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〈創刊に寄せて〉

巻 頭 言
竹田 契一
大阪教育大学名誉教授・大阪医科大 LD センター顧問
「英語教育ユニバーサルデザイン研究学会ジャーナル創刊号」の発刊おめでとうございます。
英語教育に携わる様々なバックグランドの先生方によるジャーナルの今後が非常に楽しみになり
ます。COVID-19 により研究会活動も制限されるなか 200 名の会員の皆様の今後の研究に期待してお
ります。
2007 年度から全国一斉に始まった特別支援教育では，担任や支援学級の教師は教育的ニーズの高い
LD/Dyslexia などの子ども達に対して「どこでつまずいているのか」をしっかり把握し，個に応じた具
体的な教育支援をすることが期待されてきました。しかし発達障害が背景にある「読み書き障害」の
場合，単なるケアレスミスで読めない，書けないのではなく，聴覚面の音韻意識（認識）の弱さが関
係していることが多く，指導に高い専門性が要求されています。
LD/Dyslexia では，読み書きの基礎となる decoding 能力（文字から音への変換の正確さと流暢さ）
に問題があるために，文字と音（音韻）が対応するひらがなの読み書きに障害が生じ，単語や文章が
スラスラ読めない子ども達が多くみられます。
米国の LD/Dyslexia の発生頻度は小学生全体の１０%を超え深刻な教育問題になっています。
各州に
ある LD に特化した小中学校では，小学校低学年に毎日数時間音韻意識（認識）を鍛える phonics トレ
ーニングがプログラム化されているため高学年になると読み書きの障害は明らかに軽減されています。
2020 年度からの新学習指導要領により小学校 5，6 年の英語が教科化され「読む」
「書く」が入って
きました。しかし中枢神経系の障害が背景にある LD/Dyslexia の子ども達にとって，聴覚系の decoding
能力をしっかり押さえた指導が入っていない現在の小学校英語教育は「英語に親しむ時間を増やす」
どころか益々英語嫌いを増やす結果になっています。
日本語という母語学習にも苦手意識が強く国語が嫌いな子ども達への英語教育の今後のあり方を
真剣に検討する時期が来ているのではと考えます。LD/Dyslexia があるため日本語もままならない状態
の子ども達に対する新しい英語教育の提言をぜひ当英語教育ユニバーサルデザイン研究学会でやって
いただきたいと思います。これからの貴研究学会の発展を祈ってやみません。
（たけだけいいち，学会特別顧問）
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ディスレクシアの周辺
― 神経心理言語学研究から見えてきたこと ―
井狩 幸男
大阪市立大学名誉教授
はじめに
この度は，
英語教育ユニバーサルデザイン研究学会誌創刊号のご発刊，
誠におめでとうございます。
この記念すべき第 1 号に拙稿を書かせていただくことに非常に感謝しています。本学会の目指す処と
神経心理言語学の研究成果から得られる知見で共有できる部分が多いことを，心より願っています。
以下では，ディスレクシアの研究と応用を促進する上で有用と考えられる新たな視点を紹介します。

1 言語の処理過程
言語を対象とする研究分野において，言語処理は，インプットからアウトプットへ進むことが前提
とされてきた。ディスレクシア研究も例外ではない。他方，言語情報が耳や目から入り処理される際，
脳内で既に受け入れの準備が始まっていて，関連情報が活性化していることは，あまり知られていな
い。図 1 は，知覚処理におけるボトムアップとトップダウンの見解を示している。この事実を踏まえ
ると，ディスレクシアの人は単に読むのが苦手というだけでなく，脳内で関連情報を立ち上げるのが
難しい可能性があることを考慮する必要性が見えてくる。

図 1 知覚処理に関する従来と最新の見解 (セス, 2019)
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上述の考察から，
ディスレクシアを含めて言語習得が苦手な子どもの言語運用能力改善のためには，
字を読む練習もさることながら，
字をなぞる練習を増やすことが効果があるのではないかと推察する。
そうすることにより，脳内に記憶された情報を使って外からの言語情報を照合するという，分析とは
別の処理が実行され，外部入力の受け入れ準備を整え，わかることにつながる可能性が考えられる。

2 右脳と左脳の機能の違い
一般に，右脳は全体処理で，左脳は分析処理が優位と言われている。図２はこの考えを示している。
他方，筆者は，この分類に多少疑問を感じている。その根拠は，言語データを処理する際に，左脳で
も全体処理が実行されていることを示唆する研究が増えてきていることに依る。
そのことを踏まえて，
現時点では，右脳と左脳の役割について，右脳は並列処理，左脳は直列処理に優位と捉えるのが妥当
ではないかと考えている。

図 2 右脳と左脳の機能図（坂爪, 2011）
この問題を考えるに当たり，言語情報をアナログとデジタルの視点から眺めることも意味がある。
聴覚情報であれ，視覚情報であれ，言語情報が脳外にある限り，それはアナログ情報である。即ち，
連続して切れ目がない状態である。その一方で，アナログ情報が脳内に取り込まれるとデジタル情報
に変換され，分けることができるようになる。その結果，言語情報は全体処理から分析処理に進むこ
とができる。この仮説に基づくと，全体処理から分析処理への移行は，右脳でも左脳でも起こってい
る可能性が高い。この全体処理と分析処理の関係は，注意とも密接に関係する。注意が向くためには，
全体処理から分析処理へのスムーズな移行が必要になる。ディスレクシアの場合，この移行に支障が
あるため，細部の情報を把握しにくい可能性がある。また，全体処理から分析処理への移行過程で，
前頭前野が重要な役割を担っていることにも留意する必要がある。
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3 気づき
ディスレクシアに限らず，言語習得において，気づきの果たす役割は重要である。この気づきは，
従来，対象に注意が向き，意識されることにより生じると考えられてきた。ところが，気づきの正体
は必ずしもそうでないのではないかというのが，筆者の見解である。実際には，意識した時に，既に
気づきは終わっていると考えられる。我々が意識するまでに，0.5 秒かかることが，最近の脳科学研究
からわかっている。意識の定義によっても意見が分かれるところだが，気づきとは，関係する神経回
路網において瞬時に起こる再編成過程で，意識されることはないというのが小生の立ち位置である。
我々が気づきと呼んでいるのは，該当する再編成過程を後から意識し，言語化しているに過ぎない。
これを示したのが図 3 である。上段は気づきが起こる過程を表し，中段は既存の気づきの過程を，
下段は脳科学研究における気づきの過程を，それぞれ示している。
予測 →

注意 →

意識

→

気づき

関係部位
左脳

意識

意識化

あり

意識

無意識

自動化

なし

無意識

右脳，左脳
小脳

図 3 気づきの過程 (井狩, 2021)
気づきが無意識に実行される神経回路網の再編成過程であることが理解されると，
次の段階として，
ことばを使い，意識させる指導法が果たして有効かどうかを教員が再検討する必要があると考える。
そして，気づきが，必ずしも言語を介する必要がないことを理解した上で，何らかの法則性を生徒に
気づかせる工夫が求められる。気づきを起こしやすくするためには，抽象的なものよりも具体的なも
のを扱い，五感と身体の動きを使うのが有効である。分かったという実感の積み重ねが，分けること
を促すと考えられるからである。

おわりに
上で紹介した見解は，既存の概念や知識と照らし合わせて，中々受け入れられないかも知れない。
しかし，実体を正確に把握できるまで研究を推し進め，原因を究明することがなされないと，問題の
本質は解決されない。これは，自然科学研究に限らず，人文科学研究においても同様である。今後，
関連分野の研究がさらに進むことが期待される。

引用文献
井狩幸男. (2021). 「言語習得過程におけるインプットとアウトプットの再考 ― 脳科学研究から得ら
れる知見に基づく一考察 ―」 『英語教育開発センター紀要』第 3 号, 1–14. 大阪市立大学英語
教育開発センター.
坂爪一幸. (2011). 『特別支援教育に力を発揮する神経心理学入門 』 東京：学研教育出版.
セス, A.K. (2019). 「脳が「現実」を作り出す」
『日経サイエンス』 12 月号，41–49. 東京：日経サイ
エンス社.

（いかりゆきお，学会顧問）
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学会誌 AUDELL Journal 創刊に寄せて
難波悦子
セルム児童英語研究会
英語教育ユニバーサルデザイン研究学会学会誌 AUDELL Journal 創刊おめでとうございます。
私はセルム児童英語研究会という民間の研究会に所属している難波悦子と申します。私は英語教授
法を学ぶこともなく，家で近所の子どもたちに英語を教えるお母さん先生でした。自分が学校で教え
られたように子どもたちに英語を教えていました。2018 年 6 月に創設された英語教育ユニバーサルデ
ザイン研究学会は，英語教育の研究者だけでなく，現場の先生，学生，児童生徒の保護者，教材開発
者，出版社，そして私のような民間の英語教育関係者など門戸を広く開けて歓迎しています。インク
ルーシブ教育を考えるにあたって，この多種多様なつながりから新しい英語教育のあり方が生まれる
のではないかと期待しています。そして学会誌の発行により，世の中により広く発信の場が広がるこ
とでしょう。今後の学会の発展を心より祈念いたします。
私が児童の英語教育に指導者として関わり始めたのは，1955 年です。そう，小学校で外国語が導
入されるよりも半世紀以上も昔のはなしです。日本の英語教育は，決して学校での導入が始まるまで
白紙状態だったわけでも，小学校を中心に回ってきたわけでもありません。
「英語を学びたい」という
声に応えてどのようにすれば子どもの英語力が向上するだろうかを個々の指導者が四苦八苦して考え，
現場の知恵として開発や改善が重ねられてきた教材や指導法の積み重ね，いわゆる民間の英語教育史
があります。松香フォニックスなどもそのひとつですし，私が開発した B.B.カードも開発当時から今
もなお個々の子ども達に寄り添う学習法の研究を続けています。こうした「民間教材」と言われるも
のは，学校現場で行われている英語指導法とは大きく違うこともありますが，
「成果がでなければ生徒
は去る」という市場原理のなかで，
「子どもたちが楽しみながら英語を身につける」ことに正面から向
き合い，淘汰されてきました。
さて近年，小・中学校で「子どもが英語が苦手になるのは，子どもの努力不足（や怠け）だからだ
ろうか」という声を聞くと，
「そうではない」と思う理由があります。私が指導を始めて十数年後に遭
遇したエピソードを紹介します。ある日小学 5 年男子 5 名が，その意味も分からないまま，日本語の
「ことわざ」をいくつ知っているか競い合っていました。それはあたかも無意味なおまじないをいか
に早く正確に言えるかを披露しているかのようでした。これをヒントに「日・英のことわざ」カード
を夫々作りカルタをしたところ，どちらの「ことわざ」もたちまち覚えてしまいました。いわゆるト
ップダウンの音声的な活動を「遊び」とすることで何度も繰り返し，覚えてしまいます。
「英語学習に
不器用なのは決して子どもたちの努力不足のせいではない」ことに気づかされた衝撃的な出来事でし
た。
日本では教授法に関係なく，英語学習と言えば，どれも例外なく先ずはアルファベットに始まり，
身の回りの易しい単語，簡単な文，そして難しい単語，複雑な文へと積み上げ方式で，しかもスプー
ンフィーディング式に少しずつ教授されるのが普通です。しかし子どもはことば遊びを初め，真似を

5

AUDELL Journal, 2022, Vol. 1

しながら言葉で遊ぶことはとても楽しんで行います。
「勉強は大嫌い，記憶するのは大の苦手」という
多数群の子どもたちがゲーム感覚で学べるよう試行錯誤して出来上がったのが「B.B.カード」です。
多くの構文的要素を含んだキーセンテンスにリズムの良いライミングを取り入れ，文字につなげるた
めのフォニックス的な要素も背後に潜ませながら，トップダウン方式で導入します。
子どもたちは「カードで遊んでいる」と思っているのも人気のひとつでしょう。B.B.カードと従来
の教科書との違いは，教科書はユニットごとに「終わる」のですが，B.B.カードは終わりがなく，子
どもの「拠り所」として英語力の向上を助けます。子どもたちが苦手とされる「作文」も，拠り所と
なる文から類推しながら，新しい語句に置き換えて自作のお話を作ることができます。

