教育審議会教育放

ために求められる能力観の変化に応じて，平成10年12月改

送分科会報告「教育におけるマイクロコンピュータの利用

訂，平成14年４月施行の小学校・中学校の新学習指導要領

について」を皮切りに，同年６月の臨時教育審議会第一次

27) 29)

では大幅な改善が行われた。その内容は，小学校では

答申でのコンピュータの教育的な利用についての言及や，

各教科や総合的な学習の時間などにコンピュータや情報通

同年８月の情報化社会に対応する初等中等教育の在り方に

信ネットワークを活用すること27)，中学校では教科「技術・

関する調査協力者会議の「第一次審議とりまとめ」など，

家庭」の「Ｂ．情報とコンピュータ」の一部を必修にし29)，

この年にコンピュータに関する記述を多数見ることができ

これまでよりも情報活用能力の育成をより一層重視した内

る。

容に改められた。また平成11年３月改訂，平成15年４月施

また具体的な施策としては，昭和60年度から，
「教育方法

行の高等学校の新学習指導要領でも教科「情報」を新設し25)，

開発特別設備補助」という事業名で新しい教育機器を使用

コンピュータに関する教育を重要視している。

した教育方法の開発研究を目的に，特にコンピュータの導

聾学校においても，これら小・中・高等学校に準じたか

入に対しての国庫補助が行われるようになった。

たちでコンピュータの活用に取り組んできている。特に，

このように様々な施策が打ち出される中，はじめて教育

高等部の職業科においては，学科改編により情報関係の学

課程の中でコンピュータの取り扱いについて言及したの

科が設置されるなど，情報化への熱心な対応がなされてき

は，平成元年３月に改訂され平成２年４月から移行措置が

ている。
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このようにコンピュータの教育上の重要性が増すに伴い，

大会の研究集録に発表されている発表論文のうち，コン

徐々に教育現場でのコンピュータの環境整備が進められて

ピュータを利用した実践が報告された昭和58年から平成14

いる。文部科学省が毎年行っている公立学校の情報教育に

年までの158論文を対象とし，聾学校で行われているコン

関する実態調査21) 22) 30) によれば，公立小・中・高等学校に

ピュータを利用した取り組みについて分析し，さらに今後

おけるコンピュータ設置率が平成11年度調査で99.3%とな

のコンピュータ利用について展望する。取り組みの実態を

り，ほぼ全ての学校にコンピュータが設置された。また，

分析するためには，その実践を行う目的，方法，得られた

平成13年度調査ではインターネットへの接続率が97.9%と

結果や効果が記述された資料が必要である。しかしながら，

なり，ほぼ全ての学校がインターネットへの接続をはたし，

現在の聾学校のコンピュータ利用についての研究はそれほ

新学習指導要領が目指す情報活用を意図したカリキュラム

ど多くはない。そういった中で，全日本聾教育研究大会の

を実施する環境が整った。また，コンピュータを使って教

研究集録は，実践を簡潔にまとめたものであること，特定

科指導等ができる教員の割合も毎年増加しており，平成13

の地域に偏ったものではないこと，30年以上の長い期間続

年度調査ではほぼ半数の47.4%となっている。

けられている大会で時代的な変化を知ることができること

ま た，聾学 校 に お け る 設置 率 は 平 成 11 年度 調 査 で は

など，コンピュータ利用の取り組みを分析するための材料

100%，インターネットへの接続率は平成13年度調査で

を提供してくれる貴重な資料であると考えられる。

99%，指導可能な教員の割合についても平成13年度調査で

２．聾学校のコンピュータ利用の現状

42.5%，ほぼ同様の実態が見受けられる。これまで聾学校
では，コンピュータが広く普及する以前から発音・発語訓
練装置などのコンピュータシステムが利用されてきた。そ

ここでは，まずはじめに，聾学校で行われているコン

の他にも，教科指導や教材作成にコンピュータが利用され

ピュータを利用した実践を，その取り組みの目的，工夫点，

てきている。例としては，理科の天体の動きをコンピュー

効果，課題の四つの視点から分析し，その現状について整

タを使ってシュミレートし，生徒の理解を深めたり，ビデ

理する。これら四つの視点に分類した理由について述べる

オ教材の字幕作成と導入に利用したり ，テレビ会議シス

と，目的からはどういった教育的課題に対してコンピュー

70)

