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あいさつ 

『 全ての教室で ICT 

－聴覚障がい生徒の情報保障の拡充による進路指導の充実と学力の向上－ 』を振り返る 

校長 和泉 秀雄 

より一層、情報保障を進めるとともに自学自習を進め学力向上を図る授業の在り方を考えるなか、校

内無線 LAN環境とタブロイド型ＰＣの授業での活用検討が平成 24年度末当時の教頭・首席から具申さ 

れ戦略会議で議論されたことが、iPad導入へのヒントとなった。    

直ぐに事業のイメージ図と３カ年計画の概要を教頭に示し校内の取りまとめを指示、その後教頭、首 

席が中心となり各学科と案の調整を図り、経営会議で議論し、全教室での情報保障と学力向上を図るこ 

とを目的とした事業のイメージが共有された。 

時代の流れのなか、その必要性は理解してもどう活用していけばいいのか、新たな授業スタイルはど 

ういったものなのか、ある部分暗中模索であったが、聴覚障がいの教育に新たな時代を創る思いを持っ 

て大阪府教育委員会の新事業「学校経営推進費」に応募した。 

コンペの結果、賛同を得て予算獲得となりこの取り組みを進めることができた。 

まさに感謝であった。 

校内で結果を伝えた際は、額の大きさも含め教職員からどよめきが起こった。 

そのどよめきは、教育委員会からの期待とそれに応える自分たちの不安と未来への責任、新たな教育 

への挑戦の思いが入り混じるものであったと思う。 

校内に「どこでも ICT」プロジェクトを設置し、全校で取り組む体制を位置付けた。 

予算は、その制約上単年度予算であったが、計画通り３ヵ年を見通した活用を進め、初年度は、学校 

マネジメント経費の一部と合わせ、校内無線 LAN体制を築いた。 

その結果、各教室での iPad活用が図れるようになり、機器の管理体制も明確にして設備面での充実 

が図られた。 

授業での iPad活用を進める方針のもと、従前の文字情報システムと連携させて教員が積極的にその 

活用を図った。 

動画やソフトを試み、授業で活用し、ノ－トパソコンとの違いを教員が体感しなければならなかった。 

ベテラン教員が積極的に活用してチャレンジしてくれたことが２年目に向けての土台作りとなった。 

１年次の段階での共通理解の成果として、文字情報システムと iPadを活用した授業の実際を「活用事

例集」としてまとめることとした。 

平成 26年度は、２年目となり「どこでも ICT」プロジェクトと研究部が公開授業週間の取り組みや研 

究会においても、iPadを活用した授業をテーマに進めたことで若手とベテラン教員の相乗作用が生まれ、 

授業の在り方をより工夫していくこととなった。 

学校独自の回線を設置し学校クラウドも置き、各教科より教材をクラウド上にあげ、生徒の自学自習 

を進めていった。 

数学科教員が小テストの模範解答を解答過程が明示できる Explain Everythingを使い学校クラウド 

上に示したところ、保護者から好評を得た。 



さらに、３年目の全国に向けた研究成果報告会への準備も始まった。 

丁度、その時期に文科省における高校無償化の動きのなか、支援学校高等部では新１年生を対象に就 

学奨励費を使った ICT 活用への補助が生まれた。 

本校は、教育活動として取り組んでいたこともあり、早速内容を確認し支援教育課の力も借り、新１ 

年生を対象に学校仕様の iPad mini を全保護者の承認を得て個々の生徒が購入する仕組みを学校として 

作り、実行した。 

その結果、日常的な活用への意識が進むこととなった。 

時代も本校の実践の後押しとなった。 

授業での活用が進み、日常的な活用への意識が進む中、情報保障と学力向上を目的とする中、本校の 

独自性を考えた iPad の活用とは何かが課題となってきた。 

生徒の課題である自学自習だけでなく、そのもとにある自己管理、自己表現も含め更なる日常活用を 

進めることとした。 

ホームルームでの活用や日々の生活での活用を進めることがテーマとなった。 

職員会議においても「校長より」として iPad 活用と授業への在り方について以下の内容を繰り返し 

伝え、この事業の方向性を示し続けた。 

○ iPad活用による自己表現力の向上と情報リテラシー教育の確立

・iPadの日常的な活用 学校でも家でも使う 

＊活用事例を集積し、活用事例集の作成 

・書くこと、メモを取ることの習慣化 

  ＊生徒の自主的活用を促す工夫 ホームルーム等での時間管理 

・健聴者とのコミュニケーション手段として活用方法の検討 

＊筆談ぱっと、仕事をメモするアプリ、日程表作成アプリの活用 

  ・生徒会による自治力向上 

＊使うことで学ばせる・使わせない発想からの脱却 

＊ルール作りと自己責任の醸成  

○ 新しい授業の在り方と情報活用能力の向上 本校の特色づくりへ

・22 世紀型の授業への挑戦 授業の創造  

＊クラウド上での授業内容提示 

＊反転学習への挑戦 予習復習での活用  

＊予習復習用教材の電子化 

＊iPad や電子黒板、プロジェクター等 ICT機器活用による「より分かる授業」への挑戦 

・探索活動を活用した授業方法の開発 

＊生徒が自ら調べて探索し発見する喜びのある授業 

・自己表現力を伸ばす授業（デザイン、心象風景+記述等） 

  ＊文字情報システムへの活用 

平成 27年度は３年目のまとめの年となった。 



障害者差別解消法の施行を前に合理的配慮に位置づけられる情報保障への取り組みも進むこととな

った。 

情報コミュニケーション科を中心として、従来は文字情報ディスプレイに要約筆記（聴覚障がい者へ 

の情報伝達手段の一つで、話されている内容を要約し、文字として伝える）を表示していたが、離れた 

位置からは見づらい、ディスプレイが設置された部屋でしか利用できないなどの課題があったが、校内 

無線 LANと iPad を利用して、iPadに要約筆記を表示する方法を試みるなどの取り組みが日常的な場面 

で生まれてきた。 

その結果、先輩の体験を語る会や体育祭などの行事における情報保障へとつながった。 

この取り組みの際に、校外学習での活用もあり、本校における ICT環境を最大限に活かす取り組みで 

あった。 

11月６日に全国にむけて研究報告会が開かれ、全国から多くの参加者を得た。 

貴重な意見もいただいた。関係者の皆さんには感謝である。 

活用事例集でも述べた「iPadを活用した事例は、従来の発想の枠を超えた事例を生む可能性があるも 

のであり、新たな授業の在り方への挑戦として学校経営に位置付け、教職員の学びとも連携させ、22世 

紀の聴覚障がい生徒の教育への挑戦につながるものであると考えている。 

今後、ネット上での対応が本校の管理のもと自由に図れることで、生徒の学びの形態の幅が広がり、 

聴覚障がい生徒がいつでもどこでも学ぶことができる環境を整えることが学校としてできればとの熱 

い思いがある。 

聴覚障がい生徒の可能性を最大限に引き出し、その豊かな自己表現が社会にあふれることにもつなげ 

ていきたい。 

障がい者総合支援法が施行され、障がい者の権利の条約が国内で効力を発揮する状況のなか、障がい 

者への合理的配慮の内容が具体的に問われる時代になっている。 

聴覚障がい生徒においては、情報保障は必須のことである。 

聞こえの障がいからくる不便さをいかに軽減し、本来の持てる力を発揮できる状況におくことができ 

るかが、まさにこの教育に問われていることの一つであり、合理的配慮の内容を考える土台となるもの 

である。」このことばを原点に、一つの区切りを超え、まさに本校にとってはこれからが始まりであり、 

本校の iPad 等 ICT活用の「その真価が問われる」こととなる意識を共有していくことが必要である。 

これからは、アクティブラーニングを視野におき、自学自習・自己管理・自己表現への取り組みや無 

線 LAN環境を活かした取り組みと情報保障の取り組み（合理的配慮）をさらに進めていかなければなら 

ないと考えている。 

また、この事業をとおして、22世紀の教育に挑戦する「だいせんアクション６プラン」がまとまった。 

それらは、①「学力向上」事業 ②「全ての教室で ICT」事業 ③「グローバル人材育成」事業 ④ 

「高校大学連携」事業 ⑤「キャリア教育充実」事業 ⑥「専門性充実・発展」事業の６事業が今後の 

方向として 10周年記念式典において示されることとなった。 

本冊子が、ICT活用に関心のある皆様に役立つものでありたと思うとともに冊子としてまとめるに際 

して、ご協力ご支援いただいた皆様にあらためて感謝の気持ちを込めてここに本冊子を送ります。 

今後とも本校へのご支援ご協力をお願いするとともに忌憚のないご意見をいただけたら幸いです。 
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Ⅰ 学校経営推進費事業計画 

学校経営推進費  事業計画書 

１．事業計画の概要 

実施課程名 高等部本科・専攻科 

取り組む課題 生徒の自立支援 

評価指標 
・授業における情報保障の環境拡大および授業評価における授業満足度の向上 
・聴覚に障がいのある生徒の自主自学時間の向上と大学進学率・資格取得数の向上 
・ICT 活用の授業場面の拡大と情報処理機器活用能力の向上と他校への発信 

計 画 名 全て教室で ICT  ～聴覚障がい生徒の情報保障の拡充による進路指導の充実と学力の向上～ 

２．事業計画の具体的内容 

学校経営計画の 
中期的目標 

（１）聴覚障がい生徒一人ひとりの実態の応じた進路指導・学力の向上 
○社会的自立向けた生徒の意識改革と学校風土の醸成。
○基礎学力の定着・発展と国語力の伸長を図る。
・個別指導の充実で国語力・英語力の向上の大学進学率の増加。 

（２）聴覚高等支援学校として、より質の高い教育の提供 
○教職員一人ひとりの資質の向上と専門性の向上（授業力の向上、教材開発）
・授業が以前の実践発表（H26)新しい教育課程の開発（H27） 

事業目標 

①普通科全教室に電子黒板の導入することにより、多様なコンテンツ、双方向性の ICT活用の授業が
普通教室で 100%で提供できるようになり、聴覚障がい生徒の情報保障を促進する。 
②電子黒板とタブレット型 PCの併用により、グローバル人材育成の基礎となる「自ら発信する力」を 育成
し、国語力・英語力の向上を図ことができる。 
③生徒全員にタブレット型 PCの整備と教室のネットワーク環境の整備によりインターネット活用の教 科の自
学自習の学習習慣を育成することができる。 
④就労に役立つ資格試験などの自主学習により資格取得率を向上させることができる。
⑤ICT 活用能力、授業研究、教材開発において教職員の聴覚障がい教育の専門性を高める。

取 
組 
み 
の 
概 
要 

整備する 
設備・物品 

①電子黒板 70インチ（台・スピーカー付き）２台
②タブレット型コンピューター、1学年全生徒分  38台  及び収納用ロッカー
③無線ネットワーク構成機器、接続装置類
④教材開発用 PC及びソフトウェア
⑤研究発表および研修会参加旅費・報償費

取 
組 
内 
容 

前年度 

聴覚障がい生徒に対しキャリア教育を推進するため、情報コミュニケーション科だけでなく普通科教育において
もパソコンを有効に活用した授業実践により生徒を行ってきた。しかし、近年、グローバル人材の育成の基礎と
なる国語力・英語力の育成が課題となっており、文字情報システムによる受容的な学習から情報を自ら発信する
コミュニケーション力を高めることが課題となっている。 

初年度 

①普通科（国語科、英語科、社会科）の授業に電子黒板の導入、タブレット型 PCを通した表現を重視
したインタラクティブ授業を実施する。授業研究を継続して実施する。 
②普通科教室、職員室に無線 Lanを整備し、タブレット PCの基本操作ができる教員・生徒を 100%にする。ま
た、生徒の自学自習環境を構築する。各種資格取得を図る。 
③情報科においてソフト(アプリ)の開発環境を構築し、アプリ開発の基礎を学ぶ。

２年目 

①全教科で電子黒板を活用した授業の導入、タブレット型 PCを通したインタラクティブ授業を導入す
る。国語科・英語科、社会科では対外的な研究発表を実施する。 
②タブレット PCのアプリによる資格試験などを自主的に取り組めるようにさせる。
③情報科では開発言語を習得させ、本校で必要とするアプリの基本設計案と開発環境の整備を行う。

３年目 

①校内の文字情報システム、PC、電子黒板、タブレット型 PCなど多様な ICT機器を活用したインタラ
クティブ授業を実施する。 
②大学受験対策、資格試験などに ICT機器を活用して自主的に取り組めるようにさせる。
③情報科では、本校で必要とするオリジナルアプリの試行版を完成させ、実際に普通科の授業で使い 修正しな
がら精度を上げるとともにさらに開発環境の整備を行う。 

取組みの 
主担・実施者 

（教頭）貴志英彦  （首席）松田一平  （首席）井筒文彦 
（情報コミュニケーション科）北池寿行  （情報教育部）加藤智亮 
（英語科）石津和大  （国語科）藤田みのり  （社会科）福森玲子 

成 
と 果 
評 の 
価 検 
指 証 
標 方 

法 

初年度 

①英語のプレゼンテーション授業などモデルとなる授業を定め、授業研究を組織的に行うことにより
当該授業における｢表現」技能の向上を定量化して効果を検証する。工夫アイデア集作成。 
②タブレット PCの基本操作の実態を導入時のベースラインとし、定期的に生徒全員に効果測定して技 能習得
を検証する。年度末に 100％の生徒が基本操作ができる。各種資格取得前年度比 10%増 
③情報科では、基本的なプログラム言語習得させその効果を定期的に検証する。

２年目 

①1年目に試行した授業から効果の高かった授業にターゲットを定め、さらに対外的に発表すること
で授業研究を高める。また、他の授業においても電子黒板を活用した授業の導入、タブレット型 PCを 通した
インタラクティブ授業実施数を前年比から倍増させる。資格取得数の前年度比 10%増 
②新入生に 1年目と同じく導入時のベースラインとし、定期的に生徒全員に効果測定して技能の習得 をおこな
い。2年目以降は、自学自習の実施率を検証する。年度末に１、２年生の 100％の生徒が基本 操作ができ、自
学自習ができるようになる。補習参加人数の前年度比 15％増大学進学 10%増 
③情報科では、校内で必要なプログラムを受託して開発し校内で試用できるレベルにする。

３年目 

①校内の文字情報システム、PC、電子黒板、タブレット型 PCなど多様な ICT機器を活用した授業の実
践をまとめ、対外的な発表をするとともに報告集にまとめる。文科省研究開発校の指定。 
②全生徒にタブレット PC生徒が基本操作ができる。さらに、自学自習習慣の定着により、計算技術検 定、英
語検定、漢字検定など検定の合格率、希望する大学への進学率を 85%に向上させる。 
③情報科では、プログラムを校内で活用し、だいせん聴覚高等支援学校ソフト集を作成できるレベル にする。
その結果を府立高校等に発信し聴覚障がい生徒の指導の支援ソフトとする。 

他事業での 
支援内容 

なし 
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３．事業費 

積算内訳 

＊決算科目（節）を明示し、節毎に積算内訳を記載すること。   （見積に基づく積算 実勢価格に基づく積算 レ ） 

科目（節） 番号 内訳 単価 数量 金額 

１  報償費 
1 講師謝礼 ¥50,000 1 ¥50,000 

2 ¥0 

3 ¥0 

小計 50000 

２  旅費 
1 管外旅費（視察・研究会参加）  1泊 2日 ¥50,000 1 ¥50,000 

2 ¥0 

3 ¥0 

小計 50000 

３  消耗需用費 
1 タブレット型コンピューター ¥43,000 38 ¥1,634,000 

2 プログラム作成用コンピューター ¥85,000 6 ¥510,000 

3 無線 LAN構築機器一式 ¥30,000 15 ¥450,000 

4 タブレット型コンピューター保管庫 ¥145,000 2 ¥290,000 

5 ソフトウェアライセンス料 ¥315,000 1 ¥315,000 

6 印刷製本費（報告集作成） ¥50,000 1 ¥50,000 

小計 3249000 

積 
算 
内 
訳 

４  維持需用費 
1 ¥0 

2 ¥0 

3 ¥0 

小計 0 

５  委託料 
1 無線 LAN構築設定費用 ¥50,000 1 ¥50,000 

2 ¥0 

3 ¥0 

小計 50000 

６  使用料及び賃借料 
1 ¥0 

2 ¥0 

3 ¥0 

小計 0 

７  備品購入費 
1 電子黒板 70inch スタンド・スピーカー一式 ¥800,000 2 ¥1,600,000 

2 ¥0 

3 ¥0 

小計 1600000 

８  工事請負費 
1 ¥0 

2 ¥0 

3 ¥0 

小計 0 

合計 4999000 

事業費総額 4,999,000 円 
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全ての教室で ICT 
－聴覚障がい生徒の情報保障の拡充による 