BB 大会：小学 1 年～中 2 混合 BB 歴：1 年～4 年

小学 6 年生 男子 Naoki

BB 歴

4年

時代の移り変わり，環境の変化とともに子どもたち自身も多様に変化していきました。これまで数
万人以上の子どもたちが B.B.カードでの英語学習を行い，数百名の B.B.メソッドユーザーがいます。
このように民間では多くの人に活用されている B.B.カードですが，学校教育現場や研究者の方には否
定されることもありました。
「先行研究の裏付けがない」
「あなたの経験による主観的な意見」との言
葉に悲しい思いもしました。ですが，一方で出会いもありました。2014 年に『こども英語みほん市』
という，長年指導法を磨き上げた民間の児童英語指導者を一同に集めた，当時はとても画期的な学び
の機会がありました。主催者は「民間の児童英語は，“授業のネタ”では終わらない，日本の児童生徒
の学びのニーズに応えられる指導の宝庫」という，非常に柔軟な考えをお持ちの方でした。
「B.B.カー
ド」誕生後 30 年にして，日本の児童英語現場に目を向け理解しようとしてくださる方に巡り合えた喜
びはひとしおでした。もうお分かりかと思いますが，その方は現英語教育ユニバーサルデザイン研究
学会会長の村上加代子氏です。
インクルーシブな英語教育の実現に向けて，幅の広さ，選択肢の多さは指導の鍵となろうことと思
います。1 人でも多くの子どもたちに楽しく英語を学んで欲しい。そして日本で独自に発展し，成果
をあげている児童英語教材にもっと関心を持って頂きたいというのが，私たち民間の指導者の共通の
願いです。日本には何十年間も実績を上げてきた素晴らしい教材がまだまだ沢山あります。
「日本の児
童英語教育の歴史」や「民間の英語指導法」に関心を持ち，目を向けて下さる方が増えることを期待
しています。
最後に AUDELL Journal が発信する情報が日本の英語教育の改善に多大な貢献をするであろうこと
を信じてペンを置きたいと思います。

（なんばえつこ，学会特別顧問）

6

AUDELL Journal, 2022, Vol. 1

英語教育の未来を照らす学術誌の創刊を祝して
納富 恵子
福岡教育大学学院教育学研究科（教職大学院）名誉教授
「英語教育ユニバーサルデザイン研究学会ジャーナル創刊号」発刊に際し，お祝いの気持ちを込めて
ご挨拶させて頂きます。
私は，精神科医を経て教員養成大学で 30 年間発達障害のこどもたちの理解と支援や保護者のニー
ズの研究を行ってきました。臨床を通じ，発達特性に気がつかれず，学校でも家庭でも苦しみ，さら
には不登校や問題行動などの二次的課題がおこることに気づきました。反面丁寧な子ども理解をご家
族や教師の方々と共有することで，子育てや学級経営や授業が変わり，生きることや学びが大好きに
なることにも精神科医として気がつきました。
なんとか大切な環境である教師の理解を進めたいと教員養成大学の教員となり，学生や大学院生と
大学のセンターでの指導や，教育現場へのコンサルテーションを続けました。特別支援教育の学校教
育の位置づけによって，先生方への研修がすすみ，ADHD や自閉症のある子どもには，理解が進みま
した。ところが，LD のこどもたちは，教師に見逃されやすいことが分かりました。
その理由は，大きく 2 つあるのではと考えています。まず，指導者は学習の成功者であり，自分の
成功の方法で指導しがちです。LD のこどもが，努力していない，頑張りが足りないと見えてしまい
ます。LD の正しい理解と指導者のリフレクションが重要になります。
もうひとつは，多様性に寛容でない学習環境で学ぶと，子ども自身が，自己理解が難しくなり，困
っていないとカモフラージュを行うことがあります。反抗的に見える行動をとったり，問題行動を起
こしたりすることもあるでしょう。そうすると指導者には，ますます，実態や心情が見えなくなりま
す。
特に英語は，小学校でも外国語活動や教科化が進み，中学校では週に 4 日は，学ぶことになります。
この英語が，こどもたちにとって分かる，できる，もっと学びたい教科になると，学校生活も楽しく
なるでしょう。多様な文化に触れ，自国の良さにも気づくことができる英語教育は，多様な他者との
対話を粘り強く続け，協働しながら問題を解決する，協同的な学びの土台ともなります。とても多く
の可能性のある大切な教科なのです。
現在，私は現職教員の大学院生とともに，英語の基礎となるフォニックスを中心に，英語の授業を
学びのユニバーサルデザイン（UDL）のフレームワークで改善し，英語においても自立的な学習者に
育てることができないか，実証を続けています。是非，皆様と一緒に，こどもが笑顔で学べる英語教
育にむけて，本学会で学び続けていきたいと思っています。
（のうとみけいこ，学会顧問）

7

AUDELL Journal, 2022, Vol. 1

〈学会代表より〉

学会誌創刊に寄せて
会 長 村上 加代子
甲南女子大学
英語教育ユニバーサルデザイン研究学会ジャーナル創刊号がいよいよ刊行となりました。本学会の
設立から３年目，念願のジャーナルです。発刊に関わって下さった運営・編集委員の皆様，また本学
会を支えて下さっている会員の皆様方に心より御礼を申し上げます。
「ユニバーサルデザイン」と聞くと，
「授業でどう実践できるのだろう」と最初から全体へのアプ
ローチをイメージし，
「全員にわかりやすい授業なんてあるのだろうか，難しいな」と感じる方が多い
のではないでしょうか。その通りで，ユニバーサルデザインというのは「みんなに効く魔法のような
道具」ではありません。さらにユニバーサルデザインは一つの方法を意味しません。その状況や場面，
対象者に合わせたアプローチであり，
「いま参加が困難な人」の参加を困難にしている障壁（バリア）
を取り除き，元から参加できるように計画・企画する考え方です。
ユニバーサルデザインを提唱した建築家のロナルド・メイス自身に障害があったということをご存
知の方も多いでしょう。彼は高齢者や身体障害者にとって使いにくい建築物を「あらゆる体格，年齢，
障害の度合いに関係なくできるだけ多くの人々」が利用可能であるように設計すれば，誰にとっても
使いやすくなると考えました。当事者としての目を通してみると，躓いてから対応するバリアフリー
では不十分でした。たとえば日本では車椅子の人が移動するためには，あらかじめ手配等をしていな
ければならなかったり，道が凸凹や障害物が多く自力で進むことも困難な道路であれば，誰かに運ん
でもらわなくてはなりません。諦めることも多いでしょう。一人一人が違うのだから，初めから誰も
が参加できるのを当たり前にしたい。そのように元から設計しておきましょうという構想が，
「ユニバ
ーサルデザイン」として社会のあらゆるもの・しくみ・サービス・教育などに広がりました。
教育の現場でユニバーサルデザインを実現するためには，メイスのように「当事者からの視点」も
欠かせません。他人ごとではなく，どのように困っているのか，どこで困っているのかを踏まえた手
立てを設計する，と考えてみてはどうでしょうか。建築物とは違い，授業は柔軟に形を変られる利点
があります。ただしいくら入念に準備をしても，子どもの反応や学習はこちらの予想通りにはいかな
いものです。無理に計画を進めるのではなく，皆が同じやり方，同じペースでなくても良いのです。
文部科学省（2021）の「
『令和の日本型教育』の構築を目指して」においても，
「子どもたちの意欲
を高めやりたいことを深められる学び」として，一人一人の能力や適性に応じた学びの提供が提唱さ
れています。
能力や適性に応じた学びとは，
「みんなが同じように画一的に学ぶ」
ことではありません。
ICT の普及にも支えられながら，個別最適化を当たり前にする教育環境の整備や，子どもに合わせた
柔軟な選択肢の提供がこれからのスタンダードとなっていくでしょう。
「なぜできないのだろう」の答えは，当事者の子どもの中にあります。謙虚に子どもに向き合い，
話を聞き，やってみた小さな工夫の成功が活動や授業のユニバーサルデザイン化への第一歩となるで
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しょう。それを他の子どもに応用したり，他の授業でもやってみる。気づきを他の人と共有するなか
で徐々に洗練されていき，クラスの多くの子にも「わかりやすい」
「使いやすい」ものに発展すると想
像してみてください。
「これがうまくいくかもしれない」と思った明日のリスニング活動，コミュニケ
ーション活動，文字指導など日々の小さな工夫が何よりも大切です。その積み重ねです。
さらに，上の話と矛盾するようですが，個への視点やその子への指導がうまくいくことだけを目指
すのでは不十分です。我が国は，超高齢化社会が進行しているだけでなく，子どもの自殺率が世界一
高く，不登校児・生も年々増加の一途を辿っています。子どもに関わる一人として最も回避したい未
来は，定期テストの点が下がることや単語が書けないこと，勉強ができないことでもなく，
「その子が
不幸な大人になること」ではないでしょうか。子どもからの S.O.S.は十分に伝わっています。選択肢
がなく「これしかない」という状況で生きることは誰にとっても苦しいものです。見方やり方を変え
ればいかようにでもなるという楽観性や多様な選択肢，柔軟な発想・行動は，大人の側にこそ必要か
もしれません。子どもの幸せな未来や，誰もが安心して暮らせる健全な社会の実現を目指し，長期的
展望を持ちながら緩やかに，そしてしなやかに「今」を乗り切りましょう。
本学会誌がその一助となることを祈念し，終わりの言葉とさせていただきます。

引用文献
文部科学省. (2021).「
『令和の日本型教育』の構築を目指して〜全ての子供たちの可能性を引き出す，
個別最適な学びと，協働的な学びの実現〜（中央教育審議会答申）
」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00002.htm
（むらかみかよこ，令和４年４月より武庫川女子大学教育学部）

9

AUDELL Journal, 2022, Vol. 1

特別支援“的”英語教育からの転換
副会長 飯島 睦美
群馬大学
これまで，
「特別支援“的”英語教育」の観点を通常学校，通常学級での指導に取り入れるこ
とが多く議論されてきたように思います。ですが，今，その転換の時が来ていると感じています。
表１は，文部科学省が例年実施する調査「通級による指導を受けている児童生徒数の推移」を示し
ています。こちら 2018 年の資料となっておりますがその数は年々増加傾向にあります。平成 30 年の
児童生徒数の数が急増しているようにこのグラフからは見て取れますが，ご存じの通り，高校での通
級指導は 2018 年度より始まりましたので，それまでのデータは小学校，中学校における通級指導を
受ける児童，生徒数が示されています。通級制度とは，普段は通常学級に在籍し，必要に応じた指導
を通級にて受けるというものです。よって，このグラフに示されている児童，生徒はすべて通常学級
在籍となります。つまり何かしらの難しさをもつ児童生徒がこれだけ多く通常学級に在籍して，授業
を受けているということを示しています。よって，もはや「特別支援教育“的”英語教育」ではなく，
「通常学級における通常指導」という概念でとらえることが必要であると考えます。

表 1 「特別支援教育行政の現状及び令和２年度事業説明」令和元年度発達障害支援の地域連携に関わる全
国合同会議 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課. (2018)
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表 2．
「特別支援教育行政の現状及び令和２年度事業説明」令和元年度発達障害支援の地域連携に関わる全
国合同会議 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課. (2018)