テムを利用して他校と交流したりする

75)

タが活用されているのか，工夫点からは聾学校教員が聴覚

活用法などをあげ

障害児の学習を支援する際にどのような工夫をしているの

ることができる。
聴覚障害児へのコンピュータ活用の利点について，岐阜

か，効果からはコンピュータを利用することはどのような

県立岐阜聾学校の情報教育研究会 (1988）は「視覚情報が

教育的意義があるのか，課題点では今後の展望につながる

学習効果をあげるための手段」としての利点，「身近なコ

内容は何かを，それぞれ知ることができると考えたからで

ミュニケーション手段」としての利点，
「コンピュータへの

ある。また，それぞれの視点について分析する具体的な方

興味が高いために学習効果を期待できる」利点の三つをあ

法として，各研究報告に述べられているこれらの視点につ

げて，コンピュータが児童生徒の学習活動に有効であるこ

いての具体的な記述を抜き出し，筆者なりの観点からいく
つかの小項目にまとめ，それぞれの特徴を述べることにし

とを述べている 。
９)

た。

また，聾学校でのコンピュータの利用法について，田村
(2002) は，一般教科では視覚的なメディアの活用が重要で

１) 取り組みの目的について

あること，職業教育では社会参加の上で求められるコン
ピュータ等を扱うことができる人材の育成が必要であるこ

各々の実践については，一般教科の内容理解を目的とし

と，部活動やその他の活動では「総合的な学習の時間」に

た取り組みや総合的な学習の時間，高等部での職業教育に

おける情報機器の活用が重要であること，自立活動におい

おけるコンピュータ技能の習得を目的とした取り組みが多

ては発音・発語訓練装置や補聴器のフィッティングなどの

い。これらの目的を分析したところ，児童生徒の能力の向
上に関するものとして「言語力の向上」，「思考力の育成」，

コンピュータを利用した指導と，日常の指導をバランス良
く行うことが必要であると述べている62）。さらに，田村は

「表現力の育成」，社会参加を目指すものとして「情報化社

最近の携帯電話や電子メールの利用についても言及し，今

会への対応」，そして現在聾学校が置かれている実態からく

後の展望として，これまでの聾教育の目的の一つである音

るものとして「コミュニケーション活動の拡張」，「個別指

声によるコミュニケーションだけでなく，これらの新しい

導」という計六つに整理できた。
言語力の向上は，聴覚障害児教育では古くから教育の柱

メディアを利用したコミュニケーションスキルの育成を考

の一つとして重要視されており，研究集録に報告された実

えることが重要になると述べている。

践の多くに教員の児童生徒に対する言語学習上の課題が述

こうした流れを踏まえて，本稿では，全日本聾教育研究
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べられている。具体的には，助詞の使い方15)，書き言葉18)，

せる取り組み37) をあげることができる。聾学校では児童生

文章の読解力 53) 72)，音の倒置，脱落，濁点の有無，漢字の

徒のコミュニケーション力をつけるということが重要な課

等があげられており，これらの課題に対す

題とされてきた背景がある。しかしながら，聾学校の在籍

る取り組みとしては，ドリル学習にコンピュータを用いる

読みの間違い

児童生徒の少人数化により，密度の高いコミュニケーショ

取り組み15)，画像を用いることで動機づけや語の説明を行

ンができる反面，多人数での討論などが難しい状況になっ

うもの ，電子メールを使用して他の高等学校の生徒と交

てきている学校も多い。この問題点に対応するためにメー

36)

33)

流する中で，語彙力や文章表現を身につけることを目的と

リングリストを用いることで，コミュニケーションの機会

する実践59) をあげることができる。また，文章の練習を目

を拡げようとする取り組みは今後重要になるだろう。この

的としたものとして，ワードプロセッサーを用いることで

他にも，チャットや電子メールなど，文字によって他者と

書くことへの動機づけを行うもの

がある。これらの取り

のやりとりを行い，直接対面して行うコミュニケーション

組みでは，通常の授業の場合よりも，興味を持って学習に

とは違う場面を体験させる取り組み38) 54) 69) も見られる。こ

取り組むことができる利点

ういった取り組みは，携帯電話でのメール使用などの実生

66)

66)