進路指導の充実と学力の向上－ 
平成 25 年度～27年度 ３年計画（学校経営推進費事業） 

事業の

「目的」 

「てだて」 

文字情報システム・iPad 連携  ＋ iPad を生徒が持ち、日常的に活用 

各教室のディスプレイ活用 学校敷地内 Wi-Fi 環境 

「普通科」の授業 

「職業科」の授業 

授業形態の多様化 

反転学習→自学自習 

自己表現力・自己管理 

     

◎自己表現・コミュニケーションツールの発想  インターネット活用 

◎自己管理・自学自習の力・メモを取る力 

○iPad 62 台（学校所有）･校内 Wifi 環境ルーター26 台･AppleTV 34 台･電子黒板 3 台･電子黒板ユニ

ット付プロジェクター4 台･文字情報大型ディスプレイ 50 台（45 ｲﾝﾁ 42 台・50 ｲﾝﾁ 7 台・4２ｲﾝﾁ 1

台）･Apple スキャナー1 台･アプリ開発用 PC6 台（Windows）･国際交流用 PC4 台（Windows）･iPad

管理用 PC1 台（Apple）

○平成 26 年度本科 1 年生より就学奨励費（ICT 機器購入費）を活用し、授業に使用するために学校仕様

の iPad mini を購入。現在、本科 1 年 23 台･2 年 12 台 生徒所有として学校･家庭で活用 計 35 台

学力の向上・資格の取得 

情報リテラシー・ 
情報モラルの向上 

生徒の自立支援 

就職率ＵＰ↑ 

大学進学率ＵＰ↑ 

希望する

すべての教室で情報保障！ 

「わかりやすい授業」の充実 

iPad の活用 

    

①プレゼン力

②マルチメディア力

③自学自習自己管理

④教材フォルダ活用

電子黒板の活用
①見やすい提示

②わかりやすい提示

③インタラクティブ

④即時性・表現力

連

携

授業改善の工夫・

実践 情報リテラシー

情報モラル力

即時性・言語活動

教員のとりくみ 

生徒のとりくみ 

機器活用管理等の相談支援 

・情報コミュニケーション科 

・情報部 

⇒どこでもＩＣＴプロジェクト

情報コミ科の授業

タブレット活用能力

プログラム開発能力☆

職業科の授業

タブレットの活用能力

資格取得能力☆

自己管理・メモ

普通科の授業

タブレットの活用能力

学力向上、自学自習☆

自己管理・メモ

☆連携

無線

LAN 

学校クラウド活用

教材フォルダ

iTuneU
Dropbox 

現在の ICT 環境 平成 27 年 10 月

事業イメージ図 
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Ⅱ 「どこでも ICT」プロジェクト 

１ 初年度（平成 25年度）の取り組み 

本事業を推進するために、プロジェクトチーム「どこでも ICT」を設置し、平成 25年 11月より

本格的にスタートした。構成メンバーは、以下のとおりである。 

教頭、首席、情報部、研究部 

普通科（英語、国語、社会、数学）、 

工業テクノロジー科 

情報コミュニケーション科、 

ライフ・サポート科 

同 PJ では、機器の購入や管理方法、活用について様々な内容を協議した。また、情報機器の管

理を担当する「情報部」においては、機器の設定や業者とのやり取り、教員の研修など多岐にわた

り随時活動を依頼した。 

PJ により協議して校内で進めた内容については、以下の各項目に代表的なものを挙げた。 

２ iPad 38 台の導入 

 タブレット型 PCは、10インチのディスプレイを有し、直感的なタッチで操作ができるもの、世

界各国の教育現場で活用事例が多く、先行的な研究・多くの教育コンテンツを有する Apple社製 

iPad（16GB Wifiモデル）を導入した。 

聴覚障がいのある生徒の多くは、情報保障の手段としてスマートフォンの日常に活用しているこ

とから、その操作には慣れていることも本校に有利な点であったと考える。 

 導入数は、将来的に全生徒に対して一人一台の台数の確保を目指したが、本事業では、本科 1年

生徒数 28人、専攻科Ⅰ年生徒数 10人を基本数として順次進行させていくこととし、38台の整備を

図った。PJでは、38台の全校での活用の方法ついて以下の通りの配分とした。 

普通科 18台 

職業科（工業テクノロジー科、情報コミュニケーション科、ライフ・サポート科）各 6台 

情報部管理機 2台 

上記の機器の他に以下の既存の機器が活用できる。 

体育科 1台 

英語科 7台 （校長マネジメント経費において先行実施） 

本校の所有する合計 46台は、府立学校（高等学校・支援学校）でもっとも多く、全校生徒 90人

（H25.5月現在）の生徒数に対する割合でも高い整備率となっている。 

３ 無線 LAN 機器の配置 

 本校では、校内に文字情報システム・学校情報ネットワークシステムが整備され、有線の LANシ

ステムは整備されている。今回導入されたタブレット型 PCは Wifiモデルであることから、その機

能は無線 LAN に接続されることが必要な条件となる。無線 LANは、学校情報ネットワークとの接続

が許可され、校内に複数の無線 LANルーター（親機）を設置することによって実現することができ

た。 
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以下の 3段階の整備を行った。 

４ 電子黒板の設置と活用 

 本事業では、パイオニア社製 70インチ液晶一体型電子黒板『CBS-70E』を導入した。70インチの

シャープ製ディスプレイにコントローラーを装備し、後述するタブレット連携ソフトウェアを含む

構成とした。 

電子黒板には、従来の黒板に比較して、

現実ではなかなか体験できないことを疑似

体験するため、①知識・理解の補完・定着

機能、｢見る｣ことで想像力を刺激し、実際

に体験する意欲をかきたてる。②イメージ

や意欲の拡充機能、うまくいくポイントを

つかませる、手順を教える。③学び方の補

完機能、｢見る｣ことで疑問を抱かせる、学

習課題に収束させる。④課題や疑問への発

展機能の４つの機能があると述べられてい

る。 

また、電子黒板と生徒用端末の連携シス

テムとして、同社製『タブレットシンク』

を導入した。そのシステムは、電子黒板と

無線 LANの導入された Windows PCで構成され、同ソフトを導入すると iOS、Androidにかかわらず

サーバー無しでタブレット PCと電子黒板の連携システムが構築が可能になるものである。図にあ

るように、生徒に教材を配布するなど、送受信した画像をいつでも蓄積・確認し、比較することが

できるものである。 

＜第 1 段階＞ （職員室固定配備） 

普通科職員室や職業各科教官室へ固定配備し、教員が iPad の操作に慣れたり、教材作成が常時

行えるようにした。 

＜第２段階＞ （教室への移動配備） 

可搬できる無線 LAN ルーター（親機）を用意し、普通科教室、職業各科教室、特別教室など授

業を行う教室に持ち込んで使用できるようにした。 

＜第３段階＞ （校内全域への固定配備＝どこでも） 

第 1 段階の職員室、教官室へ固定配備に加えて、無線 LAN ルーター（親機）を複数用意し、

校内全域で無線 LAN 環境を整備した。平成 25 年度末現在、合計 16 台のルータが稼働している。 
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・タブレットシンクの機能 

〈パイオニア教育サイトより転載〉 

・Apple TV 

また、Apple 社製 Apple TVは、無線 LANのある環境で、電子黒板や大型ディスプレイと HDMI

ケーブルで接続することにより、iPadの映像を電子黒板や大型ディスプレイに映し出すことができ

る。ミラーリング（同じものを大きく写し出す）のほか,iPadで再生した音楽やビデオをストリー

ミング再生する、You Tubeなど動画を大画面に送って視聴するなどよりマルチメディアに対応して

いる。 

Apple TV により、電子黒板と iPad の連携が進むと期待され、その活用について研究を進めていく

ことになった。 
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電子黒板 

ディスプレイ 

電子黒板（70 インチ） 文字情報 DP.（45 インチ）等 

RGB 接続 HDMI 接続 

学校情報ネットワーク

どこでも ICT 環境概念図 

☆双方向性コンテンツ 

無線 LAN 接続 

・プレゼンテーション 

・静止画（板書、課題等） 

・ビデオ 

・インターネット 等 

有線 LAN 接続 

連携 
生
徒

教
員

端
末

黒
板

・タブレット PCと電子黒板（ディスプレイ）の連携システム図 

５ 有料アプリの使用 

 本事業では、iPadに様々な有用なアプリケーションを活用するために、無料のコンテンツの他、

有料アプリを導入する際に、Apple 社の i tune Card（プリペイドカード）を購入し、iPad の管理

ユニット（普通科の国語＋社会科、職業各科など）に IDを設定して、有料のアプリが導入可能な

体制を整備した。また、研究を進めるうえで様々な有料アプリをお試しで導入することもできるよ

うにした。その結果は、掲示板等で知らせて共有できるようにしている。 
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一例として、聴覚障がい者の情報保障として「手書きアプリ」（UD手書き）とその音声入力エン

ジン（アミボイス）などは、その有用性を試行している。 

電子教科書については、本校の選定している出版社からの製品がないために現在は導入していな

いが、今後導入についても検討することとした。 

６ 校内共有「掲示板」設置 

 本校では、創立時から校内 LANにグループウェアを導入し、その掲示板機能を活用して校内の連

絡調整などを行ってきた。 

 どこでも ICTプロジェクトでは、「タブレット電子黒板 掲示板」を作成し、電子黒板の活用方

法やアプリについての使用感想など校内で共有することとしている。 

《 タブレット・電子黒板 掲示板の例） 

７ 公開授業及び公開研修会の実施 

 平成 26年 1月 24日（金）国立特別支援教育総合研究所 上席総括研究員 藤本裕人氏を招聘し、

「確かな学力の定着とＩＣＴ機器を活用した授業の展開」と題して教育講演会を実施した。本校職

員の他に地域の中学校難聴学級担当教員や近畿各地の聴覚障がい支援学校教員らの参加があった。 

 講演会の内容については、平成 26年 3月発刊した『全ての教室で ICT ―聴覚障がい生徒の情報

保障の拡充による進路指導の充実と学力の向上―活用事例集』pp.38-55を参照されたい。 
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８ 校内無線ＬＡＮ配置図 
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 ９ 二年目（平成 26年度）の取り組み 

初年度、校内全域に無線 LAN環境の構築とともに、各学科・教科に iPadを配分し活用し易い環

境の整備に取り組み、事業二年目は下記の５点について取り組む中で、生徒の「自宅学習」の推進

が課題となった。二年目に入り iPadの端末操作や授業での活用には一定の定着を見せ始めていた

が、自宅での活用については iPadの「台数不足」の問題があった。また、本府の「学校情報ネッ

トワーク（通称：学情）」を活用した無線 LAN環境の構築であったが、教育委員会の情報セキュリ

ティ・ポリシーの制約に抵触し、「学校情報ネットワーク」が利用できないことになり、学校独自

の光回線を設置することになった。「自宅学習」の推進については、生徒用と教員用のクラウドを

設置し、その日に学習した内容を指導者がクラウドにアップすることで日々の自学自習に積極的に

活用できる学習環境を構築した。 

２台ある電子黒板の活用とともに、ICT機器を活用した 10年後の教室をイメージした「モデル教室」

２室を設置し、来校者に積極的に公開した。 

・就学奨励費を活用した iPadの購入 

iPad の台数不足を補うことと、自宅学習での活用を目指し、平成 26年度本科入学生より就 

学 奨励費で一人一台 ipadが購入できるようになり、平成 26年度の冬休みより iPadを活 

用した自宅学習ができるようになった。 

・無線 LAN 環境 

平成 26年度に新たにスタートさせた学校経営推進費事業「国際交流」の事業費により、本 

校独自に光回線を引くことができた。 

・学校クラウドの設置 

自宅学習に必要な教材は、学校クラウドに上げておくことでいつでも取り出せるようにし、 

例えば数学ならば、その日に学習 

した計算問題の回答や解の求め 

方、の解説等を指導者がアップし 

ておくことで、生徒が必要に応じ 

て自学自習に活用する。また、生 

徒の自己管理能力の向上をねら 

いとして行事予定表等もアップ 

し、生徒自身で行事予定やスケジ 

ュールの確認ができるようにな 

っている。 

教員用クラウドについては、教材 

や行事予定表・手話教材・ICT機 

器の活用事例、ICT研修会で配布 

した資料等をアップしており、教 

員のクラウド活用推進を兼ねて 

いる。 
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・Apple TV 

全ホームルーム教室と実習室に Apple TVを設置。 

・ICT機器を活用した「モデル教室」の設置 

10年後の教室をイメージした ICT“モデル教室”を２教室設置し、ICT 機器を活用した授業 

の展開や研修会等、未来に向けた授業展開を行っている。 

《 ＩＣＴモデル教室 》 

10 事業の中間報告会 

三年間にわたる学校経営推進費事業「全ての教室で ICT」の取り組みの中間報告会として位置付

け、第８回教科等公開研修会を平成 26年 11月６日（木）に開催した。公開授業と ICT 機器の活用

事例の報告と合わせ、東京より ICT機器メーカーから３名の講演講師を招聘し『聴覚支援学校の教

育活動における ICT機器の活用の実際』のテーマで講演会を行った。大阪をはじめ京都、兵庫、和

歌山の各地から私立高校を含め様々な校種の教員 21名が参加し、本校教員と合わせ 87名の研修会 

となった。講演会では、iPad機能の紹介と学校現場での活用についてワークショップを開講してい

ただき、参加・体験型の充実した研修会となり大盛況の内に終えることができた。 

11 最終年度（平成 27年度）の取り組み 

三年目の最終年度に入り、生徒の方も iPadをはじめとした ICT機器の活用スキルが向上し、ホ

ームルーム活動でiPadを使って自身のスケジュールを管理したり、定期試験の時間割や部活予定、 

大切な資料等などを iPadで撮影し保存するなど、自ら情報を管理する生徒も出始めた。校外学習

や体育祭などでは iPadを活用した情報保障（UDトーク）も行われ、活用の幅はより広がりを見せ

た。また、学科・生徒の取り組みとして、QRコードを活用した授業紹介ができるようになった。国

際交流活動では、Skypeや“LINE翻訳”というアプリを利用した国際交流が可能となった。 



- 18 - 

ＱＲコードによる学校紹介
《 専攻科 情報コミュニケーション科 ８時間実習 》

・QRコード班、ポス
ター班、ＨＰ班に
分かれ、指示書を
読みながら作成

・授業紹介、実習室
紹介を計100個作成

実習の様子

・UD トークによる情報保障 

音声をリアルタイムで文字情報に変換することができる情報保障アプリの活用。校内でしか 

できなかった IPトークによる文字情報保障が、iPadと UDトークを活用することで校外でも 

リアルタイム字幕による情報保障が可能になり、校外学習や教育旅行、体験授業、体育祭な 

どいろいろな場面で利用できる。 

・学科（情報コミュニケーション科）の取り組み 

  学校見学等来校者に各教室に掲示されている QR コードを iPad で読み取ってもらうことで、

授業が行われていなくてもタブレット上で授業の紹介ができるようになった。情報コミュニ

ケーション科では、独自のアプリ開発や無線接続による遠隔地要約筆記などにも取り組んだ。 
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情報コミュニケーション科の取り組み

アプリ開発

QRコードによる学校案内

無線接続による遠隔地要約筆記

12 最終年度の研究成果報告会 

 最終年度の研究成果報告会として、11月６日（金）に『「全

ての教室で ICT」研究成果報告会』を開催し、午前は指定公

開授業（６授業）と一般公開授業を行い、午後は研究協議と

講演会を行った。研究協議では、事業三年間の取り組みの紹

介をはじめ、指定公開授業を中心に ICT機器を活用した授業

について発表した。講演会は、国立特別支援教育総合研究所より上席総括研究員の原田公人氏をお

招きし、『確かな学力の定着と ICT機器を活用した授業の展開Ⅱ～聴覚支援学校の教育活動におけ

る ICT 機器の活用と実際～』という演題で講演（本誌に講演録を掲載）をしていただいた。外部参

加者は北海道から九州まで全国津々浦々から 54名の教員が参加し、全体で 100 名を超える研究成

果報告会となった。 
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13 情報部発行の ICTだより 

 〈 ICTだより第２号 〉 
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〈 ICTだより第４号 〉 



- 23 - 



- 24 - 

〈 ICTだより第６号 〉 
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Ⅲ 報告１「学校経営推進費事業 3 年間の取り組みについて」 

11 月 6 日（金）に学校経営推進費事業「全ての教室で ICT」の研究協議の第一部として本校で学校経営推

進費事業の 3 年間の取り組みについて発表をおこないました。この事業は本校でおこなわれてきた大型ディ

スプレイにパソコンの画面を表示しながら授業をおこなう形式の発展と、メールやテレビ電話等のコミュニ

ケーションツールとしての活用を期待し、取り組みが始まりました。図は、ICT 機器とクラウドを使い、従

来の授業をよりわかりやすい授業へ発展させることと、情報保障を充実させることによって、生徒たちが自

分の希望する大学や就労へ進むための、自己実現の支援を行うことを目的とした図になっています。（図１） 

図１：「全ての教室で ICT」事業イメージ図 
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発表項目としては①無線 LAN 環境の構築から⑤調査結果の順で発表をおこないました。 