通常学級在籍者で通級に通う児童生徒の数が増えているとすると，特別支援学級に在籍する児
童生徒の数が逆に減っているのではとお考えになった方もいらっしゃるかもしれません。ところ
が，実際には，表 2 に示す通り，特別支援学級在籍者数も年々増加傾向にあります。特別支援学
校の先生方にお伺いしますと，中等部，高等部でもその英語力にはかなり差があることがほとん
どなのだそうです。そういった能力のばらつきのあるクラスでどう英語教育を効果的にしていっ
たらよいのか，と仰っていました。つまり，特別支援学級でもこれまであまり意図的な教育がな
されてこなかった英語教育をきちんとカリキュラム化し，指導の手立てを考えていく必要が生じ
ている，と言えます。この点からしますと，ユニバーサルデザイン教育は，決して通常学級だけ
におけるテーマではなく，特別支援学級においても重要なテーマとなると考えます。
通常学級や特別支援学級に通う全ての児童，生徒に自尊心を持って授業に参加してもらうこと
には，社会的な意義もあります。今後，高齢化が進み，労働人口も減少するばかりです。この社
会を支える人材を輩出するのが教育の重要なミッションの一つです。よって，子どもたち誰一人
として，学ぶことが原因で心折れ，閉じこもってしまうことは避けなければならないのです。日
本の高度経済成長を主導する人材を育てることも教育の大切なミッションです。と同時に義務教
育段階においては，全ての子どもたちが自尊心をもって修了することも日本の未来にとって重要
な将来構想につながるものと考えます。そのために必要と考えられることは，まず，教員へのリ
メディアル教育として，英語学習に影響する障害や難しさに関する知識を持つこと，そうすれば
先生方は目の前の児童生徒にあった指導上の工夫や手立てを考案し，実践することが可能となり
ます。また，学校現場に出る前に，教員養成課程教育のカリキュラムに理論と実践の融合に向け
てのシラバスを配置することも急がれます。
本学会では，学会員の皆さまとともに，全ての学習者を視点に入れた英語教育の在り方や指導
方法について議論し，教育現場に貢献できるよう努めていきたいと考えます。
（いいじまむつみ，群馬大学大学教育センター）
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【研究論文】

公立小学校に在籍する聴覚障害児童への長期的な英語音声指導
A Long-Term Study of Explicit English Sound Instruction
to a Japanese Hard-of-Hearing Pupil in a Public Elementary School
河合 裕美
神田外語大学

KAWAI Hiromi
Kanda University of International Studies
Abstract
本稿は，公立小学校に在籍する聴覚障害児（中度・感音性難聴）が聴覚障害特別支援学級（きこえ
学級）担任から 4 年から 6 年終了時まで受けた「日本語表記を介さない」英語音声個別指導の長期的
な取り組みと検証結果を報告するものである。きこえ学級担任が研究 1 年目（4 年次）から自立活動
として英語音声の個別指導を開始し，教師の発音の口形模倣と注視を徹底させる「見る」態度の育成，
音素認識，口形が分かりやすい音素から次第に難度を上げる発音指導，文脈を使って意味が理解でき
る明示的な指導を行った。2 年目（5 年次）から 3 年目（6 年次）では，きこえ学級と通常学級との外
国語指導連携体制を構築し，学年全体で発音の口形を「見る」態度の育成と明示的な音声指導を行い
ながら，個別指導を継続して実施した。その結果，対象児の英語能力（聴解・発音）が向上し，それ
に伴い当該児童の不安が次第に解消され，さらに英語学習に対して主体的で，かつ，深く学ぶ意欲が
高まった。また，きこえ学級担任の英語音声指導に対する意識が変容し，指導能力が向上したことが
明らかとなった。聴覚障害児に日本語表記を介さない英語音声の指導は十分に可能であり，意味表象
のある単語や文脈のある内容を用いて，児童の知識を高めながらスパイラルな指導を継続することが
効果的であることがわかった。
キーワード： 聴覚障害 明示的な音声指導 傾聴姿勢

1. はじめに
小学校高学年において外国語が教科となった。
「聞く・話す」に「読む・書く」の技能も加わったこ
とによって，英語音声を聴解し，発音し，対応する文字がわかるようになる指導が求められている。
公立小学校には様々な支援を必要とする児童が増加しており，外国語学習においても一斉指導だけで
はついていけずにつまずきを感じる児童への具体的な指導の手立てや支援のあり方が喫緊の課題とな
っている（文部科学省，2012；大谷・飯島・築道・小川，2015）
。支援が必要な児童の中でも聴解が最
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も困難な立場にある聴覚障害児数は，特別支援学校に通学する児童は減少傾向にあるのに対して，通
常学級では増加している（沖津，2016）
。この要因としては，補聴器や人工内耳のような医療技術が急
速に進歩した（土井・宇佐美，2020）ことに加えて，学校教育法の改正や障害者差別解消法の施行に
より，公立小学校に通う障害児に対しても合理的配慮の提供が義務づけられたことが挙げられる。
通常学級内では手話による支援はほとんどなく，補聴器の保障による音声・口話のみである。これ
まで聴覚障害児への外国語指導は，語彙や英文にカタカナ表記をする日本語を介した指導や支援が行
われてきた（松藤・須藤・大杉，2011）
。筆者がこの事実に直面したのは，実践研究活動を行っている
公立小学校で通常学級に在籍する聴覚障害児を支援する教員が，英語母語の外国語指導助手（以下，
ALT と示す）が単語や表現を発音する際や，目標の会話表現を学級児童全員が交流しながら練習する
際に会話相手の児童の発話表現をカタカナで書き示して支援していたのを目の当たりにしたときであ
る。教員にその状況を尋ねた際，
「正直，自分自身英語が苦手で，こうやって（日本語を介して）支援
する方法しか知らないんです」との回答をきっかけに，何とか英語音声を英語音声のままで指導でき
ないだろうかと思うようになった。
そこで，公立小学校に在籍する聴覚障害児への英語音声指導の具体的な指導の在り方や合理的配慮
を検討するために，
「日本語表記を介さない」個別取り出しの指導を長期的に行った。本稿では，きこ
え学級担任が中度の聴覚障害を持つ児童 1 名を 4 年次から 6 年次の 3 年間に渡って取り組んだ指導事
例と検証結果を報告する。

2. 研究の背景
2.1 聴覚障害児の聞こえ・構音・注視の特性
聴覚障害児への英語音声指導においては，聞こえや構音の特性に配慮しなければならない。聴覚障
害児は残存聴力を有し，近年の補聴機器の進歩により補聴器や人工内耳装用児は残存聴力を活用しな
がら，かなり高い割合で語音聴取していることがわかっている（中山ら，2006）
。ただし，低周波域の
母音の聴取能力は比較的良好なのに対して，高周波域の子音では劣る（Oyer & Doudna, 1959）ため，
無声摩擦音の[][]や無声破裂音[][]は聴取が困難であり，//が//，//が//のような異聴の傾向も強
い（長南，2021）
。
構音の特性については，聴覚障害児を対象とした大規模調査（安東・吉野・志水・板橋，1999）に
おいて，小学 4 年生から中学 3 年生の日本語発音明瞭度に学年の有意差はなく，破擦音の「て」と摩
擦音の「す」の明瞭度が最も低く，発音のエラーとしては，
「が→か」
「ば→ぱ」の有声破裂子音の無
声化，
「す→ふ」の摩擦子音の調音点の誤り，
「す→しゅ」の拗音化が顕著であったと報告されている。
永野（2017）は，聴覚障害を持つ生徒にとっては，使用する補聴器の範囲が 125～5000Hz なので//音
が聞こえづらく，さらにサ行の構音は歯裏で息を摩擦させるので十分習得できず，息の量も足りてい
ないと指摘している。一方で，聴取訓練を徹底し，音声情報を活用して傾聴姿勢を育成し，
「意味のあ
る言葉」の中で重度聴覚障害児に構音指導をした結果，発音が改善された症例（森・熊井，2017）や，
--などの摩擦音を含む音節を正確に発音習得した最重度聴覚障害児の症例（板橋, 2004）が報告さ
れている。
母語の音韻意識の発達は日本語母語健常児の場合，就学前に特別な指導を受けることなく自然に形
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成され，
就学後の文字の読みの発達によってさらに音韻意識が発達すると考えられている
（原，
2001）
。
聴覚障害児の場合は，聴覚機器を活用し口話の力をつける聴覚口話法による意図的な指導によって，
聴児よりは遅れるが，
直音については 6～7 歳にかけてほぼ音節分解できるようになることが明らかに
なっている（長南・齋藤，2007；齋藤，1978）
。日本語母語児童の英語音韻認識については，英語の音
韻認識力が向上すると同時にアルファベット知識や語彙知識も発達する（アレン玉井，2009）が，英
語音節区切りに日本語モーラが影響してしまう（Allen-Tamai，2006；池田，2018）ことがわかってい
る。日本語母語聴覚障害児を対象とした英語音韻認識の発達についての先行研究はほとんどない。
聴覚障害児の音韻意識形成のためには，音声による聞き取りや口声模倣のような視覚的かつ音声的
な情報が極めて有効な手掛かりとなることに留意の上，言語指導を進めていく必要がある（文部科学
省，2020a）
。公立小学校聴児 5 年生の英語音素の聴解や発音能力の実態調査を実施した Kawai（2017）
の研究では，日本語にない英語音素は日本語音素で代替して聴解し，それが構音に影響すること，英
語母音が子音に比べて聴解も構音も難しいこと，意味表象の有無が聴解や発音に影響する傾向がある
ことが明らかとなった。さらに，明示的な英語音声指導を継続した結果，児童は教師が頻繁に注目さ
せる音に気付き，
「視覚的な」学習方略を構築し音素の弁別能力を向上させていることが分かった。コ
ミュニケーション手段として手話と音声言語の両方を使用している聴覚障害幼児の教師への視線を分
析した西岡・松村（2017）の研究では，手よりも口への注視が有意に長く，口の動きを見ることによ
って聞こえの保障をしていることが分かった。

2.2 教員の英語指導に対する不安
小学校での外国語指導は，現状においては専科教員が圧倒的に不足しており，通常学級・特別支援
学級ともに指導の中心は学級担任であり，大部分の担任は中・高等学校の英語免許状を所有していな
い（文部科学省，2020b）
。このため，外国語指導を担当する小学校教員の大部分は発音指導や指導技
術に不安を持っている（及川, 2017）
。特別支援学校（聴覚障害）小学部で外国語授業の実態調査を実
施した山澤・小田（2016）は，英語免許を持たないために自身の英語能力や音声を通して外国語を指
導することに不安を抱える教員が多く，発音や発語の方法については，カタカナをふる，フォニック
スの指導法を通じて文字と一緒に教える，口形や唇の動きを大げさに示して真似させるなど，英語音
声指導法が統一されていないことを指摘している。
『聴覚障害教育の手引』
（文部科学省，2020a）には，小学校の聴覚障害特別支援学級や通級におけ
る聴覚障害児への言語指導の際の留意点が掲載されている。しかしながら，授業中の騒音の軽減や情
報保障，全科目に共通した指導の基本的な考え方についての言及にとどまっており，外国語教育の具
体的な指導方法や合理的配慮や支援のあり方は紹介されていない。事例に沿って指導担当教員が外国
語指導に応用していくしかないのが現状のようである。公立小学校に在籍する聴覚障害児に聴児と同
じ質の教育を享受していくために，具体的な外国語指導のあり方や合理的配慮の方策は急務の課題と
なっている。

2.3 研究課題
以上のような背景から，本研究は公立小学校の聴覚障害特別支援学級担任が高学年の聴覚障害児に
個別指導で英語音声を 3 年間に渡り「日本語を介在しない」指導実践した取り組みと検証結果を報告
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するものである。具体的には以下の研究課題を設定した。
研究課題 1. 聴覚障害児の英語能力や発話者の口形への注視時間は変化したか。
研究課題 2. 聴覚障害児の英語学習に対する意識は変容したか。
研究課題 3. 聴覚障害児を指導する教員の英語音声指導能力は変容したか。
研究課題 4. 聴覚障害児を指導する教員の指導に対する意識は変容したか。