や，問題に誤答した場合に

フィードバックがその場で行える利点

などが述べられて

活で使われる文字コミュニケーションとも関連があり，相

おり，単調で地道な努力を必要とする言語力の向上に関す

手が不快に思わない表現方法を身につけたり，相手の述べ

15)

る課題に対して，子どもの学習への動機づけを図る上でコ

ている内容を的確に理解したりすることが指導の目的とさ

ンピュータの利用が有効であることが指摘されている。

れている。

表現力の育成には，プレゼンテーションソフト等を使っ

個別指導を目的としたものには，ドリル教材としてコン

て聴覚障害児の表現力を伸ばそうとする試みをあげること

ピュータを用いるもの19) や，生徒が自学自習できるように，

ができる８) 47)。こうした取り組みについて，太田 (2002) は

その生徒個人に合わせて作成したソフトウエアを用いて理

実際にプレゼンテーションを作成し発表することで，他の

解の促進を図る取り組み36) を取りあげることができる。現

発表者の発表にも関心を払い，意見交換が活発になり，意

在の聾学校では，在籍する児童生徒の持つ学力や言語力が，

思伝達能力の育成が図れると報告している 。

同一学年の集団の中でばらついており，一斉授業の中で全

47)

思考力の育成では，コンピュータのプログラムを利用す

ての児童生徒に対して適切な指導を行うことが難しい環境

ることにより，論理的な思考力を育成することを目的とし

になってきている。この問題に対して，児童生徒の自学自

た取り組み45) や，動画教材を用いることで立方体の切り

習中にコンピュータが一人ひとりに適した教示をすること

口のイメージの理解促進1) や数学的な概念の習得を図る取

で個別の指導を可能にし，学力などを適切に伸ばすことを

り組みをあげることができる

意図していると考えられる。

。米山他 (2000)

20) 32) 35) 64) 68) 73)

は，言語のみでは理解が難しい内容も，動的な提示を行う

ここで取りあげた六つの目的は，現在の聾学校のおかれ

ことでより豊かな事物の関係把握の機会を用意することが

ている状況と聴覚障害児教育の課題を反映したものであ

できると述べ，視覚的なイメージによる学習効果の有効性

る。なかでも，児童生徒の少人数化や学力の個人差が大き

について述べている 。

な課題とされており，これらへの対応策の一つとしてコン

73)

情報化社会への対応というものには，社会自立を目指し

ピュータの利用が発想されていると考えられる。

た職業教育に関係する取り組み３) ６) 40) 46) 58) 60) 68) 71) 72) や，児童
生徒が社会に出てから生きていく上で必要な情報活用能力
の育成を目的とした取り組み

10) 14) 41) 43) 50)

２) 取り組みの工夫点

をあげることがで

取り組みの工夫点で述べられている内容としては，教材

きる。

作成に伴うもの，実際にコンピュータを利用する時に行う

職業教育で行われている実践には，職業科に関連する職

ものがある。それぞれを分類すると「児童生徒が学習内容

種で用いられるソフトウエアの具体的な使い方を学ぶこと

を理解しやすくする工夫」，「意欲や興味に働きかける工

や，そのソフトウエアを操作する上で必要な基礎学力を学

夫」，「操作の支援を行う工夫」の三項目を設定することが

ぶ取り組みがある。
情報活用能力を育成する取り組みでは，

できる。

調べ学習を通して情報の収集方法を学ぶこと43) や，児童生

児童生徒が学習内容を理解しやすくする工夫点として

徒が主体的に情報機器を使いこなすための環境整備と支援

は，個々の児童生徒の学習状態を把握した上で教材を作成

の工夫を中心に検討した取り組み

10)14)

も見ることができる。

する取り組みをあげることができる。具体的な工夫点とし

コミュニケーションを拡げるものには，メーリングリス

ては，視覚的な情報を内容の説明に取り入れたり２) 44) 60)，説

トを用いて複数の学校の生徒に共通の数学の問題について

明などを学習者に合わせた内容に調整したり36)，学習の進

話し合わさせ，他者とのコミュニケーションの力を促進さ

め方をスモールステップにして理解しやすくしたり19)，１
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時限中ずっとコンピュータを使うのではなく，必要な場面