①無線 LAN環境の構築について                 図２：無線ＬＡＮ環境の構築の流れ

初年度、学校経営推進費事業のコンペの当選から、機器を導

入するまでに時間がかかり、本格始動をしたのが平成 25 年

度の秋になりました。当初の無線LAN環境の構築は“可搬式”

を採用し、必要な教室に Wifi ルーターを持ち込んで運用して

いました。翌、平成 26年度には、校長マネージメント費で Wifi

ルーター等の機器を増設することができ、無線 LAN環境が校

内全域で構築ができるようになりました。ですが、学校情報

ネットワークの活用ではセキュリティの関係で、この事業で

ねらいとした“家庭学習”や“コミュニケーションツール”

としての運用ができないということがわかり、この事業最大

の問題にぶつかりました。

そんな中、平成 26年度にもうひとつの学校経営推進費事業「国際交流事業」を立ち上げることになり、学

校独自のインターネット回線を引くことによりこの大きな問題を乗り越えることができました。（図２）

②ICT 機器の活用紹介について

本校ではパイオニアの電子黒板を採用しています。パイオニアの電子黒板ではパイオニアのソフトを使い、 

iPadと電子黒板の双方向の授業展開の推進と、生徒の iPadより送られてきたデータを電子黒板に表記し、

表記されたデータに補足・添削をおこなっています。この補足・添削したデータをさらに iPadへ送信する

こともでき、生徒が復習することも可能になっています。（図３）

図３：電子黒板の活用例 
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iPadの活用についてですが、iPad単体での活用からクラウドの連携や iPad同士の双方向のデータ送信か 

ら、「Apple TV」を使った大型ディスプレイへの表示等、活用の幅は広がりました。（図４） 

図４：iPadの相互通信活用例 

③学校 Cloud・モデル教室について

○学校 Cloudについて

本校では生徒用と教員用の 2 つの Cloud を活用しています。

・生徒用の Cloud  図５：学校 Cloud について 

生徒の宿題提出や問題の解答・解説 

の保存用のフォルダとしての機能、 

自己管理能力の向上として行事予定 

表等もアップして活用しています。 

(なお、行事予定表等はホームページ 

にもアップされている資料をアップ 

しています。) 

・教員用の Cloud 

教材や、行事予定表・手話教材・ICT 

機器の活用例や、ICT研修会で使用 

した資料等、先生方への Cloud活用 

を推進することも兼ねた Cloudとな 

っています。（図５） 
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○モデル教室について

本校では 10 年後の教室をイメージした教室を“モデル教室”として 2 教室設置しています。この教室で

は ICT機器を活用した授業展開や研修会等、未来に向けた授業展開を行っております。（図６）

  図６：モデル教室の活用の様子 

④ICT 機器を活用した取り組み紹介

○情報コミュニケーション科の取り組み（図７）

無線 LAN 環境を構築したことにより可能となった取り組みで、今までは校内でしかできなかった IP トー

クの情報保障が校外でもできるようになりました。学校独自のアプリ開発も行われ、職場見学会の事前

指導等で活用しました。また、QR コードによる学校紹介ができるようになり、学校に見学に来られた方

に授業が行われていなくても各教室でおこなっている授業が紹介できるようになりました。

 図７：情報コミュニケーション科の取り組み 



- 30 - 

○国際交流での取り組み（図８）

Skype を使いタイのマヒドール大学の先生や生徒との交流やハワイの先生による ASL講座の講習を行い

ました。

台中啓総中学校より来校した生徒たちと、“LINE翻訳”というアプリを使い交流を行いました。 

図８：国会交流ＰＪでの取り組み 

○学校行事や HR活動などの取り組み（図９）

校外学習・体育祭での情報保障、体験授業や LHR での活用により、利用する幅が広がりました。

図９：学校行事・ＨＲでの活用例 



- 31 - 

○情報教育研修・情報共有活動（図１０）

生徒や先生の研修会や先生たちの情報共有としても様々な活用をしました。

 図１０：情報教育研修会・情報共有活動

○３年間でそろえた機器・設備。（図１１）

  図１１：３年間でそろえたＩＣＴ機器一覧 
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⑤アンケート調査結果

アンケート調査は平成 26年度より年 2回実施。

5 段階評価で実施し、項目：1～6までが基本操作についての質問、7、8が応用操作についての質問

平成 26年度の前期の時では基本操作も習得度がまばらだったのが、後期では基本操作がほぼ定着、平成

27 年度前期には応用操作も習得度が上昇しているのが見られた。（図１２）

  図１２：iPad活用スキル調査の比較 

新しいことに挑戦し続ける 3 年間でしたが、このだいせん聴覚高等支援学校にとってとても実りのある 

３年間だったと思います。 

「問題が起きた時どうする」と立ち止まっている学校も多いと思いますが「やってみて問題が出たとき 

に対処する」という前向きな姿勢が今のこの学校の仕組みを作ったと言えます。 

これからの子どもたちは私たちが想像できなかったような社会へ旅立っていくことになります。５年後、 

10 年後どのような未来になっているかわかりません。ですが、今よりも ICT機器の活用は必要に迫られて 

いきます。 

この先 10年後の未来にこの活動が役立つことを祈っています。 
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Ⅳ 報告２「校内無線ＬＡＮ環境とｉＰａｄ活用による情報保障」 

平成 28年度から施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」により合理的配慮の提供が義務

付けられたことを鑑みると、障害のある生徒たちへの情報保障や学力保障の方法を検討していくことは急務といえる。

そこで我校の情報コミュニケーション科では、『学校経営推進費事業「全ての教室でＩＣＴ」』の取り組みにより、配

備された無線ＬＡＮ環境を利用して、ｉＰａｄを活用した校内外における情報保障の仕組みや、就職支援のための学

習アプリを作成した。 

１．無線接続による遠隔地要約筆記 

 本項では、校内の無線ＬＡＮ環境を利用した遠隔地への要約筆記の実施について解説する。校内の無線ＬＡＮ環境

が整ったことで、据え置きのパソコンとｉＰａｄの間で情報通信を行うことが可能となった。これを利用して、IPtalk

で行った要約筆記を遠隔地にあるｉＰａｄに表示させるという情報保障システムの構築を試みた。 

最初の取り組みは、校内で行った先輩の体験を聞く会 1にお

ける別室対応である。講演内容をｉＰａｄで動画撮影および

IPtalkにて要約筆記し、隣室の文字情報ディスプレイに映像

を、ディスプレイ下に設置したｉＰａｄに要約筆記による文字

情報を、それぞれリアルタイムで表示させた。映像は有線であ

ったが、要約筆記については、校内の無線ＬＡＮ環境を利用し

て配信した。図１は、保護者と卒業生合わせて 25名を対象と

したアンケートの結果である。５段階評価による調査で、字幕

の見やすさについては、文字サイズや表示の遅延といった問題

があったが、今後も続けてほしいという声は多く得られた。 

次に、校外での運用を試みるため、情報コミュニケーション

科の校外学習 2にて実施した。ｉＰａｄを持参し、大阪府堺市

にあるだいせんと、兵庫県神戸市にある理化学研究所をつない

で要約筆記を行った。まず、相手先の Wifi環境を借りてネッ

トワークに接続し、ガイドにイヤホンマイクをつけてもらって

電話音声をだいせんに送信した。次に、だいせんで待機してい

る教員が IPtalkで要約筆記し、インターネット経由で神戸の

ｉＰａｄに表示させた。 

 さらに、体育祭 3では保護者席への情報保障に、この仕組み 

を利用した。グラウンドに防塵シートを敷いたノートパソコン 

を設置し、中継の内容を要約筆記し、保護者席に三脚で立てたｉＰａｄに送信した。前回との変更点は、IPtalkで

入力した文字情報をＵＤトークのネットワークで表示させた点である。ＵＤトークのWindows版を利用すれば、

IPtalkで入力した文字情報をＵＤトークの画面に表示させることができる。これにより、要約筆記を送信した後の

修正をｉＰａｄ上で行うことが可能となった。ここで、あらためて見やすさが改善されたか、ニーズはあるのかを調

査するため、前回と同様の方法で２回目のアンケートを実施した（図２）。その結果から見やすさは改善され、利用

者からのニーズも高まっていることが把握できた。 

 教育旅行 4では、前述の校外学習と同様の形態で要約筆記を実施した。静

岡にある日本福祉大学での講義の情報保障をだいせんから行った。電話通信

から、skypeによる通信に変更することで、映像もリアルタイムで配信する

ことができた。これを利用して、だいせんに待機している生徒にも遠隔で講

義を受けさせた（図３）。映像を見せながら、音声はＵＤトークで文字情報

に変換した。 

 最後に以上の仕組みを図式化した（図４）。このように私たちは、状況に

合わせた情報保障の仕組みを検討し、利用環境に合わせた仕組みのバリエー

ションを増やしてきた。今後もより快適に利用でき、また準備も容易に行え

るようなシステムを構築していきたいと考えている。 

図３ 待機生徒への授業配信

図２ アンケート結果（体育祭） 

図１ アンケート結果（先輩の体験を聞く会）
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図４ 校内無線LAN環境を活用した情報保障 
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２．ＵＤトークによるリアルタイム字幕 

 以前から情報保障のための要約筆記用ソフトとしては、「IPtalk」や「まあちゃん」が主流となっていた。しかし、

近年の情報化により携帯端末やタブレットが急速に普及されたこともあり、より多くの情報をできる限りリアルタイ

ムで配信する方法として、音声認識による情報保障が注目され始めた。そこで本項では、音声をリアルタイムで文字

情報に変換することができる情報保障アプリ「ＵＤトーク（http://udtalk.jp/）」について紹介する。 

 ＵＤトークは、携帯端末やタブレットからの音声入力によって文字化し、さらに他の端末に配信することができる

アプリである。ダウンロードは無料で、追加の課金によって個人利用の際の時間延長や、多言語同時翻訳等の機能を

追加することができる。手入力による要約筆記の場合は、入力者のスキルによって情報保障に差が出る、結論のみの

まとまった情報しか届かないことが多いといった弊害があった。しかし、ＵＤトークのような音声入力ならば、表示

文字数が激増させた耳代わりの情報保障が可能となる。使用環境については、懇談などの対面から会議などの小規模

集団、多人数の講演会といった多様な状況が想定されている。そのため、周囲の端末との接続方法についても Wifi

や QRコードなど複数用意されている。ＵＤトークを使えば、発話者１人で文字による情報保障と手話による情報保

障の２つを同時に行うことができる。 

 学校現場での活用方法としては、授業や懇談、会議、集会などが想定される。特に授業での活用は、前述のように

手話と併用できるほか、机間巡視や個別指導を行いながらも全生徒に対して情報保障を行うことが可能となる。我校

では授業以外にも中学生対象の体験授業5や公開授業6でも利用したが、

手話のような事前知識や要約筆記のためのＴＴも必要ないので、初見の

相手に対しても円滑に活用することができた。ｉＰａｄを文字情報ディ

スプレイや、プロジェクタに接続して投影させれば、より視認性が高く

なる。また、職員会議 7でもＵＤトークを活用している（図５）。入口

に公開用 QRコードを設置しておき、情報保障が必要な教員が持参した

ｉＰａｄで読み取ってネットワークに参加する。さらにｉＰａｄを司会

と報告者の位置に設置しておき、発言の際にタップして文字化を行って

いる。今後は、記録としての活用や他の会議での積極的な活用も視野に

入れている。他の活用の場としては、聴能で生徒が業者説明 8を受ける

際にも利用している（図６）。校内の無線ＬＡＮ環境が整っているので、

ｉＰａｄ等の端末さえ準備できれば、どこでもＵＤトークを活用した情

報保障を行うことができる。 

 ＵＤトークの変換精度は、発話者やマイクにも左右されるので一概に

は言えないが、事前に単語登録をしておくことで精度を高めることがで

きる。さらに、前項の事例のとおり、「IPtalk」や「まあちゃん」とい

った要約筆記用のソフトとも連携して活用することができるので、ＵＤ

トークのみで単独使用する際に出てくる不備を手入力にて補填するこ

とも可能である。このようにＵＤトークは非常に気軽に活用できるアプ

リで、ダウンロードすればすぐにでも使用することができる。従来の手

入力による情報保障とすぐに取って代わるには、まだ時間がかかる面が

あるが、聴覚障がい者への合理的配慮に基づいた情報保障を考えれば、

今後、必ず効果を発揮できるといえよう。 

３．ＱＲコードによる学校紹介 

 本項では、生徒や教員に向けた授業や課外活動といった学校活動における情報保障以外に、来校者への情報保障の

活用事例として、ＱＲコードを利用した学校紹介について述べる。これは、教室の前にあらかじめ掲示しておいたポ

スターに添付されている QRコードを読み取ると、授業や教室の情報が掲載されたホームページへリンクするという

仕組みである（図７～９）。これは専攻科８時間実習 9という授業の中で専攻科生が作成した。 

授業案としては、まずシラバスをもとにした授業の基本情報と、授業風景や教室の様子を撮影した画像素材を準備

しておく。次に、ホームページのテンプレートや作成時に使用する指示書、QRコードを読み取るためのアプリがイ

ンストールされたｉＰａｄを準備する。授業では、最初にホームページ班、QRコード班、ポスター班に生徒を分け、

各班で指示書を見ながら作成する。QRコードは、「QRコード（二次元バーコード）作成（https://www.cman.jp/QRcode/）」

というホームページを利用して、インターネット上で作成した。さらに、QRコードに各科を象徴するロゴマークを

図５ 職員会議（QRコード読み取り） 

図６ 業者説明の様子

作成して挿入するよう指示をした。合計 100個のホームページや QRコード、ポスターを生徒９名だけで作成した。 
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10月の初任者研修の際に来校した教員にテストとしてｉＰａｄを配布し、校内見学にて利用してもらった 10。それ

以降、本格的に運用を開始し、一般の見学者のほか、インドネシア 11や台湾 12といった海外からの視察訪問の際にも

持参された端末につないでもらうことで、容易に情報保障としての効果を発揮することができた。学校見学にて、案

内係がすべての授業や設備を把握して説明をするのには限界がある。また説明中にも、声が聞き取れない、手話が見

えないということも想定される。この学校紹介は、見学者が主体的に情報を取得する仕組みとなっているので、QR

コードを読み取るための携帯端末やタブレットさえ準備できれば、見学ルートを案内するだけで情報保障を行うこと

ができる。今後もさらに QRコードポスターを作成していき、活用の場を広げていきたいと考えている。 

４．オリジナルアプリによる就職支援 

 以上が、ｉＰａｄと校内無線ＬＡＮ環境を活用した情報保障システムとなる。最後に、学力保障の一環として作成

した、我校オリジナルの就職支援アプリを紹介する。これはｉＰａｄを活用した家庭学習用のアプリで、本アプリも

前述の学校紹介と同じく、情報コミュニケーション科の専攻科生が作成した。卒業を控えた専攻科Ⅱ年生が、各々の 

図７ QRコードポスター 

図８ QRコードによる情報取得の様子 

図９ 授業紹介のホームページ 

図 11 就職支援アプリ（問題例） 図 10 就職支援アプリ（トップページ） 
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就職活動の経験を後輩たちに残すことを目的として作成した。「卒業研究」