3. 方法
3.1 参加者と参加校の指導体制
参加児童は，千葉県内 A 公立小学校のきこえ学級に在籍する他の障害を持たない女児（WISC-IV
IQ116，以下，聴覚障害児 A と示す）で，研究開始当初（2018 年度）は 4 年生であった。A の検査実
施時の年齢は 9 歳 11 か月で， PVT-R 絵画語い発達検査において語彙年齢は 8 歳 9 か月と評価さ
れ，生活年齢より 1 年以上の遅れが見られた。A の裸耳聴力は，右 58.8，左 58.8 の中度で感音性難
聴であり，図 1 が示すように周波数が高くなると聴力が下がる傾向にあった。事前の日本語構音検査
（新版日本語構音検査）では，50 単語 156 モーラ中正しく発音されていると評価されたのは 141 モー
ラ（90.4%）で，破裂音 [,,,]，摩擦音 [,]，破擦音 [,]，弾き音 []がエラーと判定され
ていた。
A は日常生活や学校生活においては，補聴器（PHONAK
Sky-V，デジタルワイヤレス補聴支援システム Roger タッチス
クリーン）を装着している。放課後に英語学習はしていない。
ほとんどの科目を該当学年の通常学級で受けている。通常学級
内では，A の補聴器が音声を受信できるように主に話す教師が
ロジャーマイクを装着し，きこえ学級担任または支援員がそば
に座り，A が授業の理解が難しい場合は言葉を書いて示すとい
う支援を行っていた。通常学級教室内は全ての机やいすにスポ
ンジをつけることで騒音を軽減する配慮を心掛けていた。
指導担当者は，研究開始時点で教員歴 25 年以上のきこえ学
級担任である。特別支援教育が専門であるが，通常学級担任も
図 1．聴覚障害児 A の裸耳聴力

経験している。A 小学校では，きこえ学級担任として聴覚障害
児に構音指導も行っている。本研究開始以前に自治体からの外
国語指導改善研修を受けたことはなかった。

2018 年度に A 小学校に在籍していた聴覚障害児は 5 名で，
きこえ学級担任は各児童の特性に応じた
個別指導を担当し，自立活動の指導にあたっていた。本研究実施までの通常学級内での外国語授業時
の聴覚障害児への支援方法としては，聴覚障害児のそばに座って英語の音の存在を示すために，カタ
カナを使って単語を示す，
わからない単語はカタカナで書いて教えるという方法で支援を行っており，
当該教員は，外国語教科化を前に英語の指導法や支援策についての悩みを抱えていた。
A 小学校は，
文部科学省教育課程特例校として 2008 年度より小学 1 年生より英語を教科として導入
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し，管轄自治体は小中一貫教育を通して，児童・生徒の英語コミュニケーション能力の育成を図るこ
とを推進している。全学年とも通常学級担任と ALT のティームティーチング体制（以下，TT と示す）
で，聴覚障害児が在籍する学級では，基本的に ALT がロジャーマイクを使用し，きこえの学級担任も
しくは支援員が聴覚障害児のそばに座って支援にあたっていた。A が 5 年次には，通常学級 100 名の
うちの 55 名（以下，聴児と示す）が本研究に参加し，同じテストを受験し，質問紙に回答してもらっ
た。
研究 1 年目の 2018 年度から 2 年目の 2019 年度は新学習指導要領への移行期で，A 校のある自治体
では，1 年生から 4 年生までは週 1 回 20 分で年間 17.5 時間，5・6 年生は年間 50 時間の外国語授業が
実施された。A が 6 年生となった 2020 年度は外国語が教科となり，通常学級では年間 70 時間の外国
語授業が実施される予定であったが，コロナ感染症による休校期間が 5 月末まで続き，通常学級の対
面授業は 6 月に開始された。特別支援学級の個別指導は，健常児以上に感染症対策を十分に講じる必
要があったため，9 月に入ってようやく開始された。通常学級の対面授業再開直前に年度指導計画が
見直され，6 年生の通常学級の外国語授業は 65 回の実施計画が立てられた。2019 年度から 2020 年度
において筆者は，きこえ学級や A が在籍する学年の外国語授業年間カリキュラム作成・授業立案・教
材開発を行い，外国語授業を担当するきこえ学級担任・通常学級担任・ALT への授業サポートや音声
指導法についての研修を担当した。2020 年度中は，筆者の所属機関の感染症対策により全ての出張が
禁止となったため，遠隔から授業カリキュラム・授業案・教材等を提供して授業支援を行った。

3.2 きこえ学級担任の個別音声指導
きこえ学級担任は，聴覚障害児 A に 4 年次の 2018 年度より 6 年次の 2020 年度終了まで自立活動の
一環として，通常学級の指導内容と連携した英語音声の個別指導を行った。表 1 に個別指導の授業回
数・指導体制・指導内容の概要を示す。
表 1．聴覚障害児 A への 3 年間の個別指導概要
学
年
4年

5年

6年

授業回数

指導体制

個別：30 分×20 回
通常学級＋個別
（通常：20 分×35 回） 指導
個別：30 分～40 分×
20 回
通常学級＋個別
（通常：45 分×50 回） 指導
（特別支援学級
担任・通常学級
担任・ALT の指
個別：45 分×14 回
導連携体制）
（通常：45 分×65 回）

音声指導

留意点

・子音の判別・発音指導
・アルファベット文字知識の強化
・通常学級授業での音素認識
・コンテクストを
・子音の発音指導
通じて指導する。
・アルファベット知識の強化
・語彙力を高め
・音素に対応する文字
る。
・単元目標表現の発音指導
・他教科連携を通
・Onset & Rime の指導
じて知識を強化
・子音・母音の発音指導
する。
・検定教科書の頻出語彙を使った音
素判別・音韻認識・音節認識の強
化

研究を開始した 2018 年度当初，きこえ学級担任は筆者から音声指導法の研修を受けながら A の指
導にあたった。A の日本語構音テストの結果（3.1 を参照）から，英語音素について聞き取りづらい子
音の指導に時間をかける見通しを立てた。口の動きや口形のわかりやすい音素から指導し，語彙数を
増やし，ミニマルペアやアルファベット文字発音の判別問題を出題して音素認識能力（Ehri & Nune,
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2002）を高めながら，アルファベット文字や音素に対応する文字を認識する活動を行った。子音の指
導は，破裂音の有声・無声音 -, -, -/や鼻音 /-/ の判別能力を高めることから始め，次に，聞
こえづらい摩擦音/, , s, z, / や破擦音 //を導入し，常に発話者の口形や口周辺の筋肉の動きを
「見て，真似る」ように指導した。聴覚障害児は日常生活の中で言葉を聞く機会が聴児より少なく，
また経験から得た知識と言葉が結びつきにくい（濵田，2017）特徴を考慮し，きこえ学級担任は単に
発音を指導するだけでなく，筆者が開発した「絵カード」
（河合，2019）や絵本を使って意味表象を理
解させ，アルファベット表を常に A に示して文字と発音を一致させ，視覚保障を行いながら文脈の中
で「意味」を理解させることに努めた。
5 年次（2019 年度）からは，前年度に筆者ときこえ学級担任が実施した聴覚障害児への音声指導や
傾聴姿勢の効果（河合，2019）を通常学級の指導においても展開するため，A が在籍する 5 学年では，
通常学級ときこえ学級間の外国語指導連携体制を構築し，きこえ学級担任は通常学級の外国語授業内
容と連携した授業を展開した。通常学級では文部科学省発行のテキスト We Can! 1（文科省，2018）
を使用するため，A の個別指導では音声指導だけでなく，テキスト内の異文化理解や教科横断に関わ
る知識を高める指導を加えた。きこえ学級担任は ALT に個別音声指導への協力を依頼し，音素認識に
接近音 も追加し，同時に構音トレーニングを行い，やり取りや発表の指導を TT で行った。
5 年生の通常学級内では，明示的な音声指導の帯活動の中で，音素認識を高めながらアルファベット
知識や音素に対応する文字がわかる活動を取り入れた。きこえ学級担任は，A が在籍する通常学級の
外国語授業では A への支援だけでなく，支援を必要とする児童や英語学習につまずきを感じる児童の
机間指導を通常学級担任や ALT らと積極的に行い，学年全体で外国語授業の際の「見る」傾聴姿勢の
育成に取り組んだ。生活騒音が発生しやすい通常学級教室では，聴児でも教室後方に座っていると高
周波域の摩擦音などは聞き取りづらい。そこで A が在籍している通常学級では，英語音声が聞き取り
やすいよう教室内の騒音値を下げるために，発音を指導する際に指導者の口形を児童が一斉に「見る」
という傾聴姿勢を徹底指導した。その結果，ALT が目標語彙を発音する際に児童全員が一斉に ALT
の口元を注視することで騒音レベルが下がり，教室後方でも静かな環境が実現された。
外国語が教科となった 2020 年度においては，コロナ感染症対策として教員も児童もマスク着用が
義務化され，聴覚障害児にとっては，対話者の声も自分の声もこもっていて聞こえづらく，口元が見
えないので情報が読み取れず，
集団行動の際は誰が話しているのかわからないという支障が出ていた。
きこえ学級の個別指導教室にはアクリル板が設置され，きこえ学級担任と ALT は透明マスク，または
フェイスシールドを着用して指導にあたった。Ａが在籍する 6 年生では，対面授業再開後に 5 年次終
了までに指導した音素認識を強化しながら，英語単語構造である Onset & Rime や音節などの音韻認識
能力を高め，音声から文字へ接続する一斉指導が実施された。個別指導においては，きこえ学級担任
が通常学級の指導内容を ALT と TT で復習・補習し，検定教科書の頻出語彙を使って音素の判別・音
韻認識・音節認識を行いながら，音声に対応する文字の読み書き指導へ発展したり，検定教科書単元
の目標表現を正確に発話できるように発音矯正を行った。
同時に，
語彙力や知識が乏しいAのために，
単元の目標表現を内容に関連付けたり，頻出語彙を使用した音声指導を統合的に指導した。

3.3 聴覚障害児の英語能力・注視・英語学習に対する意識の測定方法
聴覚障害児 A の英語音声指導の効果を測定するために，2 種類の聴解テスト
（①音韻認識オープン，
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②音韻認識エンド）
，2 種類の発音テスト（③現実単語繰り返し，④非単語繰り返し）を 4 年次から 5
年次終了時までに計 4 回実施した。5 年次では発話者の口形への注視時間の計測（⑤現実単語，⑥非
単語）を発音テストと同時に実施した。2020 年度のコロナ禍においては同じ条件でテストが実施でき
なかったため，個別指導の授業をビデオ録画し，質的に分析した。聴解テスト①②は英語音韻構造を
認識しているかどうかについて，単語または非単語の頭音または頭音に続く母音（①オープン）と，
語末音または語末音の直前の母音（②エンド）の判別能力を測るものである。Kirtley ら（1989）らが
開発し，アレン玉井（2009）が日本語母語児童向けに修正し，Kawai（2017）がさらに類似音素を組
み合わせた項目を追加したテストを使用した。
発音テスト③は高学年児童に親密性の高い 1～3 音節の
既習単語，④は意味表象が遮断された 1～3 音節の無意味語を英語母語話者（モデル）が発音するのを
真似るもので，Kawai（2017）のテストを改編して使用した。⑤⑥の注視時間は，③④のテスト実施
中にアイトラッキング装置を使って A がモデル話者の口周辺を注視する時間を計測するものである。
テストの項目数は表 2 を参照されたい。Ａの英語学習に対する意識を分析するために，5 年次の各学
期末に授業を振り返る 4 件法の質問紙調査を行った。質問項目は，⑦「文字の認識と読み書き」
（8 項
目）
，⑧「英語の音声や発話」
（6 項目）
，⑨「外国語授業中の態度」
（5 項目）に関する項目である。6
年次の最終個別授業後には，オンライン Web 会議アプリを利用して半構造化インタビューを実施した。