コンピュータを利用することで得られる効果としては，心

を教師が選択して効果的に使ったり

理面への働きかけが実感しやすいものであると考えられ

12) 17)

することをあげる

ことができる。

る。

意欲や興味に働きかける工夫では，学習内容の説明をわ
かりやすくすることだけでなく，ゲーム的な要素を取り入

４) 取り組みの課題

れる

課題として述べられている内容には，
「教材作成や準備に

49) 55)

ことや，正解した場合の報酬画面に児童生徒がお

もしろいと感じるものを提示することで，学習に対する意

関するもの」，「授業での活用方法に関するもの」，「使用効

欲や興味を持続させる18) 取り組みをあげることができる。

果に関するもの」がある。それぞれ三つの課題について以

操作の支援を行う工夫は，日本語入力ソフトウエア(FEP)

下に述べる。

の辞書に児童生徒がよく使う単語を登録する，またその単

教材の作成や準備についての課題は，教材作成に労力が

語が変換候補の上位に来るように調整する工夫 ，操作が

かかり過ぎること12) 16) 20) 45) 61) 63) をあげているものが多い。そ

視覚的にわかりやすいソフトウエアを選択すること ，自

の他としては，児童生徒の実態を十分把握した上で教材を

作CAIソフトの操作性をわかりやすいように統一すること

作成しなければ効果が十分にあがらないこと５) 18) や，教材

７)

60)

52) 68)

などをあげることができる。

研究を十分に行っていないと授業に使えるものを作ること

上述の意欲や興味に働きかける工夫などは，聾教育以外

は難しいといった課題63) があげられている。この課題の解

でもコンピュータを教材として用いる場合に工夫されるス

決方法としては，教材研究をしっかりとすること 63) 65) や，

タンダードなものということができる。しかし，葛西 (2002)

作成した教材を共有することで労力を減らすこと18) があげ

は，聾学校の中学部へのコンピュータ利用に関する調査の

られている。ただし，教材作成の労力を問題点とする実践

中から，市販のソフトなどは，聴覚障害生徒の言語力によっ

は1980年代中頃から1990年代の中頃のものが多く，その後

ては教材の設問の意味がわからない，答え方がわからない

は減少する傾向にある。このことから，教材作成に関する

という状態になり，使えないものも多いという現場の意見

現在の状況はこれらの実践が報告された頃とは若干異なっ

をまとめ，聴覚障害児向けの学習ソフトウエアでは，生徒

ているものと思われる。この点については今後の展望で述

にとってわかりやすい言葉を使うことが必要であると述べ

べてみたい。
授業での活用方法に関する課題としては，楽しいだけに

ている13)。

終わらせない活用方法を考える必要がある11) などがあげら
れており，コンピュータに頼った授業を行うのではなく，

３) 取り組みの効果
取り組みの効果からは，児童生徒における「意欲などの

学習場面や学習内容によって，より効果の得られる利用方

心理面への効果」と「学習内容の理解促進への効果」，また

法について検討する必要があるだろう。また，児童生徒が

「学習活動に関する効果」の三つの項目を設定することがで

コンピュータに向かって学習するのではなく，教師が代表
して操作をし，画面に表示した学習内容を用いて授業を行

きる。
意欲などの心理面への効果については，集中力が増す ，
49)

うプレゼンテーション的な利用方法も有効ではないかと述
べられている12)。

興味を喚起できる５)，課題に対するフィードバックが適切

使用効果に関する課題としては，コンピュータを利用す

なので達成感が得られる74) などがあげられる。

ることで学習内容が定着できたか不明だ16) 31) 48) 56) とするも

学習内容の理解促進への効果は，学力の向上が図られた
こと５) や課題への理解が促進されたこと48) があげられてい

のがあり，コンピュータの利用が学習内容への興味を高め

る。

ることには一定の効果を示すが，児童生徒の効果的な学習
を支援しているのかどうかは別問題と捉えられている。学

また，学習活動に関する効果としては，コミュニケーショ
ンが活発になったこと59)，自学自習が可能になったこと
19)

習効果についての評価をさらに検討する必要があるだろ

18)