の授業内で、計 18時間を使用して作成し 13、２月に成果報告会を実施し

た 14。まず、コンテンツについては、ブレーンストーミングとＫＪ法にて

検討し、さらに過去の就職試験や面接についての情報収集のために、キャ

リア教育部とも連携を取りながら精査した（図 10）。アプリは Webページ

形式で作成し、ｉＰａｄ内のアイコンを作成してリンクさせる形態を取っ

た。作成には、「すまあとページ（http://www.el-labo.jp/spage/）」とい

う ICT活用教育研究所のツールを利用した（図 11）。これは、インターネ

ット上で教材作成ができる支援ツールで、特別な知識がなくとも、簡単な

操作で感覚的に Webページを作成することができるツールである。Webペ

ージ形式と支援ツールを選択した理由は、プログラミングの知識がなくと

も、誰でも容易にコンテンツの作成や修正できることに主眼を置いたため

である。そして２月の成果報告会にて、後輩となる学年に試行させ、以降、

運用を開始した。 

 さらに平成 27年度より、新たに２つのコンテンツを追加した。１つめ

は、面接対策の練習動画である 15（図 13）。これは、教員が面接官として

質問をしていく動画で、過去の卒業生の進路をもとに、一般向け、事務職

希望者向け、製造職希望者向けの３種類を作成した。また、情報保障につ

いても手話のワイプ画面付き、字幕付き、口話のみの３種類を準備し、生

徒の実力や障害特性に応じて選択することが可能である。このコンテンツ

は、実際に対面練習を行う前の対策として活用することを目的としており、

生徒たちは自分の考えをまとめるほか、時間を調整するのにも利用してい

る。また、自宅で面接練習を行うのに活用している生徒も多数いる。 

２つめは、Flashを利用したコンテンツで、「国語の助詞」と「数学の

SPI対策問題」を追加した 16。助詞の問題については、平成 25年度と 26

年度の専攻科Ⅱ年生が「マルチメディア総合実習」の授業内で作成した作

品をもとにした。SPI対策問題については、就職試験対策をしている生徒

たちと検討して内容を吟味し、教員が Flashで問題を作成した（図 12）。

この問題は誤答した場合、Explain everythingというアプリで作成した

解説動画が流れる仕組みとなっている（図 14）。しかし、この Flashを利

用したコンテンツについては、汎用のブラウザでは動かすことができない。CloudMosa, Inc.開発の「Puffin Web 

Browser」という、ブラウザでのみ利用することができる。 

 本アプリは、就職支援のほか、職場見学や校外学習といった課外活動の事前指導にも活用している 17。アプリのコ

ンテンツにある服装や挨拶、敬語、時間管理、マナー等を使って全体説明をし、さらに個別に手持ちのｉＰａｄで読

み返させた。生徒たちは、普段の口頭説明やプレゼンテーションによる指導よりも集中して聞き、休憩時間にはこち

らからアナウンスしなくても自発的に練習問題に取り組んでいた。こうしたタブレット学習のねらいは、家庭学習の

促進であるが、それ以外にも休憩時間や授業内の待ち時間など、短時間にも活用することが可能である。我校は校内

の無線ＬＡＮ環境が整っているので、どこの教室でも、こうした時間に取り組むことができる。この就職支援アプリ

は、「http://www.osaka-c.ed.jp/daisen-hr/ipad/apuri/main.html」にアクセスすることで、誰でも活用できる。た

だ、タブレット学習を想定しているため、デスクトップ型パソコン等では不具合が出る可能性がある。また、校内の

Webサーバを利用しているため、容量の関係上、コンテンツを追加することが難しいという現状がある。まだまだ課

題が残っている状況だが、修正を重ねていく必要もあるので、今後も試行錯誤を重ねながら改良していきたいと考え

ている。 

最後に、以上の取り組みについて時系列でまとめた（表１）。私たちの取り組みの長所は、短期間で発案から設計、

試行、運用そして改善といった PDCAサイクルを実践できたことにあるが、非常に短いスパンで修正や更新を幾度も

行う必要があった。しかし、本事業により無線ＬＡＮ環境が校内に行き渡っていたので、非常にスムーズに修正や改

善の反映を行うことができた。今後も、作成したシステムを運用しながら、利用者のニーズに合わせてよりよく昇華

図 12 SPI対策問題（問題例） 

図 14 SPI対策問題（解説動画） 

図 13 面接練習 

させていくとともに、新たな試みについても積極的に取り組んでいきたい。 
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表１ 情報コミュニケーション科の取り組み 

無線接続による遠隔地要約筆記 

H27.5.16 先輩の体験を聞く会 1 別室への講演の映像および要約筆記の表示 

H27.5.29 情報コミュニケーション科校外学習 2 神戸の理化学研究所でのガイドをだいせんから要約筆記 

H27.10.3 体育祭 3 IPTalkとＵＤトークを併用し、保護者席に要約筆記を表示 

H27.10.30 教育旅行 4 日本福祉大学での講義をだいせんから要約筆記 

H27.11.21 創立 10周年記念式典 IPTalkとＵＤトークを併用し、後部座席に要約筆記を表示 

ＵＤトークによるリアルタイム字幕 

H27.6.3～ 聴能 8 業者の説明内容を文字化（Wifi接続） 

H27.8.22 中学生対象の体験授業 5 授業の音声を文字化、プロジェクタに投影（Bluetooth接続） 

H27.10.22～ 職員会議 7 会議にて司会と報告者の音声を文字化（QRコード接続） 

H27.10.30 教育旅行 4 講義の内容をskypeでだいせんに送り、さらに音声を文字化し、

待機生徒に遠隔講義を実施          （Wifi接続） 

H27.11.6 ICT研究報告会 6 ・指定公開授業のディベートにて、司会の発言を文字化 

・本報告の内容を文字化 （Wifi接続） 

H27.11.12 インドネシアからの視察訪問 校内見学の説明を文字化し、インドネシア語に変換して表示 

（Wifi接続） 

H27.11.20 学校説明会 校長挨拶を文字化（Wifi接続） 

H27.12.14 台湾からの視察訪問 校長挨拶を文字化（Wifi接続） 

H28.1.20 情報コミュニケーション科共同学習 府立柴島高校との交流の際に、音声を文字化 

（Wifi、QRコード接続） 

ＱＲコードによる学校紹介 

H27.9.2 専攻科８時間実習 9 ＱＲコード、ポスター、ＨＰを作成 

H27.9.9 専攻科各授業 修正、テスト 

H27.10.20 初任者研修 10 来校した教員に iPadを配布して使用 

H27.11.6 ICT研究報告会 来校者に iPadを配布して使用 

H27.11.12 インドネシアからの視察訪問 11 見学者持参の端末にて使用 

H27.12.14 台湾からの視察訪問 12 見学者持参の端末にて使用 

オリジナルアプリによる就労支援 

H26.11.19 授業「卒業研究」13 コンテンツの検討、レイアウト設計、様式の統一、役割分担 

H26.11.20～ 授業「卒業研究」 作成 

H27.2.9 卒業研究成果報告会 14 情報コミュニケーション科内にて発表、試行 

H27.9.17 教材研究 15 コンテンツ「面接練習」を追加 

H27.10.19 教材研究 16 過去の「マルチメディア総合実習」の生徒作品をもとに、コン

テンツ「助詞」「SPI対策問題」を追加 

H27.10.27 本科 1年生ホームルーム 17 職場見学の事前指導に使用 

H27.10.29～ 各授業および放課後 授業教材や家庭学習に使用 

＊表中の番号は、文中の引用番号に対応 
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Ⅴ 報告３「授業でのＩＣＴ機器活用事例２０」

授業での活用１ 

【 国語科 】 藤田  みのり 

１）使用ソフト名（価格） 

・PowerPoint     ・筆順辞典（無料） 

・ Keynote（無料）  ・ Dropbox（無料）  

２）使用状況 

学 年 学 科 科 目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本３ 職業科３組  現代文 ０～２ ／４ 

３）使用例および生徒の反応 

・PowerPoint で写真を提示して文中に出てくる言葉のイメージをつかみやすくする。意味調べの際は

国語辞典とインターネットを併用している。漢和辞典は使うのが難しいので、筆順辞典のアプリを用

いて読み方や書き方などを学習する。また、漢字検定の学習にも筆順辞典を使っている。

・Keynoteを使って写真に俳句の五七五を合わせた作品をつくっている。できた作品は Dropboxを使っ

てどの端末からも見られるようにしている。 

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・インターネットを言葉を調べる際に使うことで、生徒が自発的に取り組むようになり、調べ学習に使

う時間が短縮できた。また、漢字の筆順や画数を調べるのは生徒によってはかなり難しく漢字検定の

答の確認は大変だったが、筆順辞典を使えば簡単に自分でも確認することができた。

PowerPoint で文中に出てくる言葉を 
画像で示す 筆順辞典を使って読み方   

画数、筆順を調べる
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授業での活用２ 

【 国語科 】 藤井 博子 

１）使用ソフト名（価格）

・水ばしょう（無料） 

２）使用状況 

学 年 学 科 科 目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本３ ３職１  現代文Ｂ  ０～２／４

本３ ３職２  現代文Ｂ  ０～２／４ 

３）使用例および生徒の反応 

・松尾芭蕉などの有名な俳句が、小川のせせらぎの上を流れていくというアプリ。名句の鑑賞、季語

の検索、手書き俳句の投稿などができる。 

 授業風景    スクリーンショット

・「水ばしょう」の手書きで俳句を投稿する機能は、文字の色やテクスチャーなども工夫でき、テー

マや気分によって筆文字を使ってみたり、イラストを添えたり、動画仕立てなどにして、生徒は楽

しみながら取り組めた。出来上がった作品を、友だち同士で見せ合う光景がよく見られた。添削も

しやすくなり、教員や友だちからのアドバイスを受け、作品にもうひと工夫する姿もよく見られた。 
良い作品には星をつける機能もあり、より生徒の自発的な創作欲が高まると考えられる。  

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・投稿用紙とにらめっこする従来の俳句作りとは異なり、生徒が楽しみながら俳句に親しむことがで

きた。投稿した俳句が掲示板に反映されるまでにタイムロスがあったり、動きが途中で止まってし

まうなどのバグもあるが、俳句の授業の発展学習として使用するアプリとしては十分有効である。 
今後の展望としては、ｉＰａｄのカメラ機能で写真を撮り、それに俳句をつける「写真俳句」な

  どと合わせて、句集が作れるように学習を進めて行きたい。ＩＣＴの活用でマンネリ化した授業を

  変え、受身ではなく能動的な学習ができるよう生徒が変わっていくことを期待している。
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授業での活用３ 

【 数学科 】 野間 隆雄 

１）使用ソフト名（価格） 

・Explain Everything （360 円）

２）使用状況 

学 年 学 科 科 目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本１ 普通科  数学A ０～１／２ 

本３  普通科  数学B ０～１／３ 

３）使用例および生徒の反応 

・「Explain Everything」は、手書きができるアプリで、事前に記入しておき、授業でディスプレイ 
に映すことによって、板書の時間短縮になる。また、スワイプで画面を上下することができるので、

以前の内容をすぐに戻して見直すことができる。動画機能があるので、時間の間隔を調整して録画

しておけば、自動で画面の切り替わることができる。さらに Dropbox に動画をあげておけば、家庭 
で授業を受けているかのように再生できる。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・今後もこの方法を使うことで、板書時間を短縮できる。より説明に時間を使うことができる。また、 
今はあまり作れていないが、Dropbox に動画をあげておけば、過去の復習に使うことができる。定期 
試験前や入試前に見ることで良い結果につながることが期待される。
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授業での活用４ 

【 数学科 】  世森 健司

1） 使用機器・使用ソフト名（価格） 
・電子黒板・iPad用 … TabletSync（？円） 
・電子黒板用 … Windows 用 Grapes（無料）

2） 使用状況 

学年 学科 科目 
週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本２  普通科  数学  ０～１／３ 

3） 使用例および生徒の反応 
・TabletSync は、教員（電子黒板）から生徒（iPad）への「課題データの送信」、生徒（iPad） 

から教員（電子黒板）への「課題データの解答説明送信」ができ、また、生徒が電子黒板にて

自分の解答や解答に至るまでの方法を説明することもできる。

・発表に自信のない生徒には、教員が生徒の解答や解答に至るまでの方法をその生徒の机上にて

確認して（必要あれば修正して）、発表方法の例を提示して、発表を促すこともできる。

＜iPad＞ ＜電子黒板＞

・Grapes は、関数のグラフをわかりやすく説明するために最適な教材である。 
・スクリプト機能を利用して、関数のグラフの作成手順を順に提示できる。

4） 今後の展望（来年度に向けての工夫等） 
・発表の機会を出来るだけ多く作ることで、（教員の支援工夫で）生徒のプレゼンテーション技

術が向上する。

・拡大縮小のためのピンチ機能を用いて微分の視覚的理解を支援することができる。
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授業での活用５ 

【 地歴・公民 】 井上 通子 

１）使用機器・使用ソフト 

・あそんでまなべる日本地図パズル（無料アプリ）

・i-pad（学校用） 

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本３ ３職２  現代社会  １／２  

本３ ３職３  現代社会  １／２  

３）使用例 

  ・都道府県の位置を覚えるための学習教材として使用。

  ・復習用教材として使用。

↑上の写真は、アプリを使用してテストの答え合わせと復習をしているところである。

都道府県名を覚えるだけだと、単調な反復練習になるが、アプリを活用し、ゲーム感覚で取り組む

ことによって、楽しみながら復習する形を作れるようになった。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

  同じアプリでの反復練習のみだと、飽きてくるので、県庁所在地名や世界地図パズルのアプリも定

期的に使わせることで、「無理なく暗記できる」形を作っていきたい。 
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授業での活用６ 

【 地歴・公民 】 福森  玲子 

１）使用機器・使用ソフト 

・i 地球儀（350 円）・Google Eearth（無料）(以上 iPad 用アプリ) 
PowerPoint2003 Word2007（パソコン用ソフト）他

・電子黒板及び接続のパソコン(Windows7)、iPad(学校用)、（生徒個人の）iPad(mini)
 接続ケーブルまたは AppleTV 

２）使用状況 

学 年 学 科 科 目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本1 普通科  地理B ２／２ 

本 2 普通科  地理B ２／２ 

３）使用例および生徒の反応 

・以前から大型ディスプレイや電子黒板を使い、PowerPoint によって視覚教材を多用した授業をし 
てきたが、今年度電子黒板接続のパソコンが新しくなったことで、電子黒板本来の機能（画面への

フリーハンドでの書き込みなど）を併用できるようになり、授業を進めやすくなった。

・（学校用の）iPad 上の地球儀ソフトや GoogleEarth を電子黒板に表示して説明に使用。（ただしタ 
ッチパネル機能は iPad 上でしか使えないが）→平面の地図よりも立体的なイメージ(たとえば南米 
は日本から見て地球の裏側にある等)が作りやすい。 

↑国名や国境を教えるときは i 地球儀が使いやすい ↑電子黒板で Word に赤ペンを入れる 

・生徒個人もちの iPad を地図帳代わりに使わせる→GoogleEarth は生徒たちは楽しく取り組んでい 
るが、安易に street view 機能を使ってしまい地図として認識できていないこともある。また砂漠 
や紛争地などで street view ボタンを押して表示されないと不満を言うので、そのたびに理由を説 
明するのが面倒だったりする。しかし世界の知らない地名を検索して位置を確かめる習慣をつける

ことは大事だと思う。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・電子黒板機能を利用することで、従来表示するだけだったものにカラフルな板書やアンダーライン

を加えることができ、授業の仕方も変わりつつある。今後さらに他の機能を使いこなせるように工

夫、研究していきたい。また iPad を使って生徒の自発的な学習活動が展開できるようにしていき 
たい。
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授業での活用７ 

【 理科 】 深井 祥子 

１）使用ソフト名（価格） 

・Metamoji Note（無料） 
・Pages（無料）

・Safari（無料）

２）使用状況 

学 年 学 科 科 目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本１ 職業科３組  科学と人間生活 ２  ／ ２ 

３）使用例および生徒の反応 

・Pages で書き込み資料を作成し、PDF に変換し、生徒用 iPad の Metamoji Note へ配布。 
授業時、ディスプレイに操作方法を教員用 iPad から表示しながら、生徒へ書き込み内容や操作方

法を指示し、生徒の iPad 内でノートを作成した。生徒は iPad 内のノートに手書きで文字を書き込

んだり、写真を貼り付けたりすることができた。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・手書きで書き込みができるため、操作に慣れれば生徒はノートに書き込むのと同様に操作ができる。 
・従来は教員側で探して提示していた写真を生徒自身で探し、カラー写真入りのデータノートを作成

することができる。写真をノートに提示できることで、従来できなかった色の認識が可能になり、

視覚的にさらに捉えやすくなる。  
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授業での活用８ 

【 理科 】 榎元  博  

１）使用ソフト名（価格） 
・Puffin Browser Free-Fast & Flash（無料）・Puffin Browser Pro（¥ 480 ） 
・OneNote for iOS（無料）・Dropbox（無料）・Keynote（無料）etc.
２）使用状況 

３）使 用 例 および生 徒 の反 応

・理科室に備えられている、実験器具や薬品等の備品に制約があり十分な演示実験が行えないのが 

現状であるが ICT 等が整備されつつあり、また家庭でもインターネットに接続できる環境もあり、生徒も 

スマホ等自由に使いこなせるようになってきているので、自分で学習に必要なデータを出し自発的な反 

転学習にも活用できるように指導している。授業でも写真や動画などわかりやすい教材の発掘と活 

用に努めている。文字情報がついたサイトやアニメーションが利用でき生徒の理解に役だっている。 

化学実験 器具操作 ビデオ動画集 | 基礎化学実験 | 京都大学 
http://www.chem.zenkyo.h.kyoto-u.ac.jp/operation/index.html 

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・インターネットのサイトには F l a s h を利用して作成されたものも多く、特に理科の各領域（化学、物 