3.4 データ収集・分析方法
本研究実施については，A 校管轄の教育委員会に研究協力を要請し，承諾を得られた後，A 校校長
から研究協力の承諾を得た。参加児童と保護者には，研究趣旨や研究内容を説明し，研究データや個
人情報の取り扱いに配慮する旨を明確にした上で，研究協力に同意してもらった。
指導期間は 2018 年 4 月から 2021 年 2 月末までで，個別指導は全てビデオ録画した。指導期間中の
4 年からと 5 年終了までに 4 回の聴解と発音テスト，5 年次に 2 回の口形の注視時間計測・振り返り質
問紙を実施した（Time 1：4 年次 2018 年 10 月，Time 2：2019 年 2 月，Time 3：5 年次 2019 年 7～9 月，
Time 4：2020 年 2 月）
。6 年次では 2021 年 2 月にテストを実施したが，ALT はコロナ感染症対策のた
めにマスクを着用せねばならず，それ以前のテスト実施条件と異なるため，分析対象外とした。聴覚
障害児Ａには，指導期間終了時に ZOOM によるインタビューを実施した。きこえ学級担任の意識の変
容を明らかにするために，授業案，録画した授業，年度終了ごとに授業実践を振り返るインタビュー
等を質的に分析した。インタビュー内容は全て録音し，書き起こした。
テスト音声については，男性の声の方が周波数が低く，聴覚障害者には聞き取りやすい
（Stelmachowicz, Nishi, Choi, Lewis, Hoover, & Dierking，2008）ことから，A 校常駐でアメリカ・カナ
ダの二重国籍の ALT に研修を行った上で全てのテスト項目を発音してもらった。聴解テスト①②と 4
年次の発音テスト③④においては，防音施工のきこえ学級個別指導用教室で，補聴器を装用した A に
ALT が直接項目を発音して出題する合理的配慮を行って実施した。A は ALT から 1 メートルほど離れ
て対面に座り，ALT の声が聞こえ，顔が見えることを確認した上で聴解テストを受験した。聴児の聴
解テスト①②については，予め録音した音声を通常学級教室の CD プレイヤーを使って一斉受験して
もらった。
5 年次の発音テスト③④と注視時間測定⑤⑥に関しては，受験者が PC 上で動画を見ながら解答でき
るように，ALT に大学のスタジオに来てもらい，テストで使用する単語を発音する様子を動画撮影し
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た。現実単語発音の際に，意味を示すイラストを画面の ALT の横に表示した。プライミング効果を防
ぐため，非単語繰り返しテストから始め，2 枚の画像を見て間違いを探すクイズを 1 分間程度続けた
後に，現実単語繰り返しテストが続くように動画編集した。受験者の視線を追跡できる装置（Tobii Pro
ナノ）を PC モニターの下部に取り付け，受験者は PC と両眼との距離が 65 センチになるように着席
し，密閉型ヘッドホン（beyerdynamic DT 770 PRO）を装着し，視点を正確に算出するキャリブレーシ
ョンを行った後，テストを受けてもらった。テストを受ける受験者は，PC 内のアイトラッキング・ソ
フトウェア（Tobii Pro ラボフルエディション）に録画され，産出音声は USB 接続式コンデンサー型マ
イクロフォン（RODE NT-USB）を PC に接続してソフトウェアに録音された。
全てのテストは開始前にきこえ学級の担任または筆者が問題の意図をゆっくり説明し，例題に解答
してもらうことで問題形式を理解しているかどうか確認した上でテストを始めた。テストの全項目は
2 回繰り返される形式である。受験者には，ALT が発音する際は ALT をよく見ること，発音テストで
は，ALT の発音を真似てすぐに発音するように指示をした。アイトラッキングテストで収集したデー
タは，アイトラッキング・ソフトウェアを使って任意で決めた顔のエリア（図 2 参照）に対する注視
時間を算出した。産出データは，英語母語話者である A 校の ALT と他校の ALT に研修を行い，音声
学の知識のある筆者の 3 名でモデル発音とＡの産出音素が同じか違うかの 1/0 で評価した。5 年次の
Time 3 と Time 4 で A と聴児 55 名に実施した発音テスト（③現実単語繰り返し・④非単語）において，
3 名の評価者間信頼性は，テスト③が Time 3; α = .921, Time 4; α = .849，④が Time 3; α = .915, Time 4; α
= .857 と十分な信頼性を得られたため，本稿では筆者の評価結果を分析に用いた。指導期間中，高周
波数音域の聞こえの明瞭度を高める機能を持ち，音の拡散を防ぐ指向性の高い支援スピーカー
（Comuoon connect）と専用マイクを個別指導や通常学級内で使用することで，A の聴覚保障を行った。

図 2. 顔の各部位の注視エリア（左は現実単語，右は非単語で，右目・左目・鼻・口周辺の面積を任意
で決めた。現実単語は，単語の意味を示す絵の部分の面積も決めた。
）

4．結果
聴覚障害児 A が受けた 4 年から 5 年終了までの 4 回の英語能力テストと，2 回の注視テストと質問
紙の結果を表 2 に示す。5 年次の Time 3 と Time 4 の（ ）内の数値は，A が在籍する 5 年聴児 55 名
の平均値（以下，聴児平均値と示す）を示す。また，資料 1 に聴覚障害児 A へのインタビュー内容の
一部を掲載する。
聴解テストのうち，①音韻認識オープンは，Time 1 より Time 2，Time 3 より Time 4 が 2 問ずつ正
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答数が減っている。Time 3 では聴児平均値より高い得点であるが，Time 4 では聴児平均値が Time 3
平均値より向上したため，A の Time 4 の得点は聴児平均値よりも低い結果となった。②エンドでは，
4 年次は横ばいであるが 5 年次で向上し，5 年次では 2 回とも満点を取っている。聴児平均値は，Time
3 より Time 4 が得点が高い。A の聴解能力は，音韻認識オープンよりはエンドの方が向上したと言え
る。③現実単語発音は，Time 1 から Time 3 にかけて正答率が向上し，Time 4 で Time 3 よりも正答率
が僅かに低かったが，聴児平均値よりも高い得点である。④非単語発音は，現実単語より正答率は低
いが，Time 1 から Time 4 にかけて緩やかに正答率が高くなっている。Ａの正答率は Time 3 と Time 4
の各回の聴児平均値より低い。注視時間については，⑤現実単語は Time 3 の方が Time 4 より長い。
Time 3 はＡの注視時間が聴児平均値より長く，Time 4 では聴児平均値の方がＡの注視時間より長い。
⑥非単語注視時間については，聴児平均値は Time 3 より Time 4 が 0.4 秒長かったが，Ａの場合は 17.7
秒も長かった。英語学習に対する意識については，⑦文字の認識と読み書きと⑧英語の音声や発話は
Time 3 から Time 4 にかけて得点が向上し，⑨外国語授業中の態度は Time 3 と Time 4 では変わらなか
った。その傾向は，聴児平均値も同じであった。⑧英語の音声や発話の A の得点は，Time 3・Time 4
ともに聴児平均値よりも低い。
表 2. 聴覚障害児 A の 4 年次・5 年次の英語能力・注視時間・英語学習に対する意識の推移
Time 1
（4 年次）

Time 2
（4 年次）

①音韻認識オープン

20

18

②音韻認識エンド

19

19

③現実単語

72.2

81.6

④非単語

72.8

77.7

変数名
聴解

発音
⑤現実単語
注視時間
⑥非単語
⑦文字の認識と読み書き
英語学習に
対する意識

⑧英語の音声や発話
⑨外国語授業中の態度

Time 3
（5 年次）
20
(17.7)
24
(18.9)
89.6
(80.3)
77.2
(78.4)
36.8
(27.4)
54.4
(49.9)
28
(29.1)
14
(19.7)
19
(17.6)

Time 4
（5 年次）
18
(19.3)
24
(20.7)
86.3
(84.0)
78.8
(81.9)
26.5
(31.6)
72.1
(50.3)
30
(30.4)
18
(21.2)
19
(17.6)

Note. （ ）内は 5 年生聴児 55 名の平均値を示す。①②は 24 点満点，③は 212 音素中の正答率，④
は 184 音素中の正答率を示す。⑤⑥は注視時間（秒）である。発音評価：Time 1~2 は直接発音，Time
3~Time 4 は補聴器を覆うことができる密閉型ヘッドフォンを装着の上，録画されたモデル発音動画を
PC 上で見ながら答えた。変数⑤～⑨については 5 年次（Time 3～４）のみで計測（3.3 を参照）した。

5．考察
5.1 聴覚障害児 A の英語能力・注視時間・英語学習に対する意識の変容
聴覚障害児 A は，4 年次から英語音声の個別指導を受け，5 年次からは通常学級の指導体制と連携
した指導を 6 年終了時まで受けた。音韻認識テストでは，①オープンより②エンドの得点が高く，エ
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ンドについては 5 年次では聴児平均値よりも高く，2 回とも満点を取っている。単語の頭音より語末
音の判別の得点が高かったことは，頭音は語末音よりも残響しづらいためと推測される。オープンの
テスト点数の推移から，中度の裸耳聴力では補聴器を装用してもこれ以上の伸びは難しいのかもしれ
ない。残響しやすい語末音のエンドの結果については，個別指導で継続的に音素認識を指導した期間
と，通常学級での指導時間を合わせると，英語音声に浸る時間が通常学級児童より長かったことも影
響していると思われる。
発音については，4 年次と 5 年次ではテスト実施条件が異なるものの概ね正答率が伸びている。③
現実単語の Time 4 は Time 3 より約 3%正答率が低いが，それでも聴児平均値（84.0%）よりは高い。
一方，④非単語については，Time 1 から Time 4 までで緩やかに上昇しているが，Time 4 の正答率
（78.8%）は，現実単語の正答率（86.3%）よりも低く，Time 4 では聴児平均値よりも低い。このこと
から，意味表象を伴わない単語の発音は，聴児より困難であることは明らかである。
⑤現実単語の注視時間は，Time 3 から Time 4 にかけて聴児平均値は注視時間が長くなっているのに
対して，A は 36.8 秒から 26.5 秒と約 10 秒も注視時間が短くなった。一方，⑥非単語注視時間は聴児
平均値がわずか 0.4 秒伸びたのに対して，A の注視時間は Time 3 の 54.4 秒から Time 4 は 72.1 秒と約
18 秒間も長い。現実単語の発音の際は，意味を確認するためにモデル横に表示されたイラストを注視
してしまうために非単語の注視時間よりは短い傾向があるものの，Time 4 ではある程度明示的な音声
指導が進んでいる中，語彙習得も進み，Time 3 より Time 4 でより長い時間イラスト見ていたとは考え
づらい。そこで，アイトラッキングで分析した各エリア（図 2 参照）の A の Time 3 と Time 4 の注視
時間を比較してみたところ，イラストへの注視時間は Time 3 より Time 4 で 3.4 秒減少し，左目と鼻周
辺の注視時間が Time 4 で増加していた（左目が 5.4 秒増，鼻周辺が 9.5 秒増）
。このことより，意味が
わかる単語はイラストを注視していないが，注視が口元から顔全体に及んでいることがわかる。Time
4 では発音評価も Time 3 よりやや下がっていることからも，意味がわかる現実単語でも正確性を高め
るためには口形を注視することが重要であることを示唆している。一方，非単語の場合は，Time 3 よ
り Time 4 の方が注視時間が長くなっている。これは，意味表象を伴わないために聴力への依存度が高
いため，モデルの口元をより注視しようとする意識が働いているものと推察する。発音評価と注視時
間の結果は，6 年次の個別指導においてきこえ学級担任が A の苦手な音素を何度も指導するものの，
A 自身が「聞こえてわかるんだけど，発音が難しい」と発言していることが授業動画で観察されるこ
とからも裏付けられる。聴解能力が向上しても，聴児に比べ構音を習得するまでに時間がかかり，長
期的な指導が必要であることを示唆している。
A の英語学習に対する意識のうち，⑦文字の認識と読み書きは，Time 3 も Time 4 も聴児平均値とほ
とんど同じであるが，⑧英語の音声や発話は，Time 3 より Time 4 の点数は高くなっているものの，2
回とも聴児平均値よりも低い点数となっている。6 年終了時のインタビュー（資料 1 参照）では英語
の音がかなりわかるようになったと答えているが，5 年終了時点では通常学級内での学習においてま
だ自信がないということの現れなのかもしれない。⑨外国語授業中の態度は，Time 3 も Time 4 も聴児
平均値よりも高いので，英語学習に対する意識は常に高いことが窺える。A が 5 年当時，音声教育が
専門の研究者が A の個別指導の様子を見学された折，A は同研究者が出演している英語学習のテレビ
番組を視聴しており，
「テレビで見てます！」
と直接会えたことに感激してサインをお願いしたほどで，
A が家庭でも熱心に英語学習に取り組んでいたことが窺える。一方，個別指導で個人の特性に合った
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ペースで指導を受けていることと，通常学級内では多人数の児童が在籍し，ALT の発音もスピードが
速く（資料 1 のインタビュー参照）
，支援がなければ不安になるという状況を A 自身が感じていると
いうことが，⑧英語の音声や発話に対する意識の得点に反映していると推察する。このように，5 年
終了時点では不安意識がまだかなり高い状態であったが，1 年後のインタビューでは，6 年の最終単元
の課題発表を堂々と披露し，学習不安がある程度軽減されている様子が見受けられた。課題発表中に
破裂音や摩擦音の脱落やエラーが数か所散見されるものの，複数音節の発音は明瞭であり，全体的に
発話能力が改善されていることが認められた。