う。

などをあげることができる。
葛西 (2002) は，聾学校中学部へのコンピュータ利用に

また，チャットや電子メールなどの文字コミュニケー

関する調査から，コンピュータ利用の効果についての設問

ションにおける課題としては，相手に対して会話にならな

で一番多い回答は意欲などの心理面への効果であると報告

い返事をしてしまうことが多かったり，一方的な文章を書

している 。また，渡邉他 (2002) も，盲・聾・養護学校へ

き送ってしまったりするなど，言葉のキャッチボールが難

のコンピュータ利用に関する全国調査の結果から同様の報

しこと59)，会話が続かないこと39)，文章の内容が読み手側の

告をしている67) が，他の特殊教育諸学校においても，意欲

気持ちを十分に考えていないこと 38) などがあげられてい

などの心理面への効果についての回答が多くなっており，

る。

13)
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取り組みの課題については，コンピュータ利用による学

ンピュータが教育に有用だとしても，積極的に利用するこ

習効果は確かにあるが，教材作成に労力がかかりすぎるこ

とは現実的に難しい。今後，教材作成や準備に関しての教

とや，児童生徒は興味をもって取り組むことができたが，

員支援システムを考える必要があるだろう。三つ目は，効

学習内容の定着が図られたかどうかがわからないとするな

果的な利用方法に関しての検討である。様々な実践が行わ

ど，本節の３) であげた取り組みの効果と対にして述べら

れているにもかかわらず，実践計画や学習効果について評

れていることが多い。

価しにくい実態があり，その解決方法をさらに検討する必
要がある。四つ目は，コンピュータを利用したコミュニケー

５) 実践全体についての総括

ションについてである。近年，電子メール機能付きの携帯

四つの視点から分析してみると，聾学校のコンピュータ

電話が普及したことにより，文字によるコミュニケーショ

利用では，言語力や基礎学力について細かな配慮を行った

ンが身近になっている。聴覚障害児童生徒も将来この文字

上での取り組みが行われているといえる。特に，工夫点で

コミュニケーションを使いこなせるように聾学校でも取り

出てきた動画などの視覚的な情報を内容の説明に取り入れ

組む必要があるだろう。そのためにも，どのような問題点

ること，説明を学習者に合わせた内容に個別に調整するこ

があるのかを検討する必要がある。

と，学習の進め方をスモールステップにして理解しやすく

以下にこの四つの視点から，今後の展望を述べる。

するといった点は，児童生徒の実態を把握した上で調整が
行われており，児童生徒の理解や教材研究が重要とされて

１) コンピュータを聾学校で利用する意味

いる。

聾学校のコンピュータ利用の個々の取り組みの目的や工

またコンピュータを利用しての効果としては，児童生徒

夫点などを分析すると，いくつかの配慮点を見いだすこと

のコンピュータへの興味・関心が高いことから学習意欲や

ができた。例えば，教科学習では，子ども達が理解しやす

学習内容への興味が喚起されることが述べられている。し

いようにスモールステップで教示を与えたり，図などを多

かしその反面，教材の作成に多大な労力がかかること，効

用して学習内容をイメージしやすくしたりする工夫がとら

果的な利用方法がわからないこと，学習の定着に効果が

れており，学習内容の理解の促進が図られている。また，

あったのか疑問であることが課題として述べられており，

操作についても理解しやすい統一したデザインを用いるな

教材の準備に負担があったり，コンピュータを指導に用い

どの工夫がされている。この工夫については，小田 (2001)