理 、生 物 、地 学 ）学 習教 材 にはアニ メーシ ョン ・動 画 ・ シ ミ ュ レーシ ョ ン等 に多用 されている 。 

One Note for iOS 等の操作に慣れ併用してまとめをする方法を工夫することで、文字情報や色彩等 

とともに聴覚障がいを伴う生徒のみならず多くの生徒にとって有用なものとなっていくと思われる。 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 
（使用時間数／授業時数） 

本1･2 1 普 A  ・  2 情 化学基礎  0 ～ 1／2
本2･3 3職 選  ・  2ラ 生物基礎  0 ～ 1／2 
本1 1職 2 科学と人間生活  0 ～ 1／2 
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授業での活用９ 

【 英語科 】 石津  和大 

１）使用ソフト名（価格） 

・skype（無料）

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

２ 普通科  コミュニケーション英語 適宜 

３）使用例および生徒の反応 

・Skype 
Skypeを用い、本校で学習しているASL を使って海外の聾学校のASL 講師や生徒と交流を図った。 
毎週行っているわけではなく、海外に教員を派遣したときにおこなった。国内と国外をつなぎ、ASL 
でコミュニケーションをとる場合、ビデオ動画などのソフトがあるため、Skype を用いた。Skype 
は、すでに世界中の多くの人によって使用されているビデオソフトであり、活用が容易である。ま

た、無料ソフトのため簡単に手に入れられる。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・手話言語のため、スムーズな動画流れでないと、読み取りにくい。Skype でやり取りをしていると

音声は聞こえるが画面が粗くなることが多かった。両方の学校のパソコンを新しくするか、他の動

画ソフトを活用できるか考える必要がある。
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授業での活用１０ 

【 英語科 】 坂本 佑馬

１）使用ソフト名（価格） 

・Flashcardlet（無料） 
・Dropbox(無料 ) 

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

１ 普通科A組 コミュニケーション英語Ⅰ ０～１ ／ ４ 

３）使用例および生徒の反応 

・Flashcardlet は、自作でフラッシュカードが作成できるアプリ。 
・Dropbox は Flashcardlet で作成したフラッシュカードを保存し、生徒に配布する

ためのアプリ。  

・新出単語・熟語を学習する際、あらかじめ作っておいたフラッシュカードを Dropbox 
内に入れ、生徒にダウンロードさせる。まずは全員で一緒に一通り学習した後、各  

自覚える時間を与え、その際にこのアプリを使用して暗記したりする。  

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・このアプリを使用することで、単語・熟語プリント等を配布しなくても単語・熟語を学習するこ 

とができる。また、同じ順番で単語・熟語が出題されないように設定することも可能で、生徒た 

ちの学習の効率、意欲も上がると考えられる。 

・今後は教科書に書いてある以外のフラッシュカードも作成し、受験対策や英検対策 

になればと考えている。  



- 49 - 

授業での活用１１ 

【 体育科 】 槿原 秀一 

１）使用ソフト名（価格） 

・カメラ機能（インストールされているもの） 

・写真（インストールされているもの） 

２）使用状況 

学 年 学 科 科 目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本科２年生 全学科  体 育 ２ ／ ２ 

３）使用例および生徒の反応 

・器械体操の授業において自身の演技、技の練習風景を撮影し、自身へのフィードバックとする。

  自身の動きをリアルタイムで確認することができ、課題修正へのアプローチが伝わりやすくなった。

また、生徒自身も自分の動きを見ることで「えぇ～」「こんな動きしてるの？」「ここがダメやから

こうしたら？」など技術練習に意欲的な雰囲気が見て取れた。

また、運動の得意な生徒が、苦手な生徒に声かけするなどの光景も多々見受けられた。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・このタブレットを利用することで、従来言葉での助言や、教員のイラストで伝えていた情報（フィ

ードバック）だったものが、自分自身の姿を実際に見ることができるようになったことで、実際の

動きと本人のイメージとの差が明確につたわることなり、個人の運動課題が明確に理解できるよう

になった。

また、言語活動の充実にもつながっており、生徒たちが互いに役割を交代しながら、撮影し、動き

を確認し合う中でコミュニケーション活動が増加した。

しかし、撮影や映像の確認作業、教え合いの活動などで、どうしても、運動量が減少してしまう。 
そのため、生徒 1 人 1 人の運動量の確保が今後の課題となっている。 
また、1 人 1 人が自分のタブレットに意識が集中するため、周りの状況変化などへの気づきが遅れ 
てしまうので、活動内容に応じて、班編成、グループ編成を考量して活用するタブレットの数など

を検討する必要がいる。

ICT の活用は体育の授業において、フィードバックがリアルタイムにでき、抽象的な情報伝達が、 
明確に見て理解でいるので効果的である。改善点も多々あるが、生徒の自発的な教えあいや、練習

意欲の高まり、技術理解が深まると考えられる。 
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授業での活用１２ 

【 工業テクノロジー科 】  中岡 貴紀

１）使用ソフト名（価格） 

・BASIC‐Ⅱ（無料）

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 
週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本２  工業テクノロジー科  工業実習（情報）  ２／２（６月～９月） 

３）使用例および生徒の反応 

・基本的なプログラム言語のひとつである「BASIC」の基礎を学ぶ上で適したアプリ。

・プログラムの編集が容易にでき、一般的なコマンドは一覧から選択できるようになっているため、 
製作の時間も短縮できる。 

・画像ファイルも扱え、描画機能もサポートされているため、簡単なグラフィックス  

の製作もできる。  

・iPad を用いることで、初心者には敬遠されるプログラムも手軽に触れることができ、 
導入しやすくなる。一方で、 iPad のようなタブレットでは、どうしても“文字”“記  
号”“数字”の混在する文章がつくりにくいため、プログラムに慣れてきたあとでは、

面倒に感じることもある。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

このアプリを利用することで、初歩的なプログラムを手軽に体験させられることができ、プログラ

ムに対する興味を高められる。iPad 用のキーボードがあれば、スムーズに文章入力できるようになる 
が、アプリとして未だ複雑なプログラムに対応していないため、キーボードを使うよりも、これをプ

ログラム学習の導入として使い、その後は、通常のパソコンに切り替えるなどで展開できる。 

実 行 
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授業での活用１３ 

【 工業テクノロジー科 課題研究 】 中島 武彦 

１）使用ソフト名（価格） 

・Tablet Learning（無料版）

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本科2年 工業テクノロジー科  機械工作 １ ／２ 

３）使用例 

・指導者が、技能検定（国家検定）機械加工（普通旋盤３級）の学科試オリジナル問題を教材として

作成し、各生徒の「タブレット・ラーニング」上のクラウドで配布。生徒は、iPad はアカウント登 
録して、受講。終了したら成績を送信。 

 生徒の反応  

・机がなくても、少しの時間でも、クイズ形式の問題を解くことができるので、気軽に繰り返し学習 

している。 

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・このアプリを利用することで、インターネットの環境がある場所であれば、どこでも、効率よく、 
知識を定着することができる。また、指導者が作成した問題を自宅や通学電車内などでゲーム感覚

で繰り返し受講が可能である。

問題は原則、選択問題であるが、検定試験のような択一問題を繰り返し学習するのに適している。 
また、管理者は複数の受講者の受講記録、成績管理、どの問題を間違ったのかなどを把握すること

ができるので、受講後のサポートがしやすい。

また、授業などのアンケートも作成できるので、アンケート結果を自動的に集計してくれるので、 
結果を即座に確認することができる。

今後、予習、復習をはじめ、自宅学習できる教材をたくさん作成し、随時、生徒に配布したい。
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授業での活用１４ 

【 情報コミュニケーション科 】 伊藤 理絵 

１）使用ソフト名（価格） 

・AnkiSnap（無料）※ID 取得のため暗記マーカーを購入する必要がある

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本２ 情報コミュニケーション科  情報テクノロジー ０～１／２ 

３）使用例および生徒の反応

  [使用方法 ] 

①マーキングする * 1 ③マスキング完成

* 1 撮 影 し て か ら 、 ア プ リ 上 で マ ー キ ン グ す る こ と も 可 能

・科目「情報テクノロジー」では、情報機器に関する専門用語を学ぶ機会が多い。

AnkiSnap で作成した暗記シートをディスプレイ表示 
・単元ごとの確認テスト

・授業開始時、前回の授業の振り返り として使用  

ゲーム感覚で、確認テストができるので、生徒には  

好評である。  

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等）

・暗記シートの作成が非常に簡単であるため、毎時間、即時確認テストを行うことが  

可能となる。クラウドの利用を併せると、自宅での復習教材としても十分活用でき  

る。  

・正解表示を任意で行うことができるため、インタラクティブな授業展開ができる。  

・作成した暗記シートは共有することができる。グループで暗記シートを作成したり、 

各々が作成した暗記シートを交換したりすることで、学び合う環境をつくることが  

できる。  

・生徒がこのアプリを個人使用することで、自学自習の習慣が身につくことが期待される。 

②アプリで撮影



- 53 - 

授業での活用１５ 

【  情報  】  松田  一平  

１）使用ソフト名（価格） 

・Shade３D（無料）

・ 

２）使用状況 

学年 学 科 科 目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

専Ⅱ 情  報  ３Dデザイン実習 ０．２ ／ ３ 

授業の様子 生徒作品 

３）使用例および生徒の反応 

・三次元の物体作成において実際の画像を作成するのにレンダリングをすると静止画でしか確認でき

ない。透視図での確認は簡易表示のため実態に合わない。その点、iPad 上の Shade3D というアプ 
リは実態に近い形で表現でき、あらゆる方向からの確認ができるため、生徒の意欲を高めることが

できている。ただ、制作・修正はパソコン上でなければできないのが欠点である。 

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・来年度以降は３D の授業がなくなるため、課題研究等で教える場合の活用となろう。
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授業での活用１６ 

【 情報 】 一宮  誠 

１）使用ソフト名（価格） 

・すまあとページ（インターネットサイトの教材作成ツール、無料）

・就職支援アプリ（生徒作） 

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

専Ⅱ 情報コミュニケーション科  卒業研究 ２／３ 

３）使用例および生徒の反応 

・使用例

授業にて後輩たちに向けた就職支援アプ

リを作成した。ブレーンストーミングと

ＫＪ法でコンテンツを検討し、担当を決

め、アプリ制作を進めた。コンテンツは

右図左下の通りだが、「面接 実践」「国 

語 助詞」「数学 SPI対策」の３点につ 

いては、翌年度に後輩たちによって、追 

加されたものとなっている（別項参照）。 
作成に使用した「すまあとページ」は、 

ICT 活用教育研究所の教育支援ツールで、 

ブラウザ上で手軽に HPを作れる仕組みと 

なっている。 

完成後は、ブラウザ経由にて PC や iPad 

で活用することができる。

・生徒の反応

生徒たちは、最高学年として後輩たちに

残すものとして、自主的に進路担当の教

員にも助言をもらいにいったり、就職活

動をした友人にインタビューをしにいく

など、非常に熱心に取り組んだ。「すまあ

とページ」については、設定に融通の利

かない面もあったが、簡単な操作で作成

できるという大きな利点があったため生

徒たちからは好評だった。アプリの使用

感については、本科１年生と専攻科Ⅰ年 

生のＬＨＲの就職支援指導にて活用した 

ところ、問題に偏りあるなどの指摘も受けたが、概ね好評を得ることができた。 

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

すでに昨年度から次年度へと、コンテンツの強化や進路指導での活用といった広がりを見せており、 
アプリの改善と活用が引き継がれている。本アプリは、コンテンツの追加修正が容易なので、今後も

生徒たちのスキルやニーズに合わせた授業活用が期待できる。
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授業での活用１７ 

【 情報 】 髙橋  智貴 

１）使用ソフト名（価格） 

・iTunesuU（無料） 

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

1 普通科  社会と情報 1 ／2

３）使用例および生徒の反応 

・コースを作成し、流れの見える学習を提供

動画教材や、課題、復習問題などをアップロードすることで、生徒の自学自習を促す。授業の予習・ 
復習動画と配布プリントの記入済み PDF などを配信している。1 年間の授業を 1 つのコースとし 
て組み立てることができる。また、授業ごとにコースを分けることもできる。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・iTunesU は教材作成に多大な時間を要するため、次年度以降複数年使える教材やアウトラインを用 
意する必要がある。この教材作成の方法を確立できれば、生徒が自宅で学習を行うような、反転授

業への大きな前進となると考える。 
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授業での活用１８ 

【 情報メディア 】 竹重 雅樹 

１）使用ソフト名（価格） 

・ipad 
・ストップモーションスタジオ（無料）

・OneNote（無料） 
・Drop Box（無料） 

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

本２ 情報コミュニケーション科  情報メディア ０～２／２ 

３）使用例および生徒の反応 

・ストップモーションスタジオは、簡単な操作でクレイアニメを作成でき、生徒も集中して取り組む

ことができた。生徒からも好評である。  

・One Note は、クラウドに上げることでどこのパソコンからも編集、更新が可能であり、教材作り 
には大変便利である。特に、動画や画像、インターネットのページのリンクもしやすく、ページレ

イアウトも自由にできる。電子黒板とも愛称の良いアプリの一つである。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等） 

・ストップモーションスタジオを利用することで、クレイアニ

メの仕組みを深く生徒へ理解させることができると共に、

ipad の新しい使い方や撮影のテクニック等、動画を教える 
単元で、生徒へ興味関心を持たせやすいアプリである。生徒

からも好評で来年度も積極的に取り入れていきたい。 
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授業での活用１９ 

【 福祉 】 中野 尚子 

１）使用ソフト名（価格） 

・Safari ・KeyNote・DropBox（無料） ・iPad ・appleTV 

２）使用状況 

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率 

（使用時間数／授業時数） 

専攻科

Ⅰ年 

ライフ・サポート科  ビジネス福祉基礎  

介護実習  

０～１／２ 

３）使用例および生徒の反応 

iPad(Safari)を使って、調べた内容を KeyNate にまとめ、AppleTV を使って画面に表示して発表 
させた。作品は DropBox に保存し、生徒が授業後にも確認できるようにした。 

今回は、介護保険制度で貸与・購入可能な福祉用具を生徒に調べさせた。実物を用意することがで

きなくても、形や機能、価格が写真つきで紹介できるので言葉で説明するよりも具体的イメージを理

解しやすい。生徒も普段よりも集中して調べ、自分の調べたものを楽しんで紹介していた。

４）今後の展望 

新しい「もの」を紹介するとき、手話を使って伝えることは難しい。iPad を使えば写真や動画で紹

介できるので非常にわかりやすい。この方法で場所を選ばず調べ学習・発表が可能になる。また、製

作物がデータになっているので保管・管理がしやすい。

もっと多くの場面でこの方法を活用できると考えている。
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授業での活用２０ 

【 ライフサポート科 】  長谷川 奈緒 

１）使用機器・使用ソフト名（価格）

・ipad ・WEGO キセカエアプリ（無料） ・パソコン 

２）使用状況

学 年 学  科 科  目 週あたりの使用率

（使用時間数／授業時間数）

専Ⅱ ライフサポート科 服飾デザイン ０～１／２

３）使用例および生徒の反応

・「WEGO キセカエ」は、ipad 上で 
着せ替えが楽しめる無料のファッションコー

ディネートアプリです。

・生徒のファッションへの興味を引き出すことが

できる。

・内臓のモデルを選ぶだけではなく、カメラで撮影した自分の写真をモデルとして使用できるので、 
自分だけのオリジナルファッションコーディネートが作成できる。

・お気に入りのコーディネートは ipad のアルバムに画像保存ができるので、そこからパソコンに取 
り入れて、ファッションポイントを紹介する文章を作成することもできるので便利である。

４）今後の展望（来年度に向けての工夫等）

・このアプリを使用することで、「創造し→作成し→自分で工夫して完成させる」という一連の作

業をさせることができる。

また、アピール文章を加えることで、より自発的につくる力が高まると考えられる。

http://app-liv.jp/815358378/�
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Ⅵ 講演会