5.2 きこえ学級担任の英語音声指導に対する意識や指導技術の変容
次に，3 年間に渡り，聴覚障害児 A に英語音声を指導したきこえ学級担任の個別指導に対する考察
をまとめる。紙面に限りがあるため，資料 2 に同担任が研究 1 年目の指導を終了した直後に実施した
インタビュー内容を掲載する。この担任は，A の個別指導を開始した 2018 年度当初は，音声指導が専
門である筆者から研修を受けながら，次第に T1 として授業を主導するようになった。研究開始前は
英語への苦手意識が強く，発音が苦手な児童に対して「無理して発音させない方が配慮だと思ってい
た」という。筆者と TT をしばらく進めることで聴覚障害児に日本語表記を介さずに，英語の音素そ
のものを指導することが可能だとわかると，担任自身が発音トレーニングに励み，聴覚障害児とマン
ツーマンで個別指導を実践するようになった。
A が 6 年生となった 2020 年度は，コロナ感染症対策を講じるのに時間がかかり，個別指導を開始で
きたのは 9 月に入ってからであった。5 年次の最終指導からかなりの期間が経過していたものの，6
年次の個別指導の授業を分析してみると，きこえ学級担任は 4 年次・5 年次の A の英語能力テストの
結果や授業中の傾向を十分に理解・分析し，感染症対策を十分に講じながら，通常学級の外国語授業
と連動させ，かつ，Ａの聴解・発音の弱点を補強するような授業を組み立てており，指導技術が格段
に向上していることがわかった。6 年生の通常学級の外国語授業は教科としての授業となり，思考能
力の高い高学年の児童の認知に見合った他教科連携や国際理解を扱う単元が多く，A にとっては，知
識や語彙不足が原因で理解が難しく，単元によっては，英語語彙や目標表現のレベルが高く感じられ
たようである。そのような場合に，担任は通常学級で使用する語彙の絵カードや写真に加えて，A の
レベルに見合う教材や絵本を用意し，コンテクストの中で語彙を発音させ，頭音や語末の子音を丁寧
にチェックし，構音が難しい単音子音や連続子音を ALT に発音してもらいながら何度もその語彙に触
れさせ，内容に対する理解を促進するスパイラルな指導を行っていた。音素の判別・構音指導・Onset
& Rime の指導の際には，絵カードを使用して視覚保障に努めながら，聴解能力と構音能力を常に同時
に確認している。聴覚障害児は聴解能力が向上しても，目標音素の安定した発音ができるようになる
までには相当な期間を要することが本研究でも明らかとなった。A 自身が「聞き分けはできるのに発
音になるとなかなか 1 回で正しい発音ができない」と自覚していることに担任は気付き，既知単語だ
けでなく，非単語を使って判別問題を出題し，本当に判別できているかどうかを確認し，構音方法を
何度も ALT に発音してもらいながら，口形を見せて指導している様子が授業動画で散見された。例え
ば，Ａは有声摩擦音//と有声破擦音//を同定しやすいので，検定教科書の生態系を学習する単元で
頻出する zebra（シマウマ）の発音をチェックし，さらに ALT にわざと zebra と gebra の 2 つを発音
してもらって正しく発音している方はどちらかのようなクイズを出題している。また，Onset & Rime
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の頻出単語を使ってミニマルペアクイズをしたり， A が特に苦手としている摩擦音・破擦音・半母音
の聴解・構音指導を繰り返しできるような授業を組み立てていた。ミニマルペアクイズは，研究開始
当初に筆者が A に対して頻繁に行っていた活動であるが，担任はその指導方法を巧みに応用し，6 年
の A に最適化（パーソナライズ）した指導を実践していた。この指導形態は，多人数を指導する通常
学級担任とは異なる指導技術である。通常学級で行っているアルファベットジングルは，ALT が速く
発音するために，A にはよく聞こえず，その結果構音できないことを担任は気付き，個別指導では ALT
にゆっくりと発音してもらっていた。A の発音を毎回評価しながら，同時に何ができて，できていな
いのかを本人に尋ねて意識付けに努めていた。この点も，通常学級の外国語授業に自ら参加して気付
き，個別指導で補習しようとの意識を持っているからこその指導技術である。
A が 4 年次・5 年次の間は筆者が授業案を提案していたが，6 年次の個別指導では，きこえ学級担任
自身が通常学級のカリキュラムや授業案を反映させた個別授業立案を行い，さらに通常学級ではあま
り多くの時間を割くことができない音声指導に重点を置いていた。担任は A が間違えても不安に感じ
ないよう，常に ALT に明るい雰囲気で教材の絵本を読んでもらいながら，A に語彙を尋ねたり，質問
をして目標表現を使って答えるように促していた。コロナ禍において，マスク着用によって発音の手
掛かりとなる口形が見えないという致命的な事態となっても，A は口形が見えない分，聴覚情報から
類似音を判別しようと試みていることが授業動画から観察できた。口形を手掛かりとする英語初習期
の「視覚的な学習方略」の段階から，類似音の差を「聴覚から捉えようとする学習方略」の段階へ進
みつつあることを担任が理解し，A のペースに合わせて聴解から構音方法への発展的な指導を行って
いた。さらに，担任が常に A への動機付けを行う場面が頻繁に観察され，A の英語能力向上への意欲
と主体的な学びに繋がったと思われる。
このような個別指導の成果は，きこえ学級担任が通常学級との連携体制の中で，通常学級内で適切
な支援方法を身に付けたことも要因として挙げられる。外国語授業中の通常学級内の騒音レベルを十
分に把握し，活動ごとに適切な配慮や支援がなされていることが授業動画で多く観察されている。

6．結論・今後の課題
公立小学校に在籍する聴覚障害児に長期的に「日本語表記を介さない」英語音声の個別指導を行っ
た結果，聴解も発音も概ね向上した。聴解は残響しやすい語末音の方が聞こえやすく，発音では意味
の分かる現実単語の方が構音しやすいため，意味表象のある単語や文脈のある内容を用いて，児童の
知識を高めながらスパイラルな指導を継続することが効果的であることが明らかとなった。個別指導
が進むにつれて，聴覚障害児の学習不安が次第に解消され，英語学習に対して主体的で，かつ，深く
学ぶ意欲が高まった。指導を担当した小学校教員の指導技術が飛躍的に向上し，指導に対する意識が
肯定的に変容した。長期計画による粘り強い指導は，支援を必要とする児童の英語音声習得を促進で
きることを示唆している。
本研究において実践した指導法や指導体制は，一斉指導だけでは学習が困難な児童に対応できるこ
とが明らかとなった。そのためには，教員間・学級間の指導連携体制は必須であり，校内や自治体で
指導者研修を推進していくべきである。自治体が主催する外国語指導向上研修の参加者は各校の外国
語科担当教員がほとんどで，外国語授業を実際に指導している通常学級や特別支援学級担任の大部分
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は研修参加の機会を得られずにいる。また，研修内容も通常学級向けの授業展開に集約してしまうこ
とが多い。本研究で実践した担当教員は自治体の研修を受けたことはなかったが，専門家や関わる教
員らと協同して指導連携体制を構築し，最終的には自らが授業立案と工夫を凝らした指導ができるよ
うになっていたことからも，今後は多くの自治体で個別のニーズに対応できる外国語指導研修が可能
となれば，児童の多様性により対応できるようになるだろう。教員の指導能力が高まることは，児童
の傾聴姿勢・英語能力・英語学習への意識や動機を高めることに繋がる。英語初習期に発話者の口形
を「見る」傾聴姿勢の育成は，通常学級一斉指導においても重要な指導ポイントであり，音声指導は
英語リテラシーの根幹的な力を形成する上で，全ての児童に欠かせない必須の指導である。
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資料
資料１．聴覚障害児 A へのインタビュー
実施日：2021 年 2 月 1 日 ZOOM により実施
インタビュー時：12 歳 2 ヶ月
進学先：自治体の公立中学校の通常学級
付記：放課後の英語学習歴なし，他の習いごともなし。聴力は 4 年次から変化無し。
A が 4 年次のきこえ学級担任のアルファベット発音の指導の動画を見てもらってから，インタビュ
ーを開始した。
（以下，K＝筆者，A＝聴覚障害児 A）

K：〇〇先生から教えてもらうまでアルファベットの発音ってどんな感じだった？
A：ABC とか関係なく，普通に続けていうみたいな感じ。
K：じゃあそれはひとつひとつの音がまだそんなによくわかっていなかったっていう感じ？
A：はい，多分。そうだと思う。
K：そっかー。じゃあ先生達から教わってからどんな感じに変化していったか自分でわかりましたか？
A：はい。
K：どんな風に変わっていった？
A：どういう風に言っているのか最初はわかってなかったけど，何ヶ月か後に段々わかってくるように
なってきた。
K：なるほど。じゃあどの音が特に難しいというのがありましたか？
A：えっと g とか，あと b も全くわかってなかった。
K：b も聞こえづらかった？あ，そうなんだ。c と she はどう？
A：あ，はい，でも今はわかってきた。かな（きこえ学級担任の顔を見ながら）
K：今はじゃあだいぶ自分でわかるようになってきたということね？
A：はい。
K：じゃあ音がわかるかなって思う瞬間がどんどん増えていったかな？
A：はい。
K：そうすると，自分が発音する単語も意識するようになりましたか？こういう風に発音しようかなと
か。
A：はい，意識できました。
（省略）
A：なんかみんなスラスラ書けてるような気がする。
K：みんながスラスラ書けてるように感じる？
A：はい。
K：じゃあ読んだり書いたりを頑張りたいと思うのかな？
A：はい。
K：じゃあ音が聞こえてくるのと，読んだり書いたりはどちらが自分ではできているように感じる？
A：聞く方ができているように感じる。
K：聞く方がわかるようになってきたってことね？
A：はい。
K：はい，分かりました。教室のみんなと比べると，読み書きの方が不安なことが多いですか？
A：はい。
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K：じゃあ，聞いたり話したりする方はそうでもない？
A：そうでもないです。
（省略）
K：特に聞こえづらいときはどんなとき？
A：えーと速く言うから
K：ALT の先生や担任の先生が速くおっしゃるとき？
A：はい。
K：じゃあみんなと一緒に会話の練習をするときはどう？お友達の声は聞こえてる？
A：はい，お友達の声は聞こえてます。
K：そうすると，先生が速くしゃべられる時に，あまりよく聞こえなかったという感覚がありますか？
A：はい，あります。
（この後，ALT と A との英語のやり取りを聞いた後，6 年最終単元の発表を披露してもらう。以下は
A が発表した英文を示す。下線部は，発音の脱落やエラーが認められた箇所である。
）
A：Hello. I’m A. I’m going to talk about my dream. I want to join the badminton team in junior high school.
I want to enjoy school trips. I’m good at cooking. I want to be a hairdresser. Thank you.