た場合の評価方法に関する情報が不足していたりすること

はマルチメディア教材の聴覚障害児・者向けの機能につい

から，サポート体制の確立や実践に関する情報の積み上げ

て考察し，音声情報に対しての字幕，操作に対しての手話

が必要であると考えられる。

ガイド，難しい用語へのヒント，漢字へのルビの有効性を

また，コンピュータを利用したコミュニケーションにつ

検討し，サポートが少ない場合にはソフトウエア自体への

いては，インターネットが身近になりつつある状況の中で，

興味を低減させることにつながると述べている42)。また，

聴覚障害児童生徒のコミュニケーション手段として活用し

聾学校においてのCAI教材の検討を行った佐藤他(1994)は，

やすいものとなっていることから，今後注目すべきもので

聾学校の授業では，難しい語句の説明を行ったり，課題の

ある。

意図を生徒がわかりやすい内容に言い換えたりすることが
日常的に行われていて，コンピュータを用いた教材でもこ

３．今後の展望

れと同様の教示が行われる必要があると述べ，このような
工夫がなければ具体的に学習効果をあげることは難しいと

全日本聾教育研究大会の研究集録に報告されている実践

述べている53)。このように，興味・関心などの心理的な要

の分析をした結果，以下の点については，聾教育上のコン

因にも，教示のわかりやすさが必要であり，わかりやすい

ピュータ利用の課題としてあらためて考えていく必要があ

教示はコンピュータを使わない日常の授業でも行われてお

る。

り，コンピュータ教材を用いる場合にも日常の授業と同様

まず一つ目は，コンピュータを聾学校で利用する意味で

の工夫が必要である。

ある。聾教育の課題に対して，ただ単に新しい手だてがあ

また，特に教科指導においてのコンピュータの利用形態

るという理由だけでコンピュータを利用するのではなく，

を見ると，児童生徒に１時限全てをコンピュータを用いて

コンピュータを利用することで得られる長所・短所を十分

自学自習をさせているものは少ない。そのほとんどは難し

に考える必要がある。二つ目には，今後のコンピュータの

い内容の説明に用いたり，教師が口頭で説明を行ってから

利用を考える上で，教材作成や準備の労力は非常に大きな

コンピュータを利用してドリル学習を行わせたりするな

問題である。教材の作成や準備に負担がある状態では，コ

ど，教師が授業を行う中での補助教材として利用されてい
−97−
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る。コンピュータを利用することで，学習への興味と意欲

おいて技術的な支援を受ける現状にあるようだ。今後，こ

を持続させ，理解を手助けすることができる。このことが

れにとどまらず，教師が教材を作成する場合などに技術的

コンピュータを用いる重要な意味になると考えられる。

なアドバイスを得られるなど，もう一歩踏み込んだ形での
支援体制作りが求められる。

２) 教材作成・準備の労力の問題

また，学校内の情報交換だけでなく，他県の聾学校と情

コンピュータを教材として使う場合，指導内容に即した

報交換ができる体制作りが必要になると考えられる。現在，

形での準備が必要になる。指導実践の中では，教材を自ら

情報教育に関して教員が参加できるメーリングリストが何

プログラミングして作成し使用している例が多かったが，

種類か立ち上がっているが，これらを参考にすることもで

自作教材による取り組みの発表は1990年代前半より減少し

きるだろう。

ている。これは，市販の教育用ソフトウエアが増加してい

さらに，メディアセンターの役割を持った機関を設置し，

たり，近年のコンピュータのソフトウエア機能が充実して

聾教育で行われているコンピュータ教材を収集し，それら

いたりすることが影響して，自作プログラムによる教材の

をデータベース化した上で自由に閲覧可能にして，イン

必要性が減ってきているからだと思われる。

ターネット経由などで教材を手に入れることができるシス

中村他 (2001) によれば，特殊教育全体では，既製のソ

テム作りなども有用な方向性である。

フトウエアを不自由なく操作できる教員と，他の教員から
の援助を受けてコンピュータを操作できる教員の割合はや

３) 効果的利用方法の検討

や増加しているが，自分でソフトウエアを作成できる教員

コンピュータを用いた効果的な利用方法の検討からは，

の割合は減少傾向にあり，平成11年では聾学校教員のうち

コンピュータ利用が，生徒たちの興味・関心に働きかける

2.5%となっている 。さらに，特殊教育全体でのソフトウ

だけで，肝心の学習への効果がわからないという疑問が発

エアの入手方法は，
「ソフトウエア販売業者からの購入」が

せられている。このことについては本節の１) でも述べた

79.1%であるのに対して，
「校内での開発」は16.0%，
「他校

が，授業の中でコンピュータ教材への興味・関心を利用す

からの提供」は11.1%，「教育委員会からの提供」が17.6%

るだけでなく，学習効果につなげていく工夫が必要だと考

34)