１．【講演】『 確かな学力の定着と ICT 機器を活用した授業の展開Ⅱ 
～聴覚支援学校の教育活動における ICT 機器の活用と実際～ 』 

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所

企画部次長 上席総括研究員 原 田 公 人 先生

みなさん、こんにちは。この研究報告会に参加さ

れている方々は聾学校だけではなく、小学校、中学

校の先生方もおいでですので、少しでも聴覚障がい

に関する情報や理解を得ていただければありがたい

と思います。今日は、ICT に関わることと聴覚障が

い教育で考えていかなければならないことを中心に

お話しをさせていただきます。

内容は、聾

学校に関わる

問題、ICT に

関わることで

学習指導要領

に書かれてい

る内容について、それから、聴覚に関わることでの

ICT についての調査をしましたので、このあたりの

ところから ICT 活用についての課題を考えてみた

いと思います。また、先ほどの研究協議のところで

聴覚障がいについてで、言葉の理解、視覚情報の保

障ということを話しましたが、これについてもう少

し深めてみたいと思います。

 まず、障がいに関わること。これは聴覚障がいだ

けではありませんが、「障害者の権利に関する条約」

が批准されました。来年には差別解消法の施行とい

うことで障がいに関わるさまざまな法的な整備がさ

れています。それらを踏まえて特別支援教育では、

インクルーシブ教育システムということで通常の学

校に入る（聴覚障がいのある）お子さん、あるいは

聾学校に入るお子さん等々、教育の場が拡大してい

るわけですが、そこで不利益のない形での「合理的

配慮」「基礎的環境整備」というものを整えるという

ことが求められています。

「合理的配慮」と「基礎的環境整備」は一対の概

念として言われています。私はその合理的配慮と基

礎的環境整備というのは似て非なるものがあると思

っています。合理的配慮というのはあくまでもソフ

トウェア、個人の個一人ひとりに対する配慮のこと

です。基礎的環境整備というのはハードウェアの話

で、個に応じてと言ってももっと組織的に地域をあ

げての取組になると思っています。

 それから、特別支援学校、聴覚障がいの聾学校で

すが、状況がずいぶん変わってきています。一番大

きなところは平成 22 年中央教育審議会の答申に「共

生社会の実現を目指して、インクルーシブ教育シス

テムの構築に向けた特別支援教育の充実」というこ

とが書かれています。世の中では「インクルーシブ」

「共生社会」といろいろ言いますが、大事なことは

「特別支援教育」を充実させることです。これなし

にはインクルーシブも共生社会もないんだという風

にとらえれば、やはり特別支援教育をどうするとい

うことになります。

聴覚障がい教育についてはいろいろな問題があり、

その一つに少人数化という問題があります。それか

らコミュニケーション手段の多様化ということがあ

ります。もちろん、いまはどこの聾学校でも手話コ

ミュニケーションが主流になっています。ただ、発

達段階においてどういうコミュニケーションを使え

ばいいのだろうかということについて、議論を進め

る必要があります。

今回の研究報告会のテーマにもありますように、

学力をどう育てるのか、教科指導をどう実施するの

か。そして、特別支援学校の大きな特色のひとつで

もある自立活動について、聾学校ではどういうふう

にとらえたらいいのかということも考えていかなけ

ればならないと思います。

これはどうしてかと言うと、子どもたちの障がい

が重度化、重複化、多様化という現実があるという

こと。聾学校では、重複のお子さんの割合が少ない

わけですけれども、通常の学級から聾学校に入るお

子さん、反対に聾学校から通常校に入るお子さんが

いるということでは、いわゆる「一貫教育」という

ことがなかなか進められていないお子さんがいらっ

しゃるということで、そこにまつわる難しさをどう
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すればいいのかということが課題になっています。

 それから進路指導についてです。だいせんでは本

当に充実した進路指導をなさっています。全国では

毎年だいたい 500人くらいのお子さんが聾学校を卒

業し、そのうち半数が進学し半数が就職します。高

等教育が充実するとますます高等教育を受けるお子

さんが増えます。そこに関わっては、単に高等教育

に送り出せばいいのではなく、情報保障を含め子ど

もたちが教育を受ける十分な社会的保障というもの

も考えなくてはいけないということがあります。そ

ういう点では小さい時からの進路指導というものが

大事になります。

これに絡めて職業教育も変遷があります。子ども

の数が少なくなっている中で、これからは日本全国

を 1 区ということで職業教育を考える時代になって

いくのだろうと思います。

 それから、先生方の広域人事異動。これは後でお

話しします聾教育の専門性の維持継承の課題に大き

く関わってきます。

特別支援教育の中で言われている地域のセンター

的機能、地域に対する社会的貢献という意味での聾

教育はますます求められています。これに関して小

中学部のあるところでは、共同学習をもっともっと

充実させていく必要があります。

 あと、人工内耳装用のお子さんのことです。いま、

聾学校にだいたい 6,000 人くらいのお子さんが在籍

していますが、毎年人工内耳のお子さんが増えてお

り、今年度で聾学校在籍幼児児童生徒数の 25％を超

えました。つまり、4 人に 1 人は人工内耳をしてい

るということで、その対応についてもいろいろな課

題があります。

それと併せて保護者です。聾教育は昔から両親援

助とか母親指導とかいう形で保護者との関わりを強

く持ちました。それで聾教育を支えてくれましたが、

最近は保護者もずいぶん多様化しており、その対応

も新たな課題になっています。

それから今日のテーマである ICT に関わる話で

すね。

 聾教育については一貫教育という中で、児童生徒

一人ひとり発達に応じた指導があります。言語の獲

得、音声を含めた言語活動が幼児期の課題になると

いうこと。この時期を逃すとけっこうあとに響くと

いうのはよく言われる話です。併せて、小学部段階

になると、やはり書き言葉、教科学習、そして大き

くなるに従って職業的な意識というところが課題に

なります。ただ一貫してコミュニケーションの問題、

あるいはコミュニティ参加の問題、なかでもとりわ

け精神保健の問題がついて回ります。そして、いつ

の時代でもその発達段階に応じたメンタルケアが大

事だと言えます。

ICT 機器に対する「とらえ」も、おそらくそれが

身についた子どもとそうでない子どもとでは、かな

り情報の取り方が変わってくるだろうと容易に想像

できます。これまで挙げてきたいろいろな課題の中

には、発達のその時期その時期でおさえておかなけ

ればならないものがあります。 

さて、学習指導要領の話ですが、もう一度改めて

考えてみたいと思います。これは書いてあるものを

そのまま持ってきたものですが、ちょっと読ませて

いただきます。「聴覚の障害のある児童生徒の指導に

当たっては、可能な限り視覚的に情報が獲得しやす

いような種々の教材・教具や楽しみながら取り組め

るようなソフトウェアを使用できるコンピュータ等

の情報機器を用意し、これらを活用するような工夫

が必要である。」とまさにこれは ICT の活用そのも

ののことを謳っている言葉です。

この文言を導入する時は、いわゆる実体験がない

ところでバーチャルなことをやっていても本当に子

どもたちの身につくのかといった議論もありました。

実際 ICT の活用を否定する人はいないわけですが、

やはりいきなりコンピュータのソフトだといった話

ではなくて、日常的な体験学習というのがベースに

なければならないのですが、情報機器の活用につい

てはこのように総則の中に書かれています。

 児童生徒に関わっては、やはり視聴覚教材・教育

機器、あるいはコンピュータの情報機器、またはそ

の周辺機器を適切に使用することによって指導効果

を高めるということが大事であろうということも書

かれています。「適切に使用」ということは、言うは

易しですが、個人的には難しいと思っています。

学習指導要領に書かれている「適切な指導」「必要

な支援」ということについて、もう少し突っ込んで
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考える必要があります。いわゆる「指導」「支援」と

いう言葉について、昨今は「支援」ということがず

いぶん大きく使われています。

「指導」にはちょっとストリクト（strict 厳し

い・厳格な）な意味があります。「支援」の方が何か

柔らかくてとおっしゃる方がいますが、そういうこ

とでもないだろうと思います。「適切な指導」とは何

か、「必要な支援」とは何か、とそれぞれの指導者、

教員が自分の言葉で説明できるということが大事な

のだと思います。

 「指導」というのはある目標やねらいがあって子

どもたちにそれを突きつけるというか、「これが課題

だよ。」「そのためにこういう教材を用意したよ。」と

いうことで、子どもに対するねらい、あるいは教科

の課題がはっきりしていて、そこをある目標にまで

持っていくということだと思います。

「支援」はそういう話ではなくて例えて言うなら、

あまり子どもの目に私たちが触れないというか、子

どもの前に出てやることではないサポートではない

かなと思います。1 つの例えで言うと「仏様の指」

という話を言う人がおります。ご存知の方は多いか

もしれませんが、ある農家の若者が田舎の畦道を荷

を積んだ荷車を一生懸命引いていた。それが畦道の

穴にはまってしまった。一生懸命穴から抜け出そう

として引っ張るのだけれどなかなか抜けない。その

ときずっと見ていた仏様が、その様子を見るに見か

ねてそっと後ろで荷を押したというんですね。そう

すると簡単に荷車が穴から抜け出した。若者は「や

った」と言わんばかりにその場を去って荷物を運ん

で行ったというお話です。その時にもしも仏様が「若

者よ、待ちなさい。あなたがそうなったのはあなた

の力だけではなく、私が力を貸したからだ。」と言っ

たなら、若者はずっとその仏様なしでは生きていけ

ない。「あのお方があって、私が今日あるのだ。」と

いうふうに言っただろう。そういう「仏様の指」と

いうお話があります。結局、「支援」というのはその

仏様の指に近いものがあるのではないでしょうか。

 「指導」と「支援」というのは、とても重要な関

係性があります。そういう意味で「適切に使用する」

ということに関わっては、やはり子どもの発達段階

とか興味関心とか、先生のねらいとかいうことにつ

いて、ある程度クリアでなければ「適切」という言

葉は使いにくい。

それから先ほど申し上げた指導の効果をどういう

ふうにとらえるのか。いわゆる目標というものがあ

った方がよいのではないか。私は教育活動には一定

の評価の尺度が必要だと思っています。スモールス

テップであろうが何であろうが、記述式であろうが、

子どもにアンケートを取ろうが、そういうところで

効果評価を地道に蓄積することが大切で、後で振り

返るときの重要な材料になります。

ICT を効果的に使用するにあたっては、その中で

も発問とか板書を工夫したり、言葉で視覚的な情報

を十分噛み砕いて教科・指導内容の的確な理解をう

ながすということを配慮することは大切です。

ですから、今日も研究授業を見せてもらった中で

先生がどういう言葉をお使いになっているか関心が

ありました。子どもの状態に応じて問いを投げかけ

たり、先生が補足してみたり、あるいはそれをみん

なで確認してみたりすることが大事です。

高等部だとどうしても情報量が多く話すことも当

然多くなるわけですけれど、やはり子どもの思考を

練るとかある程度子どもたちに共通して考えさせる

とか、そういう点では小学部や中学部とは違った授

業のスタイルがあると思います。

ただ 1 つだけ言わせていただくと、50 分の中で教

科内容を言語でという時に、ラスト 5 分は必ずまと

めに使うということは大事だと思います。それから

聾学校でよく言うのですが、きちんと時間内に終わ

るということです。50 分を 53 分にしてはいけない。

1 分も過ぎてはならない。50 分で仕事を完成させる

ということが大事です。また板書や発問の工夫は聾

教育には非常に大事だということを改めて確認した

いと思います。

 最近、研究所の方で教材活用に関わる調査をさせ

ていただきました。いろいろな調査項目があります

が、ざっと言いますと 2012 年、いまから２年ちょ

っと前のところでは半分以上の学校が電子黒板を持

っている。けれども台数に制限があるとか、電子教

科書が十分に整備されていないという回答がありま

した。モノはあるのだが、中身や使い勝手が良くな

いということがその時代にありました。実際にはそ
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の場で、多くはパワーポイントなどを中心に指導し

たり、プレゼンの指導やインターネットの情報を取

り入れた教材を実物投影機とか書画カメラなどとい

うものを駆使して作っている実態がありました。ず

いぶん古い話ですが、かって北海道に住んでいたこ

とがあります。北海道の聴覚障がい教育の研究会が

あって、何十年も前の話ですが、研究会のテーマが

「OHP の使い方」というものでした。国語の授業な

どでいつ消したらいいか、どうやって見せたらいい

かというようなことが、確か 1 台 20～30 万円した

と記憶していますが、学校に 1 台しかない OHP を

どうやってみなさん使いこなすか、ということが研

究会の話題になったことがあります。それほど視覚

的教材が大事であるということはみなさん認識して

いる。「あれば便利」というのではなく、これだけ使

ったらこれこれには有効であるということを真剣に

議論したと記憶しています。

そういう意味では、いまたくさんのソフトウェア

がありますが、あの子にどうやって使ったらどんな

効果があるだろうかというようなことを折にふれ議

論していくことが大切です。教材が豊富にあること

でかえって「ちょっとこれは子どもが乗らなかった

から違う教材をやってみようか。」ということになっ

てしまいがちですが、「子どもを乗せきれなかった指

導者側の問題はないのだろうか？」ということも併

せて考えて行くことも大事だと思います。

肝心なことは、いかに子どもたちに「誤りのない

情報」と「考える視点をぶれないで提示する」かと

いうことだと思います。そういう意味ではこれから

の ICT 機器を活用するときには、対象は誰でどこま

でその子をねらって、ということをもっとていねい

に考えることが大事だと思います。

 筑波技術大学の白澤先生が情報保障について「パ

ソコンノートテイク」は、これからますます入力の

正確性という点で、情報伝達で利用価値があるとい

うことを話されています。いま話をしているように、

音声認識技術もどんどん進んでいます。今日もトラ

イしていましたが、インターネットを介した遠隔地

支援もこれからもっと発展的になるということも白

澤先生は 2008 年から予見されていました。 

１つの経験からですが、アメリカの CSUN
シ ー サ ン

＊１ 

(California State University, Northridge カリフォ

ルニア州立大学ノースリッジ校)という障がいに関

わらず、情報保障でかなり先進的な取り組みをして

いる大学があります。そこを一度訪問したことがあ

りますが、そこでは学生に対して 24 時間サービス

をします。学生が求めるサービスです。要するにノ

ートテイク、あるいはチューターという家庭教師の

ようなもの、筆談とか手話通訳など 24 時間受付て

いるわけです。

試験がある時にこういうサポート、サービスが欲

しいという要望を受付るのですが、もしも試験に落

ちてドロップアウトした場合には２週間そのサービ

スを受けられないというのがルールなのです。 

それは何かというと、サービスをする側とされる

側の関係性の問題なのです。要するに自助努力を求

めます。情報保障ということに対しては「こちらも

精いっぱいやっている。あなたも（保障を）受ける

からには相応のリターンをすべきである。」というこ

とです。これはこれだけの話ではなくて、実は『障

がいのあるアメリカ人法＊２(ADA；Americans with 
Disabilities Act of 1990：PL101-336)』というもの

がありますが、概念はこれとほとんど同じです。 

平等法とは言いますが、よく見ると非常にストリ

クトな話であって「障がいがあるという状況は理解

する。そこでは配慮はいっぱいしますよ。だけど平

等ですよ。」と。そうするとかなり平等の水準が高く

なります。権利としても求められるものも高くなり

ます。このあたりのところは日本はまだ導入されて

いませんが、障がいに関わる配慮とかサービスにつ

いての考え方ではまだまだ日本は優しいと私は思っ

ています。この考え方は、これから子どもさんに応

じて社会的に必要であること、効果があるとなれば

やはり返すような、返すというかリターン（する）

ということも大事になってきます。今は、いろいろ

な言葉が横文字も含めて行渡っています。福祉的な

言葉も入っています。そういう時に教育としてどこ

までやるかということはあまり議論されていない。

具体的に言えば、先ほどの「支援」という言葉。こ

れはまさに教育の用語ですが、一方、社会が変わる

と「サービス」という言葉になってきます。まさに

「奉仕」「福祉」という考え方です。
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一時「学校のサービスとして」という言い方で聾