資料 2．きこえ学級担任の授業実践の振り返り
本稿では紙面上の制限があることから，
きこえ学級担任の 2018 年度実践終了後のインタビュー内容
をまとめたものを掲載する。以下は，本人の言葉をなるべく活かしてまとめたものである。
本研究で実践を担当するまでは，日本語文字の表記によって支援し，発音が苦手な児童には「言えない」
カードを上げてもらって，場合によっては無理して発音しなくていいと言ってあげることが配慮だと思
っていた。それが筆者が実践する通常学級外国語授業に支援員として参加し，英語音声指導を聴覚障害
児と一緒に体験することで根底から覆った。実践を始めた当初は，通常クラスでいつも行っていた英語
の挨拶の意味が全くわかっていなかったことに衝撃を受け，個別によって明示的に指導しなければと自
覚した。日本語構音は指導していたが，私自身英語が苦手でできないという意識を反省・自覚し，教え
られるように発音練習をした。顔や口を見るように徹底して指導すると，次第に児童の傾聴姿勢ができ，
児童も音声の判別が出来るようになったり，言えたりすると，それ自体が楽しいと感じるようになった
ようである。児童自ら発話し，発音し，相手に伝えるようになった。音が分からないとコミュニケーシ
ョンも育たないと自分自身が実感した。そのためには正しい音を自覚させなくてはいけないことも実感
した。
正しい音を教えるにあたって，口元を見るという基本的な姿勢を指導した。高学年児童は，舌の動き，
文字との一致の指導は効果が大きかった。低学年に関しては，コンテクストのある英語の読み聞かせや
英語の単語で話しかけることによって，児童の理解が向上したように思う。絵カードや絵本で視覚を刺
激しながら，意味を理解させるということが大きかった。その結果，個別の英語を楽しむようになり，
意味がわからなかったこともわかるようになったと児童自身が言い出した。実際に児童の英語発音が良
くなっていると思う。補聴器を通してだが，通常学級の授業中でも，あの騒音の中で特に重度の子がい
い発音をするようになった。通常学級は音環境としてはかなり厳しく，みんなが話している中で，自分
の声も聞こえていない，何を言っているかわからない状態でゲームを楽しんでいるような状態だったの
が，自分の声を聞いて正しい発音をしようと努力しているところが大きな変化であると実感している。
今後増加するであろう公立小学校在籍の聴覚障害児の支援体制において，通常学級英語と特別支援の
個別指導の連携が絶対に必要である。通常担任はクラス児童全員の発音を個別に把握出来ていないのが
現状で，4 年女児の個別指導の授業を見てもらう機会を設けたところ，そこまで発音できるということ
にびっくりしていた。現在の英語授業の評価は，元気よく表情よく大きな声で言えているか，英語への
慣れ親しみや積極的な態度，異文化理解への興味というような観点だけで評価されており，今後担任に
とって英語音声を評価するということが必要になってくる。そのために専門家からの研修は必須である。
英語教科化について聴覚障害児の保護者は大変不安に思っていたが，本研究の英語個別指導を大変喜ば
しく思っている。実践するようになって，それまで英語のことを一切言わなかったのに，家庭で英語単
語や習ったことを話してくれるようになったとのフィードバックをもらっている。
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【研究論文】

A Survey on Teachers’ Perceptions of Difficulties in Reading
and Writing English in Elementary and
Junior High Schools
YUKIMARU Naomi

The University of Kitakyushu
Abstract
Dyslexia is widely recognized as one of the most widespread learning difficulties in schools
in English-speaking countries. However, it is not widely recognized in Japan, although it is
possible that many English as a Foreign Language (EFL) learners in Japan experience difficulties
in reading and writing. The purpose of this study is to identify the apparent needs of the teachers
and problems that teachers face when educating students with reading and writing difficulties in
English language learning. This study investigates teachers’ perceptions of difficulties in reading
and writing English, including dyslexia, in elementary and junior high schools through a
paper-based survey. The results of a series of questionnaire surveys revealed that although many
teachers are aware of students’ difficulties when learning English, their awareness of dyslexia in
English learning is low. In addition, awareness of reading and writing difficulties in English
learning was not necessarily high. On the contrary, it was also clear that teachers are trying to find
ways to teach students who are struggling to learning English although some of their methods may
not be ideal for learners with dyslexia.
Keywords: dyslexia, teachers’ perceptions, English as a Foreign Language classrooms
1. Introduction
Japan is moving toward assuring equal rights for students who have developmental
disorders. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
guidelines known as “the Course of Study”, were revised in 2020 for elementary schools and in
2021 for junior high schools. As a result, increasing attention is being paid on students with
special needs. Recently, there has been greater awareness of learning disorders/difficulties/
differences (LDs). Among the different types of LDs, dyslexia is one of the main contributory
factors to a failure to learn (The International Dyslexia Association, 2021; Shaywitz & Shaywitz,
2008). In addition, more people focus on knowledge from the field of special education (Kagata et
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al., 2015; Otani et al., 2015). However, there is not a satisfactory amount of research into teachers’
perceptions of students who have difficulties in learning English. This study, therefore,
investigates the problems that both elementary and junior high school teachers face in their
English classrooms and their teaching needs, with a particular focus on dyslexia in English
language learning.
1.1 Dyslexia in Japanese English as a Foreign Language Context
People with developmental dyslexia experience specific difficulties in reading (and often
writing) even though they may have an average level of intelligence and sensory functions
(International Dyslexia Association, 2021). It is estimated that 6%–10% of the population have
this predisposition, regardless of country or race (Ishii, 2005). A number of studies support the
idea that phonological deficit is the key to developmental dyslexia (Pugha & Verhoeven, 2018).
Although dyslexia is widely acknowledged and studied in English-speaking countries, few
people are recognized as dyslexic in Japan and they are paid little attention, especially in English
classrooms. There are three potential reasons for this. First, the Japanese hiragana and katakana
learned first in elementary school are more transparent in its orthography, and the granularity of
the smallest orthographic unit is coarser than in English (Wydell, 2012). It is estimated that, in
Japan, between 1% to 8% of the population is dyslexic in the Japanese language (Uno et al., 2009).
This estimate reflects the little interest that is shown to dyslexia in general. Second, dyslexic
students show less difficulties in verbal communication in contrast to students who have obvious
behavioral and social problems (Ishii, 2005). This could lead teachers and parents to not realize
that students have difficulty in reading and writing, because of being dyslexic.
In terms of foreign language learning, as Meara et al. (1985) discuss, it is possible for
people to show dyslexic symptoms in other languages, even though they appear to be average
readers in their first language. In the Japanese educational environment, dyslexic students may
experience difficulties in reading English when they officially start studying English in elementary
school. Such students may face more difficulties when learning the English language than their
classmates and may develop a negative attitude toward the language.
1.2 Research into Japanese English as a Foreign Language Learners with Dyslexia
Regarding Japanese EFL learners with dyslexia, the current amount of research is far from
satisfactory. For example, as Murakami (2014) points out, the exact cause of dyslexia has not been
confirmed, although it is assumed to be due to a weakness in phonological awareness. Moreover,
studies on dyslexia in Japan are few in number. Also, the means of diagnosis for Japanese EFL
learners exist a only few in number. In fact, research into Japanese EFL learners with dyslexia has
only just begun.
Recognition of dyslexia remains relevantly low in schools in Japan as well as in society in
general. From the results of a survey by Moriwaki (2007 cited in Murakami, 2012), it was found
29

AUDELL Journal, 2022, Vol. 1, 28−43

that more than 50% of junior high school and high school English teachers had never heard of
dyslexia and less than 40% had heard of it, but did not have an understanding of the disability.
Kagata et al. (2015) surveyed 70 elementary school and junior high school teachers
regarding their perceptions of their students’ difficulties. It was clear from the study that regardless
of whether students had developmental disabilities or not, teachers had difficulties in conducting
the class and communicating with students who struggled in the basic stages of reading and
writing the alphabet. One limitation of the study is that it investigated teachers in elementary and
junior high schools but did not specify the difficulties seen at each level. As the aim of English
language teaching in each level of school is different, it is necessary to separately examine how
teachers in each type of school perceive their students’ difficulties.
Benesse Educational Research and Development Institute (2009) conducted a large-scale
survey of 3643 English teachers in public junior high schools on English teaching and learning.
They revealed that the main reasons for students’ difficulties in learning English were difficulty
remembering words (pronunciation, spelling, and meaning) (68.8%), lack of study habits (68.0%),
low motivation for learning (61.0%), inability to read (convert letters into sounds) (50.2%),
inability to understand grammar (45.7%), inability to achieve desired results in tests (33.8%), and
resistance to learning English (27.5%). The survey did not intend to highlight the difficulties that
students with dyslexia face. However, “difficulty remembering words” and “inability to read
letters and sentences” are both issues that need to be carefully considered, including the possibility
of dyslexia.
Despite the above studies, there is a lack of research into the current status of dyslexia in
English learning and the perceptions and needs of teachers regarding reading and writing
difficulties in English. However, it is necessary to identify these perceptions and needs in order to
know what kind of training and instructional programs will be necessary in the future, as more
attention will be placed on knowledge of special needs education (Kagata et al., 2015; Otani et al.,
2015). Students deserve the necessary support to help them perform at a level appropriate to their
ability. Moreover, teachers need to be ready to support learning, especially since Japan is moving
toward assuring equal rights for students who have developmental disorders, including dyslexia.
To identify the apparent needs of the teachers and the problems they face when educating
children with reading and writing difficulties in English language learning, this study attempts to
answer the following three research questions:
(1) What are the perceptions of elementary and junior high school English teachers
regarding obstacles in English language learning?
(2) To what extent are elementary and junior high school English teachers aware of learners
who have difficulties in learning English?
(3) What are the instructional needs of learners with dyslexia when learning English at
elementary and junior high schools?
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2. Method
2.1 Participants
The survey included 133 public junior high school teachers and 88 public elementary school
teachers who teach English in Fukuoka Prefecture, Japan. In each school, one or two teachers
were chosen as participants by the principals. In junior high schools, the figure of 133 teachers
represents a 42% return on the target sample size of 320. Among these 133 teachers, 27.8% were
males and 72.2% were females. In elementary schools, the figure of 88 teachers represents a 27%
return on the target sample size of 320. Among 88 teachers, 40.9% were males and 55.7% were
females. 3.4% of the elementary school teachers did not provide answers.
2.2 Materials
The main data collection instrument for this article was a Japanese-language questionnaire.
To develop the construct validity of the questionnaire, four teachers (two high school EFL teachers,
a researcher in special needs education, and a researcher in English language education) were
asked to answer the questionnaire. Only the questions which these teachers were able to answer
without facing any problem were included in the questionnaire. The questionnaire had four
sections. Section A was designed to investigate the teachers’ understanding of learning difficulties
and developmental disorders. Teachers responded to the questions by circling a score from 1 (I
know a lot about this disorder/difficulty) to 5 (I do not know about this disorder/difficulty).
Section B was designed to capture teachers’ knowledge about and experience of students
who have difficulties in reading and writing English. They were asked to answer the number of
students who had difficulties with studying English in their classes. They were also asked to
identify the difficulties that their students face during their English studies by circling each item
number. This was based on the Learning Disabilities Inventory-Revised (LDI-R) (Ueno et al.,
2008) and the questionnaires developed by Otani et al. (2015) and Kagata et al. (2015). The 22
items included in the questionnaire displayed an adequate degree of construct validity during an
earlier pilot survey. Teachers were then asked to choose up to five current students and identify
their learning difficulties when studying English. They were also asked to write about how they
support students with difficulties in learning English, as well as their challenges and concerns.
They were then asked to identify the reasons for such learning difficulties as well as the challenges
they face in their classrooms.
Section C asked the teachers about their understanding of developmental dyslexia,
including their experiences with such students, followed by a brief explanation of developmental
dyslexia in the English language. They were also asked about their perception of what they needed
when educating students with reading and writing difficulties, followed by an opportunity for free
description. The items included “a diagnostic test for developmental dyslexia” and “in-service
training about teaching dyslexic students.” They responded to the items by circling a score from 1
31