と，市販ソフトウエア購入の割合が高い結果となっている。

えられる。しかしながら，コンピュータのソフトウエアの

これらのことから，現在は自ら教材作成を行う場合が減っ

学習効果について確立した評価方法がない現在では，コン

てきていると考えることができる。

ピュータをなかなか実践の中に取り入れにくいのかもしれ

しかし，教材作成の労力が減るのと引き替えに，ソフト

ない。葛西 (2002) の調査によれば，聾学校でコンピュー

ウエアの選定に苦労するという別の問題が出てきている。

タを使って授業をしたことのない教員のニーズとして，コ

葛西 (2002) の調査によれば，授業で実際に用いられるソ

ンピュータを利用した授業の実践例の情報提供が多くあげ

フトウエアについてはワープロソフト，ウェブブラウザー，

られており，コンピュータを具体的に使っている人だけで

プレゼンテーションソフト，画像処理・描画ソフトの順に

なく，現在使っていない人からも実践する上での情報が不

よく使われている。また，このほかに39のソフトウエアを

足しているということがあげられている13)。これらの対応

あげることができ，それぞれの使用例は１校ずつとなって

策としても，教員同士で情報を共有できる学校体制作りや，

いる。この現状を葛西はソフトウエアの有効性を各教員が

研修体制の充実など地道な取り組みが必要になるだろう。

試行錯誤している現れではないかと考察し，市販ソフトウ

また，本節の２) で述べたメディアセンターと類似する考

エアの聾教育での有効性に関して，今後検討する必要があ

え方だが，指導案のデータベース化を行い，インターネッ

ると述べている13)。この指摘は，取り組みの工夫の中でみ

トなどを通じて必要な時に参照できるシステムを作ること

られたスモールステップで指導したり，子どもが理解しや

も有効な手だてだと考えることができよう。

すいように教示を調整したりする部分が，市販のソフトウ
エアでは聾学校の子どもに不十分な状況にあるためだと考

４) コンピュータを利用したコミュニケーション

えることができる。
今後は聴覚障害児にとって使いやすく，

ここでは，コンピュータを用いたコミュニケーションに

理解しやすいソフトウエアの蓄積と情報の共有が必要に

焦点を当てて，今後の聾教育におけるコンピュータの利用

なってくると考えることができる。この課題には教員本人

について考えてみたい。

が自力で対応するだけでなく，支援システム作りが必要に

平成14年に文部科学省が発行した「新情報教育の手引き」

なるだろう。現在一部の聾学校では外部からコンピュータ

の中に，今後聴覚障害児教育で情報機器を用いたコミュニ

技術者の派遣を受け，技術的な支援を得ている例がある。

ケーションが重要になることが述べられている23)。また，成

コンピュータ技術者の派遣を受けた学校では，主に授業に

人聴覚障害者が携帯電話のメールや電子メールを利用する
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ことで，手軽なテレコミュニケーションを実現している現

で用いられた書き言葉の検討を行うというものである。現

状をみても，今後いっそう重要視すべきであると考えられ

在，この取り組みは聴覚障害児童生徒だけではなく，英語

る。ただし，田村 (2002) は，
「こうした機器やメディアに

を母国語としない児童生徒にも用いられるようになってき

接する経験や学習が十分とはいえず，日本語の学習やコ

ている。日本でもチャットなどを利用した取り組みが行わ

ミュニケーションスキルが十分に追いついていない状態で

れているが，主にコミュニケーション体験を目的としたも

メディアだけが先行して手に入ってしまうということは，

のになっている。今後ENFIプロジェクトを参考にした取り

かえって不自由や危険な状態に陥ることも予想させる」と

組みも検討の対象に含める必要性があると考えられる。

述べている。また，具体的な問題として，聴覚障害児童生
徒による，メールによる中傷，デマ，いじめ，不適切な表
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A Study of Computer Use in Scools for the Deaf

Yokoo Shun
(Department of Education for Childeren With Hearing and Speech Handicaps)
The purpose of this paper is to clarify the present condition of

conducted. Four items concerned with the study of current

computer usage and the future of computers in schools for the

practice were investigated : (1) The purpose of current practice,

deaf in Japan. This analysis presupposes that educational change

(2) a device point in current practice, (3) The outcomes of current

in the future will be a result of the spread of information technolgy

practice, and (4) the problems of current practice.

in schools at present, and therefore, it is important to provide an
overview of current practice in deaf schools. Initially, a literature

Key Words:Computer, The Use For Education, A Deaf School,

survey of past practice in schools for the deaf using reports of

Communication

meetings on deaf education (Zen Nihon Rou Kyouiku Kenkyu
Taiki/ ZEN NIHON ROU KYOUIKU KENKYU TAIKAI) was
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