学校に入ったことがあります。これはかなり批判さ

れなくなった経緯があります。教育における「支援」

とは何であるかということについて、もう少しこれ

から問い詰めなければならない時代になっていくし、

説明も求められると思います。

情報保障についてもう 1 つ言うと、日本はボラン

ティアが少ないと言いながらも相当そういう方たち

の支えが大きい。アメリカではボランティアは無償

ではありません。アクセスするときにも交通費は当

然払うし、最低限の報酬は払うのですが、日本は本

当に無償奉仕ということが一般的になっています。

これは外国ではあまりないことです。そういう意

味では情報保障の概念と言いますか、この言葉自体

も日本オリジナルの言葉なのですが、もう少し定義

づけなり枠組みなりをしていく必要がこれから出て

くると思います。非常に理解しやすい言葉で活用の

しやすい言葉なのだけれども、内容的には人それぞ

れのいろんな想いが入りすぎている概念でもあると

私は思っています。

ICT に関わる調査に戻りますが、先生方は自作教

材は頑張って作っていらっしゃる。そこは先ほど申

しました聴覚障がいに関わる課題について、少しで

も改善をめざした情報保障をという観点でお作りに

なっている。新しく作るというよりも既存のソフト

を少し加工してというものが多いかと思いますが、

音声教材、音をフレキシブルに可変できるように加

工する。ただ音量を（変える）というのではなく、

情報を取りやすいように加工する。重要なところを

強調するようなソフトウェアがあったり、あとは動

画に関しては「手話通訳」「文字テロップ」というの

が入ったりというのは先生方がお作りになっていま

す。それから教材にルビを振るというのも先生方は

なさっている。さきほど要約筆記とリアルタイムの

文字挿入は情報量が多いという話がありましたが、

アメリカの文献では成人の場合、要約筆記とリアル

タイムの文字挿入での情報の理解度は、やはり後者、

つまり要約筆記よりもリアルタイムで言ってくれた

方が理解が進むというデータがあります。その意味

では文字変換の技術がもっともっと高まることで聴

覚障がい者が正確な情報収集ができることになると

思うので、このあたりも技術の進歩を期待するとこ

ろです。

 それから聴覚障がいに関わっては、課題として｢言

語発達の遅れ｣という問題が当然あります。これの対

応ということでは、文章理解を促すための教材、あ

らすじをまとめたり挿絵を新たに作ったり、子ども

がわかりやすい文献、リライト文というか子どもの

語彙に合わせて書き換えたりあらすじをシンプルに

書くというような工夫をしていることもありました。

ここで、これをいつ原文に戻すのだろうという課題

も出てきます。いずれにしても教材の取っ掛かりと

して子どもたちに少しでも抵抗なく、意味なり情報

が入るように工夫するということが大切です。

 ちょっと話が飛びますが、ここは高等部の先生が

多いので想像が難しいかもしれませんが『大きなか

ぶ（ロシア民話）』という絵本をみなさんご存知だと

思います。小学校の教科書にもありますね。先日あ

る聾学校の小学部の授業を見せてもらった時のこと

なのですが、その授業で「おじいさんがかぶを引っ

張って、おばあさんがおじいさんを引っ張って…」

という話なのですが、挿絵を見てそういう流れの文

章にプラス吹き出しを作って「おじいさんが何て言

った」「おばあさんは何て言っただろう」と問うシー

ンがありました。子どもさんの答えはそれぞれなの

ですが、おじいさんが「《びっくりした》と言った。」

という子どもがいました。先生は「そうだね。」と言

って終わりました。間違えた答えではないのですが、

私は気になって授業のあとで指摘したのですが、そ

れは絵本の画面では小さな芽が次のページでは大き

なかぶになって葉っぱも出ているわけです。そうい

う絵が出てきます。それで《びっくりした》という

言葉になった。これには２つの意味があると私は思

います。要するに、こんな小さな芽がひとつページ

をめくったら何でこんなに大きくなるのかという話

と、本当にそのスピード感にびっくり、速くすぐ（大

きく）なることにびっくり、という話です。もしか

したら、ただ視覚的に大きなのが出てきたというこ

とにびっくりしたと言ったのかもしれない。どうい

う意味で言っているかは子どもの思考で変わってく

る。私が言いたいことは、小さい時に子どもたちの

表現の裏というものを想像して指導することが大事
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だということです。つまり、子どもが言っている表

現が子どものどの心の中に入って言っていることな

のか、子どもの内面を推し量っていくということが

小さいうちにもっとていねいに扱われるべきだと思

うのです。これは「何か言えばいいや。」とか「子ど

もなりの発想はいい。」と言ってスルーしてしまいが

ちで、これは聾教育の難しさだなと私は感じている

ところです。子どもが言ったことについて、背景、

原因、理由というのを想像、類推するというのが聾

教育に携わっている人には絶対に必要な力だと思い

ます。それでこそ表現した意味のことを考えて、次

の展開がある程度スムーズにいく可能性があると思

っています。

 まとめ

になりま

すが、今

後の ICT

の課題に

ついてで

す。児童生徒は視覚を通して大きな情報を得ます。

映像を見ながら教師の説明を聞くのは難しい。先ほ

どの研究協議で、教師が授業を進める際に何に注目

させたいのかを明確にして適切な指導・指示をした

り、ルールを作ったりするべきであるということで

まとめさせていただきました。日常の指導で感じる

ことですが、これもある聾学校の話ですが、ちょう

どこの時期は学習発表会があります。小学部の子ど

もたちが劇の練習で体育館に集まっていて、みなさ

んでいまやったことを振り返ってみましょうという

ことで子どもたちが車座になって座り、指導される

中心の先生がプロジェクターで子どもの演技を映し、

それを子どもたちと一緒に見合うシーンがありまし

た。小学部全体の指導だったので、小学部の先生全

員が後ろで見ているというシーンでした。私はここ

で気になりました。つまり、何を見ているか分から

ないんです。「見ましょう。」と言って見る。「あなた

はここを見ましょう。」と見るべき視点というのをき

ちんと指導されないで、ただ見ましょうと言っても

子どもたちには「ああ、僕が写った。」とか「写らな

かった。」というのが精いっぱいで、あの子がどんな

に覚えてきたとか頑張っていたとかに気付くことは

できない。ましてや先生たちも中心になる先生が「さ

あ、頑張ってください。」というような雰囲気もあり

ました。「ここの指導はあの先生の担当だから。」と

頼って任せてしまう雰囲気があることが時々見られ

ます。

やはり、聴覚に障がいがあるということになると、

「見る視点」とか「考え」とかいうものをきっちり

と伝えてから見せることが重要です。視覚教材の提

示の仕方については、あの子にこの子に「何に注目

させたい。」「何を目指したい。」ということを持って

やらなければならない。これは小さいうちから育て

なければならないことです。

そういう意味では高等部でかなり課題意識を持っ

ているお子さんはどこを見たらよいかわかりやすい

のですが、そこまでモチベーションが高まらないお

子さんは先生の指示されることは理解した止まりに

なる可能性があります。視覚教材の提示の仕方はど

の学年でも大事なことで、どの部分で押えようかと

いうことについてはもっともっと議論をする必要が

あると私は思います。

 それから、電子黒板に提示する文字や画像が見え

にくい場合には、小黒板とか模造紙とかでも提示を

するという配慮の仕方があります。これも授業研究

会等で見せてもらいました。今日も電子黒板とかプ

ロジェクターを使用する場面がありました。小学部

や中学部でよく見られますが、サイドボードや小さ

いホワイトボード等を傍に置いて前時のプリントや

先生が扱った教材を貼って思い出させる。そういう

ふうに子どもが振り返りやすい教材や情報について

は、アナログ情報ではありますが、積極的にこれら

を活用することが子どもの理解とか次の学習の進展

に有効であると感じるところです。

 併せて、高等部では情報量が多いということがあ

ります。そのためにまとめて話をすることはなかな

か難しい。要するに、長いことはすらすら書くので

すが、結局まとめたら何かという統合能力が十分育

ちきっていないということがあります。そういうこ

とでは、やはり板書とかホワイトボードとか電子黒

板の情報で質と量のバランスをもっとていねいに考

える必要があります。子どものメモリースパンとい

うものがあるし、記銘する時間というものもありま
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す。研究者によっては子どもが本当に集中するのは

５分がリミットという人もいます。とすればやはり

効率をどこにもってくるのか。先ほど言った 50 分

の授業の中で、どこが子どもたちの頭の使わせどこ

ろかを意識することが肝要です。

小学部・中学部で最近変わってきたことは、「授業

のめあて」を必ず子どもたちと確認してから授業を

するクラスが多くなったということです。これは絶

対必要なことです。そして、その「めあて」に対し

てどうだったのか、子どもたちが授業後に振り返る

ということも必要です。高等部でも授業の目標に鑑

みて自分たちはどうだったのか、そういうメタ認知

能力を育てることが情報の上手な取り方につながっ

ていくと思います。今後の課題は、情報が音声でも

消えている、記憶にも残らないとなれば、強調の色

を変えてみたり大きさを変えてみたり、ということ

では ICT で、ぜひもっともっと積極的に活用しては

どうかということです。

 それから、子どもたちにとって見やすい配置、文

字の大きさ、字体などについては、これだけで研究

されている機関はまだ少ないかと思います。視覚障

がいのほうでは結構あるのですが、聴覚のお子さん

にとってどれが適切な文字の大きさであり字体であ

るか、ちょっと研究報告がないというのが実際です。

これはまさに子どもによりけりだと思うのですが、

子どもとの距離、位置は意外に大事です。視覚教材、

視覚情報提供は大事だということはみなさん念頭に

あるのですが、こういうところも少しシビアにとら

えてはどうか。ひと昔前に拡大文字というのがあり

ました。大きなプリンターを使って模造紙 1 枚くら

いの大きさで書いてある。子どもの距離が 3 メート

ルも離れると、先生が赤ペンを引いても子どもには

見えない可能性がある。電子黒板のメリットは子ど

もの実態に応じて可変できるということです。これ

も何でもかんでも配慮するのではなくて子どもたち

が「見えないから大きくしてほしい。」とか「その字

ははっきり読めなかった。」とか言ってくれればなお

さらよいと思います。意地悪というのではないので

すが、至れり尽くせりでないことも配慮の１つだと

私は思います。子どもには、なんでも黙って座って

いれば適切な情報が入ってくるというのはちょっと

違うということも発達段階によっては当然あります。

将来社会に出た時に、例えば話が聞こえないときに

「○○がじゃまだからどけろ。」という子はいないわ

けです。自分が聞きやすい、聞き取れるポジション

を自分で探さなくてはならない。そういう子に育て

なければならないと私は思うので、「自分はここまで

やるけど、先生はここまでね。」ということをお互い

に掛け合いでやるようなことが必要ではないかと思

います。そんな意味でも、意地悪さが残らない程度

に「見えるか？」「この程度でいいか？」「だから先

生がさっき言ったでしょ。このくらいにしときなさ

いって。」とか言うぐらいのことがあってもいいと思

います。たくさんの聾学校を見せてもらいましたが、

申し訳ないけれども「配慮」ということの意味が「優

しさ」になってしまっているのではないか。そこの

ところの兼ね合いが難しいと思いました。今日の研

究授業でもありましたが、先生の板書を写している

時に教卓の上に地球儀がありました。生徒が身振り

で地球儀をどかせるように先生に伝えた。すると先

生、優しいんです。地球儀を下ろすんですよ。僕は

そうせずに、「先生、地球儀をどかしてください。」

と生徒が言ってくれるほうがいいと思うからです。

今日は先生の優しさを垣間見たわけですが。いわゆ

る自分で生きる力となれば「最高のポジショニング

は自分で取るぞ。」という気持ちになんとかなっても

らいたいなということを思いました。配慮する、位

置を考える、という時に子どもとの掛け合いでやっ

てもいい場面もあると感じたところです。

 それから、機器の操作に時間をかけないというこ

とも書いた（プレゼンに）のですが、書いているこ

とと言うことが矛盾しますが、私はいわゆるトラブ

ルシュートティングが大切で、困った時こそ生徒は

いろんなことを考えて言ってくるということがあり

ます。そういう意味では機器の習熟は大事です。な

るべく初めて使うということがない方がいい。けれ

どトラブルは起こるものだということも念頭に置い

ておく。今日もありましたように、システムの不具

合があるような場合に備えてほかの手段を準備する

ということも必要です。要するに大変な時にどうす

る、というトラブルシュートが大事だということで

す。
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 それから効果的に視覚的な情報が入るための保障

を考えようということです。それは十分されていま

すが、要約したものとかキーワードを自分で拾わせ

るということもなさっていました。適切な情報の獲

得をもっと授業中の子どもとの話し合いの中で目指

すことが大切なのではないかと思います。

ちょっと話題が変わりますが、ICT だけではなく

聴覚障がい教育に関わって、子どもの実態把握につ

いてですが、子どもの実態は毎日変わるのです。私

たちはそれを肝に銘ずる必要があります。高等部で

はなおさら子どもの発達過程で青年期に入っていま

すので、やはり心の育ちなりもののとらえなりを記

述していくことが大切です。

例えば、子どもたち同士の会話がステレオタイプ

になっていないか、いろんな話題を拾って深めてい

るか、国語力、言語の力が伸びているか、成人期に

おける認識とか思考とか記憶というものはどうなの

か。例えば、相手を見てものの言い方が変わってい

るかとか、人の振り見て我が振り直せで、社会的ル

ールは整っているかとか、あるいは自分自身に対す

る関係で先生はわかってくれるけどほかの子はわか

らないからと先生に通訳を求めることに対して子ど

もはどう思っているか。そういうものに対する実態

把握が大事だと思います。聴覚に障がいがある場合

は 100%情報保障したとしても、聞き洩らしは０（ゼ

ロ）にはならないと私は思っています。聞き洩らし

による認識のずれなり理解の不十分さが起きえると

いうことは、幼児期からずんずん積み重なっている

と思います。それで先生とのコミュニケーションを

やりますよね、授業では、それが整っている。おそ

らく子どもも成長しているからです。ただし、その

学習場面も含めてこの先生が「わかった？」と言っ

たら「うん。」と反射的に言うというのは昔からよく

言われる話ですが、どこまでその場の話が理解され

ているかについてはしっかり見極めておく必要があ

ります。ということで、聴覚障がい教育の専門性を

維持するには子どもの状態をどこまで見極められる

かということに尽きると私は思っています。子ども

の発達の状況は客観的におさえることが重要だと改

めて感じています。

聴覚障がい教育においては、日常生活の中で会話

の意味を受け止めること、形式ではなく「意味」を

受け止めること、相手の心の中はどうなんだろうと

考えながら会話すること、そういった力をどうやっ

て形成したらよいのか。それから「自分の言葉」と

いうことになりますが、主体的に「その意味はなん

だろう？」と想像し探っていく。そして、自分の言

葉でこういうことなんだなと頭の中で組み立ててい

くことについて、もっと先生のあと押しが必要です。

あの子がこう言ったと相手の言葉をそのまま言えば

いいというのではなく、それは結局こういうことな

んだと子どもが自分で自分の言葉で作り直していく

という努力をうんと進めた方がいいと私は思います。

それがその子の個性になります。

 それから常に話している相手の背景、どうしてそ

ういうことを言ってくれたのかと相手の気持ちに思

いを馳せることが大事です。これはまさに関係性を

保つ上で大事なことです。ですから、「どう思った？」

などと子どもの意見を聞くことは大事です。「そうい

う私はこう思ったよ。」と折にふれ指導者が返してい

く。つまり、コミュニケーション、会話というもの

は相手あって成立するものだということを聾学校に

いる時期にていねいに教えていく必要があります。

 言語のことになると自立活動にも関わる話になり

ますが、どちらかというと「形式」を教えることに

なります。言葉は場と状況によって使い分けをしな

くてはいけません。どうしてそういう言葉遣いをし

なくてはいけないのかという「意味」がわかる。つ

まり状況を理解すること。それから実際に理解して

それを「運用」できること。この「形式」「意味」「運

用」の３つが揃って初めて言語コミュニケーション

が成り立つということは言語学ではよく言われるこ

とです。具体的な話をひとつしますと、言語面で「語

彙」という言葉があります。言葉を広げましょう、

言葉を増やしましょうと。これは高等部の先生も毎

日なさっている学習活動だと思います。例えば、「取

る」という言葉には「選ぶ」という意味があります

が、それは高等部では「選択」という言葉をしっか

り身につけてほしい。子どもは「○○取って。」で終

わってしまいます。そこは「選択」という言葉が浮

かぶようになってほしい。「来る」「来たよ」という

言葉には「集まる」とか「群がる」という意味があ
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りますが、その場に適した言語表現に置き換える必

要があります。「大きな声」と言っても怒鳴っている

のか叫んでいるのか状況に応じてその場に合う言語

表現をする必要がありますが、「あの子大きな声で言

ってたよ。」というのがどういう状況なのかわかるよ

うな的確な表現をするということが発達段階に応じ

てできるように。これは高等部だけの問題ではなく

幼稚部からの話なのですが、「来る」とか「行く」と

いう基本語で済ませているのではないか。実は、「行

く」｢来る｣という言葉についてこの指導法がベスト

だという方法はまだ聾教育では見出されていません。

それくらい大変な概念です。いろんな発達段階に応

じた言葉の意味を突き詰めることが大事です。それ

から社会で使う用語、これは高等部では社会に出る

お子さんを教えていらっしゃるので、新聞等の情報

は適宜生徒に話されていると思います。しかし、小

中学部ではそれほどではない。それどころではない

ということだと思います。例えば、TPP の話、安保、

紅葉真っ盛り、などの言葉が日常的に先生の口から

出てくることが必要です。それで生徒に類推させる

ことです。そういういうふうにいつも子どもたちが

想像することで言語獲得に対する意識を高めていく

のです。

相手の思考を類推するということに関わりますが、

まとまって話をするのが難しい、時系列でていねい

に区切るのが難しいという問題があります。現象を

羅列的に言う。現象の意味を想像しながら話すこと

が重要になりますが、例えば「先生は帰宅が遅い。」

と聞いた時に、子どもたちの中で「先生は仕事が多

いから帰宅が遅いんだ。」と間の言葉が頭に入って解

釈したり、また別の解釈をしたりしているか。子ど

もが眠そうな顔をしているときに「昨日、遅くまで

勉強したみたいだよ。」と想像して言う子どもとそう

でない子どもとでは全然違います。いつも現象面に

対して想像力を働かせることを普段の会話の中です

ることが大事です。

 これまで、聾学校での言語活動というのは「キャ

ッチボール」という言い方をしました。子どもと親

御さん、親御さんと先生の間のキャッチボールです。

高等部段階では複数のお子さんがいて、いろんな考

え方を自分の中に取り込まなくてはいけない。その

中では 1 対 1 では間に合わない。自分の考えがあの

子に移り、その子がこっちへ移り、こういうところ

ではキャッチボールはしていられない。バトンタッ

チです。ずっとバトンの先を見ていないとこの話ど

こへ行くかわからないというくらい、想像や状況を

ネットワーキングを広げていくようなことが大事だ

と思います。その中で初めて聞いたことを確認した

り、前に発言したことが間違って伝わっていないか

を再認したりする。そう言う意味では、授業という

のはまさにこういう場です。小学部・中学部では 1

問１答の形が結構あって、そこには先生がまとめて

確認してシェアすることの良さがありますが、高等

部では可能な限り先生と子どもたちでバトンタッチ

するような活動が必要だと思いました。

 表現形の広がりということで少し昔話をします。

私が初任で勤めたのは釧路聾学校でした。その時に

ある先輩からこんなことを言われました。運動会で

整列をする時に、きれいに並んだ生徒に対してその

先生は「よろしい。」と言いました。私にはその言葉

は違和感があって「小学生に『よろしい。』と言うの

はどうなんですかね。」とその先生に言ったら、先生

は「子どもたちは、小さいうちは『いいよ。』とか『や

った！』と言うが、社会に出たら上司からは『いい

よ。』とは言われず『よろしい。』と言われるだろう。

だからその言葉を早くから教える方がいいのです。」

とおっしゃいました。私は合点がいかなかったのを

覚えています。聴覚障がい者に対する語彙の入れ方、

表現形に対するその先生のとらえ方もあったのだと

思いますが、今はそんなことを言う人はいません。

子どもが社会に出るに際しては、相手の理解、相手

の知識ということに対してしっかり認識しなくては

いけない。相手が誰であろうが言う、ということで

は困るわけです。意図を持った対象については相手

を見て表現を変えるということを当然するわけです。

小さい言葉ですが「○○をください。」「ちょうだい。」

と言って伝わるのは小さいうちだけです。「○○を頂

いてもいい？」と言うと意味は同じだけれど相手が

変わったり状況が変わっている。「○○っていいな

あ。」と言うと意味は「ください。」「ちょうだい。」

なんですが、表現が変わる。

例えば、お菓子を持って手を後ろに隠した絵に「私、
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食べてないよ。」という吹き出しをつけたら、私たち

はその言葉を額面通りには受け取りません。後ろに

持っているものは何だ、ということになりますよね。

表現的には「食べてないよ。」と言っていても、いや

いやあの子は後ろに手を回しているから何か後ろめ

たいことがあると思わないといけない。表面的な理

解ではなく、背後にあるものをいつも考えている。

状況によって考えている。それがあるかないかで全

然相手の態度が変わってくる。これは幼児期によく

あることです。

 結局、幼児期に聞き洩らしが多いことが積み重な

ってきているのです。これがいろんな意味で子ども

たちの評価が変わってくる原因だと思います。情報

保障の話をずっとしてきましたが、小さいうちから

の聞き洩らしのせいで理解の不十分さというのが残

っている可能性があるのです。そういうところでは、

それをできるだけカバーするように詳しく説明する

とか、その場にぴったり合った表現を探すとか、言

葉に対する意識とか方略を持っていることがとても

重要になってきます。これはメタ認知と呼ばれるも

のです。自己評価というものが重要になってくるの

です。こういうことをていねいになさってきた先生

もいらっしゃいます。それを受けて頑張っておられ

る方も多いですが、まだまだ不十分なところもあり

ます。保護者の方々からお話を聞くと、意外に｢言葉｣

に対してあまり昔ほどは悩んでいなくて「まあ何と

かなるでしょう。」くらいの話が多くて心配なことが

あります。こういうことを伝える機会はあまりない

のですが、最近とみに言葉は大事、言葉あってこそ

の授業だという思いが強くなっています。

 障がいの認識ということについても考えてみまし

た。障がい認識という言葉も自立活動等では重要だ

ということになっています。ヘレン・ケラーがどう

いうふうに自分を受け止めたかについて語ったとこ

ろでは、「孤独感」「差別感」ということを言ってい

ます。聞こえないということにはいつもそういうも

のがつきまとっていたと。聾学校は情報保障で、あ

るいは配慮の面で結構整っているということは実際

あります。ただ 100%その子に伝わっているかどう

かはわからない。例えば、Ａちゃんにはすごく伝わ

ったとき、Ｃちゃんは「うん、いいね。」と言ったと

しても本当にそう思っているか。もしかしたら孤立

感を覚える子がいないだろうかという懸念がありま

す。通常の学校から聾学校の高等部に入ったお子さ

んと面談し、通常の学校ではどうやってきたのか話

してもらうと、たいていこの孤立感のことを言いま

す。補聴器も装用し、情報をとらえているつもりだ

ったのだけれど、肝心の時に１テンポ遅れる。その

時に「何？何？」と積極的に聞けなかった。そうい

う時に《私は入っていけない。》と思ったと言うんで

すね。そこが聾学校に入るきっかけになったと言っ

たお子さんがいます。私はその時、正直言って「こ

んなに力のある子でもいつもそういうふうに思って

いたんだな。」と思いました。やはり聞き洩らしがあ

るとき、また発達段階によっては情報をたくさん知

りたい、見たいと思う多感な時期があります。その

ときにこそ、そう感じる子もいます。聾学校では情

報保障が整っているとしても、もしかしたら子ども

にとって情報が漏れていないか、それによって子ど

もたちが沈んでいないか、ということをいつも気に

しておくほうがいい。そのためにどうすればいいか

という話になりますが、まず子ども自身がそういう

自分を理解することが大切です。

障がい認識のひとつの大事なところは、自分に向

き合うということはどういうことかを考えることだ

と思います。自分を理解するということは、他者を

理解するということに他ならない。自分と他人は違

うのだという理解と自分のなすべきこと、自分はこ

うであるということについては「アイデンティティ

ー」という用語で論文もたくさん書かれていますが、

そういう自己認識を深めることはとても大事なこと

です。ICT 機器がこれからどんどん進むでしょう。

そう言う時の情報の取り方については、もしかした

ら子どもによってかなり差が出てくるかもしれない。

言語力の差なのか、そうでないところの差なのか。

自分の得手不得手というか自己理解からも発生する

可能性があるということも考える必要があります。

公教育なのでどの子にもフラットな情報ということ

が当然あるべきですが、こういうことも心に留めて

おくべきです。

 障がい認識については、自分をコントロールする

ということに尽きると思います。さきほどアイデン
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ティティーと言いましたが、その意味は自己を肯定

的に見るという概念形成ということだろうと思いま

す。障がいの有無に関わらず、誰にでも自己に対す

る諦め、我慢しなければとか、不満とか不当感とか

いったマイナーなネガティブな気持ちがあるわけで

す。そういうところから肯定的な自分を見つめてい

く力をどのように形成するかということが、これか

ら大事になってくると思います。

そういう中で、コミュニケーション手段が聴覚障

がいの場合は手話コミュニケーションが大きくなっ

てきます。全国調査によれば、小学部などの低年齢

の学年も含めて手話研修をまったくしていない学校

はありません。ただ、子どもの手話の読み取りが難

しいという先生はけっこういます。自分たちの使っ

ている手話が伝わっているかどうか自信がないとい

う先生もけっこういます。手話を使っているという

のは事実なのですが「《手話＝理解》ということには

ならないかもしれないが、しておいたほうがいいか

な。」というぐらいのことは思っているという程度で

す。ですから、手話研修が広まってはいますが、そ

れ自体で子どもたちの認識や理解が格段に伸びてい

るとはちょっと言い難い現状があります。やはり子

ども自身が手話は自分にとって必要なコミュニケー

ション手段だと思わなければなりません。そのため

には日本語の力をどこでどうやって育てるかという

ことがとても重要になってきます。

それから、環境調整ということでは周りに対する

訴えとか願いとかは当然言うべきだし、あるべきだ

と思いますが、自分でも努力するという気持ちを育

てたいと思っています。自分で障がいをコントロー

ルすることが非常に難しい。障がい認識の中の大切

な指導目標になりえるだろうと思います。

さきほど言ったように、子どもの実態は毎日変わ

ります。行ったり来たりです。私はやはり長期的な

目標と短期的な目標をもち、子どもたちの先を見つ

けていきたいと思っています。

障がい認識とは『自らの障がいを考える力を育て

る』ということになると思います。先ほどトラブル

シュートという話をしました。子どもはトラブルが

ある中で本気になって悩んだり、回避するため努力

すると。その意味では「抵抗」があることも大事で

あるという話をさせてもらいました。私の考えはい

まも変わりませんが、無駄なことをなくしていく「効

率化」ということがよく言われますが、無駄なこと

も経験させたいと私は思います。無駄があって初め

て「こっちのほうがいい。」ということがわかるはず

です。そのための時間を学校で持たせてやりたい。

小学部の話ですが、聾教育では「アドリブを利か

せる」ということが大事だという話がありました。

それが重要だと。子どもにある程度あずけて「どう

なるかわからないけど、みんなでやってみなさい。」

と任せた方が子どもは本気になって先生に話しかけ

てくるからとおっしゃった先生もいました。車にも

『遊び』がありますね。『遊び』のない車は危ない。

同じように、学習の中でも『遊び』が必要なのです。

ＩＣＴ活用の中でも『遊び』があったほうがよい。

そうすれば、もっともっと子どもの自由な発想が生

まれ出る可能性も高いと思います。

授業のことでは、幼稚部、小学部、中学部、高等

部と学年が上がるに従って情報量が増えます。そう

すると当然、教師主導になってきます。しかし、そ

の中でも話し合う、話しこむ、という時間が欲しい

と思います。先ほど、授業の終わり 5 分でまとめを

すると言いました。あれも先生がまとめるのか、子

どもが代表してまとめるのか、ということがありま

す。最初の「ねらい」「授業の目標」に即して子ども

たちが発表し合うなどの活動も大切だと思います。

聾学校において 50 分間の授業を 1 年間積み重ねれ

ば相当な時間になるわけです。このまとめるトレー

ニングをするかしないかで、けっこう大きな違いが

生まれます。高等部などにおじゃました時に、たま

に「前の時間、何を勉強したの？」と生徒に聞くこ

とがあります。そうするとスパッと言う子がいます

し、これと言って教科書を見せる子がいたりします。

そんなことで何回かその学校におじゃまして、明日、

原田が来るらしいとなったら生徒の行動が変わる。

子どもたちは相手のことを考えて行動調整ができる

わけですが、それは自らやるか、あるいは誘われて

やるかについては大きな違いがあると思いました。

私の話はだいたい以上ですが、研究所の者が ICT

に関わってあちこちの学校を見学してきたので、そ

の報告書を読んでほしいと言ってきました。だいせ
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んのものではありません。ICT の使用例としてお話

させていただきますが、教育旅行という話があり、

子どもたちにリアルタイムの学校便りを作らせよう

ということになって、旅行先から先生向け・保護者

向け・後輩向けに写真を撮って送ることを子どもた

ちに任せたという話なんですね。

結局子どもたちに任せていると、とりとめのつか

ないものになってしまう。外で活動させるときに、

ただ機器を持たせるだけでは難しくて何のためにそ

れをやるのか、面白おかしくやるのではないという

ことがわかっていないと遊び感覚でやってしまうの

で、やはり、小さい時から ICT の機器を使うルール

を教えないとまずいのではないか。遊んで機器を壊

すという時期もあるけれど、それだけではなく、情

報を発信することには責任が伴うということも教え

なければいけないということが報告されていました。 

それから、いまけっこう他の学校で使われていて、

保護者の間で流行っているのが筆談アプリです。画

面の半分ずつが自分と相手向きになっているもので

すが、病院などで有効活用されているとのことです。

あとは、研究協議でタイの話がありましたが、海外

との情報収集や通信に役立てているのも ICT 活用

の一例です。ひとつの提案ですが、ICT が各学校で

充実してきていますので、聾学校の子どもたち同士

で、例えば修学旅行などで訪問先の聾学校の友だち

と会う時間を作ったりすることで、自分たちの機器

が生活に直接役に立っていることが感じられるよう

な活用も考えてはどうか。修学旅行で訪れた先で子

どもたちの交流の場面に使うなど、目的を持ったと

ころに ICT を使っていくことで子どもたちは関心

を持って力をつけていくと思います。

最後に、ICT はこれからどんどん発展するとみな

さんも予想されていると思います。ただし、情報収

集の力や適切な情報の活用、内容についての判断を

する力は子どもによってまちまちです。そういう意

味では、言葉の指導が本当に大事になると思います。

幼稚部からずっと言語指導を行っている聾学校です

が、これからますます ICT 等の文字情報が充実され

るにしたがって、的確なあるいは瞬時に情報を取る

力を子どもたちが身につけなければ、ますます子ど

もたちの間で差が開く可能性があります。そういう

意味ではやはり発達段階における言語指導は大事だ

ということを確認しておきたい。そして、私たちに

は ICT を活用することで専門性をバージョンアッ

プする責任と役割があるということも併せて確認し

ておきたいと思います。まとまらない話になりまし

たが、私の言いたいことは、ICT を使うことは大事

だということを踏まえたうえで言語指導ということ

をきちんと考えていきましょうということです。 

（2015.11.6） 

注 解

＊１ 1958 年 カリフォルニア州立大学（California State 

University）システム系列の 23 大学の内 15 番目に

設立されロングビーチ校に次いで 2 番目、カリフォ

ルニア州の全大学の中で 4 番目の規模を誇る。聴覚

障がい研究という学科があり、キャンパス内に障害

センター（Center on Disabilities）がある。障がい

学生の受入れも積極的で聴覚障がい者は A S L を取

得していれば入学可能。個人が必要とするケアが大

学から提供される（手話通訳、ノートテイク、点字

の教材等）。現在 1,000 人（聴覚障がいは約 200 人）

ほどの様々な障がいのある学生が在籍。障がい者向

けの高等教育機関としてギャローデット大学と並び

高く評価されている。2006 年 6 月アメリカ国立科学

財団が全米 550 以上の大学で博士号を取得する意思

のある大学院生に対して行った調査では、CSUN は

全米で 2 位にランキングされている。2015 年現在、

学生約 36,000 人、教員約 4,000 人が在籍している。 

＊２ 障がいに基づく差別の明確で包括的な禁止を確立

する法律（連邦法）。 
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２．講演会資料
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Ⅶ 編集後記

平成２５年度よりスタートした学校経営推進費事業「全ての教室で ICT」ですが、本誌の原稿を校正 
していて「この三年間でよくぞここまでやってきたな。」というのが実感でした。また、この事業で初

めてタブレット端末に触れることになり、初年度の冬休みに iPad をいろいろと試し試し触っていたこ 
とが昨日のことのように思い出されます。私よりも遥かに若い生徒たちは iPad をすぐに使いこなし、 
しまいには自分のスケジュールを iPad で自己管理する生徒も出てきました。 
この三年間、事業を推進するにあたり、下記の『「どこでも ICT」プロジェクト・メンバー』と情報 

部が先頭に立って頑張ってまいりましたが、この３月をもってプロジェクトは解散します。

今後は情報部と各学科・教科が中心となって、ICT 機器を活用した教育活動のさらなる充実と発展を 
図っていきます。

本誌は、だいせん校のこの三年間の取り組みをまとめたものですが、これから ICT 機器の導入をはじ 
め ICT 環境の構築に取り組まれる関係学校の皆様には、この小誌が少しでも参考になれば幸甚です。 

Ⅷ 「どこでもＩＣＴ」プロジェクト・メンバー

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

教 頭 貴志 英彦 林田 健祐 林田 健祐

首 席
松田 一平

井筒 文彦
松田 一平 寺尾 克彦

情 報 部 加藤 智亮
加藤 智亮

高田 佳彦
加藤 智亮

研 究 部 世森 健司 寺尾 克彦 野間 隆雄

国 語 科 生駒 孝之 生駒 孝之 番匠谷 直弥

社 会 科 福森 玲子 上田 大輔 上田 大輔

数 学 科 田所 大昂 田所 大昂 世森 健司

理 科 石川 準也

英 語 科 石津 和大
石津 和大

前堀 薫
石津 和大

芸 術 科 寺尾 克彦

重複障がい学級 村田 千珠

工業テクノロジー科
南 普也

和歌崎 信行
加藤 智亮 高田 佳彦

情報

コミュニケーション科

北池 寿行

阪口 洋子
阪口 洋子 阪口 洋子

ライフ・サポート科 中野 尚子 中野 尚子 木村 美幸
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