AUDELL Journal, 2022, Vol. 1, 28−43

(Absolutely necessary) to 5 (I do not know) under each item.
Section D was designed to capture teachers’ basic information such as their gender, teaching
experience, and whether or not they were willing to be contacted by the researcher for further
information.
2.3 Survey Method
The five-page questionnaire was mailed out to junior school principals during March 2018
and to elementary school principals during September–October 2019. The survey on elementary
school teachers was conducted in 2019 because it was the last year of the transition period from
the old curriculum to the new curriculum for elementary schools. The researcher assumed more
schools would have implemented the new curriculum where reading and writing are officially
included. Included in the envelopes were a cover letter to the school principal, letters to the
English teachers, the questionnaire, and postage paid return envelopes. In the cover letter to the
principals, the researcher asked them to distribute the questionnaire to one or two teachers in their
schools. Teachers were not asked to provide their names when returning the questionnaire, unless
they were willing to answer additional questions by email correspondence.
2.4. Data Analysis
Teachers’ responses to items were coded and the data were analyzed using Taiko, a piece of
software for survey aggregation and analysis. Questionnaires with missing data were not included
in subsequent analyses. Descriptive statistics for all items in Sections A (understanding of LDs and
developmental disorders), B (knowledge of and experience with students who have difficulties in
reading and writing English), and C (knowledge of students with developmental dyslexia) were
calculated including mean, standard deviation, skewness coefficient, minimum/maximum scores,
and mode.
3. Results and Discussion
This paper will discuss the results of the survey into elementary school teachers and junior
high school teachers according to the research questions.
RQ1. What are the perceptions of elementary and junior high school English teachers
regarding difficulties in learning English?
In Section B of the questionnaire, teachers were asked to state the number of students who
have difficulties when studying English in their classes. They were then asked to choose the
difficulties that five of their students face during their English studies by circling each item
number. It was revealed that 14.9% of the children in their classes were considered as having
difficulties while learning English. As can be seen from Table 1, “Difficulty listening to English
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and understanding the content” was the most frequent obstacle for these students. Since they are in
the initial stages of learning English, it is reasonable to expect that they experience difficulties in
understanding exactly what they hear. After that, there was a series of difficulties related to writing.
In the survey of Kagata et al. (2015), many elementary and junior high school teachers cited
“writing” as a problem. As for the item about not understanding grammar, explicit grammar
instructions are not required in elementary school English. Even so, the fact that some teachers
chose this item suggests that they consider grammar instructions to be important.
Table 1
Top 10 Difficulties Elementary School Students Experience When Studying English
Items
N

%

Difficulty listening to English and understanding its content

59

76.6

Difficulty in writing down what they hear in English

51

66.2

Difficulty spelling the alphabet, mixing upper- and lower-case letters in
unnecessary places

50

64.9

When writing in English, it is not possible to write within ruled lines or
tables, and the size and spacing of letters are not consistent

46

59.7

Cannot write 26 letters of the alphabet in upper and lower case

44

57.1

Difficulty in reading aloud (very slowly or skipping) because reading and
writing do not match

43

55.8

41

53.2

39

50.6

37

48.1

36

46.8

Often do not understand grammar (do not understand grammatical rules such
as passive and progressive forms)
Difficulty remembering English sentences and words (no matter how many
times you ask them to write them down, they cannot remember them)
When reading, it is difficult for students to remember the parts they have
read before, and they need to read English sentences repeatedly to
understand them
Do not understand word order in English
Note. N = number of students who have the difficulty.

Further analysis of the free text description revealed that difficulties in learning English can
be divided into three main categories: (1) difficulties related to letter-sound connections (e.g., very
slow reading speed, inability to read aloud English words, etc.); (2) difficulties related to writing
(e.g., inability to write with four lines in mind, writing differently from the model, writing
sentences with mixed capitalization, etc.); (3) listening difficulties (e.g., not able to listen to the
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teacher’s pronunciation, not able to give an immediate answer to a question). The elementary
school teachers’ responses tended to show less field-specific knowledge about English language
learning and needs that EFL students have than those of the junior high school teachers.
The questionnaire asked the elementary school teachers what kind of instruction and
response they provide and how they teach and respond to difficulties. As for difficulties in writing,
the largest number of teachers responded that they teach students to trace. For example, “I prepare
handouts for tracing,” and “For children who are not good at writing, I have them trace what they
have written with a pencil or highlighter.” Other responses included, “I gently ask them to write
again carefully,” “I teach them word by word with a model,” and “I teach them how to write
individually.” With regard to the struggle in listening, some respondents said, “I repeat the same
thing” and “I give individual guidance during desk patrols.”
It should be noted that the 2019 school year was a transition period for the new curriculum
guidelines for elementary schools, and some schools were implementing “foreign language
studies” ahead of others, while others were implementing “foreign language activities” based on
the previous curriculum guidelines. In elementary schools, reading and writing instruction was
added in the new Course of Study. Therefor there might not have had any reading or writing
situations in schools that were following the current Courses of Study at the time.
Table 2
Top 10 Difficulties Junior High School Students Experience When Studying English
Items
N
Difficulty remembering English sentences and words (no matter how many
times you ask them to write them down, they cannot remember them)
Often do not understand grammar (do not understand grammatical rules such
as passive and progressive forms)
Do not understand word order in English
Difficulty reading aloud written English (very slowly or skipping) because
reading and writing do not match
Difficulty in writing down what they hear in English
Difficulty listening to English and understanding its content
Do not understand the coherence of the meaning
Difficulty in copying the words from the blackboard (time-consuming)
When writing in English, it is not possible to write within ruled lines or
tables, and the size and spacing of letters are not consistent
Space between words is narrow
Note. N = number of students who have the difficulty.
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%

276

64.5

248

57.2

243

56.8

215

50.2

190

44.4

177
167
146

41.4
39.0
34.1

145

33.9

141

32.9
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According to junior high school teachers, the percentage of students who were considered
to be struggling in learning English was 4.2%. Table 2 shows the items with a high percentage of
such students. At junior high school level, students had difficulty remembering English sentences
and words, reading and writing did not match, they experienced difficulties in reading written
English aloud, difficulty in writing down what they heard, and difficulty in copying the words on
the blackboard. These results are similar to those of Kagata et al. (2015) and the survey of teachers
conducted by Benesse Educational Research and Development Institute (2009). In the survey of
Benesse Educational Research and Development Institute (2009), “difficulty remembering words”
was the most cited opinion (68.8%). In addition, difficulties in reading and writing letters and
sentences were also cited. The same result was obtained in this study.
By analyzing the free text description, difficulties in learning English could be classified
into three main categories: (1) difficulties in connecting letters and sounds (e.g., “They can’t
connect the sounds and letters of the alphabet,” “It takes the students longer than others to practice
reading aloud,” “They can’t pronounce English words when they see the words”); (2) difficulties
in writing (e.g., “My students can’t write within ruled lines and the spacing is not consistent,”
“They can’t remember how many times they write and they forget quickly,” “My students can’t
write the alphabet carefully and it looks like a snake,” “They write mirror letters,” etc.); and (3)
Others (e.g., “It is difficult to understand the difference between English and Japanese,” “My
students don’t understand the grammar,” “Students don’t know how to write the alphabet,” etc.).
Now we will examine what kind of instruction and response was provided for each of these
categories.
First of all, for difficulties related to the connection between letters and sounds, the
following responses were found: “I explain the rules of sounds and make them memorize sounds
first,” “I make them read the textbook so that they only see the information of one letter at a time,”
“I give them all the words with their furigana and meanings written on them,” and “I teach them
phonics in April of the first year of junior high school.” As for writing difficulties, many teachers
provide individual and one-to-one instructions, after-school and lunchtime instructions, and
inter-desk instructions. In addition, the use of Assistant Language Teachers, Foreign Teachers, and
Team-teaching Teachers was also mentioned. As for others, some respondents said that they
prepare special printed materials and always check for errors. It should be noted that for
difficulties in writing, there were a few responses such as “I make them write many times” and “I
have them practice writing after school.” Although this is due to students’ difficulties, it may not
be an effective strategy to make them repeat the same writing many times. This memorization
technique does not help such students to effectively remember words. What is worse is that it may
lead to the students becoming distressed.
RQ2. To what extent are elementary and junior high school English teachers aware of
learners who have difficulties in learning English?
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In Section A of the questionnaire, the teachers were asked about their understanding of
learning difficulties and developmental disorders. They responded to the items by circling a score
from 1 (I know a lot about this disorder/difficulty) to 5 (I do not know about this disorder/
difficulty) for each item.
As for elementary school teachers, the results of their awareness and understanding of
developmental disabilities, particularly learning disorders and dyslexia, are shown in Table 3. For
learning disorder, the combined total of “know in detail” and “know to some extent” was 95.5%,
while for dyslexia, the main difficulty of which is “reading and writing,” the combined total of
“know in detail” and “know to some extent” was 46.6%.
Table 3
Elementary School Teachers’ Awareness and Understanding of Developmental Disorders
I know
I know a
I do not
about it to I know the
lot about it
know about N/A (%)
some
name (%)
(%)
it (%)
extent (%)
Autism Spectrum Disorder
10.2
81.8
6.8
1.1
Attention-deficit
Hyperactivity Disorder
Learning Disorder
Dyslexia

14.8

81.8

2.3

1.1

-

12.5

83.0

3.4

1.1

-

2.3

44.3

34.1

17.0

2.3

Note. N = 88
Next, when asked about their awareness of dyslexia in English language learning in
different questions, none of the teachers said that they knew about it in detail and 8.0% answered
that they knew about it to some extent (see Table 4).
Table 4
Elementary School Teachers’ Perceptions of Dyslexia in English Language Learning
%
I know a lot about it
0.00
I know about it to some extent

8.00

I do not know much about it
I do not know about it at all
N/A
Note. N = 88

47.70
43.20
1.10
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In total, 47.3% of teachers answered that they did not know much about it and 43.2%
answered that they did not know about it at all (see Table 4). Even if they are aware that there is a
particular difficulty in learning English, they need to understand whether the cause is a reading
and writing disability in order to provide appropriate instruction. Particularly at the elementary
school stage, when students are beginning to learn English, it is very important to recognize
difficulties in English learning and to deal with them appropriately (Ijima, 2020; Murakami, 2021).
For this reason, improving the awareness and understanding of elementary school teachers is an
issue for future research.
We asked the 47 teachers who were aware of dyslexia in English learning (response rate “I
know more about it” and “I know about it”) about their medium of awareness. Teachers were
allowed to select more than one item. As shown in Table 5, the most common response was “I
learned about it outside the school, at a workshop held by the Board of Education, etc.,” (38.3%)
followed by “I studied it myself” (34.7%). The percentage of respondents who answered, “I
learned about it through workshops at the school where I work” was low at 14.3%, suggesting that
internal training is not widespread. In the “Other” category, there were two cases of “I learned
about it for the first time through this survey.”
Table 5
Media through which Teachers Learned about Dyslexia in English Language Learning
%
At a workshop outside of school including the Board of Education, etc.
38.30
Studied it myself
34.70
Heard from other teachers
20.42
Through workshops at the school where I work
14.30
From newspaper or TV reports
8.20
Other
6.40
N/A
2.10
Note. N = 47
As for junior high school teachers, awareness and understanding of developmental
disabilities, especially learning disabilities and dyslexia, are shown in Table 6. Regarding learning
disorders, 91.8% of respondents knew “in detail” and “to some extent” about these aspects. For
dyslexia, which is the main disability in relation to LDs, 64.7% of respondents knew “a lot” or “to
some extent” about the disorders. In addition, 42.9% of respondents were aware of reading and
writing disabilities in English language learning. Compared to elementary school teachers, the
junior high school teachers who were aware of reading and writing disabilities was higher.
However, unlike elementary school teachers, the teachers in this survey specialized in English
education, so this figure may not necessarily indicate a high level of awareness. As in the case of
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elementary school teachers, improving teachers’ awareness and understanding of reading and
writing difficulties in English language learning is an issue that requires further research in the
future.
Table 6
Junior High School Teachers’ Awareness and Understanding of Developmental Disorders
I know
I do not
I know a
about it to I know the
know
lot about it
N/A (%)
some
name (%)
about it
(%)
extent (%)
(%)
Autism Spectrum Disorder
5.3
78.9
15.0
0.8
Attention-deficit
6.8
87.2
5.3
0.8
Hyperactivity Disorder
Learning Disorder
6.8
85.0
7.5
0.8
Dyslexia
3.8
60.9
29.3
6.0
Note. N = 133
Junior high school teachers were also asked about their awareness of dyslexia in English
learning and the medium of their awareness (see Table 7). As can be seen from Table 7, 1.5% of
teachers knew about dyslexia in English learning in detail and 41.4% knew about it to some extent.
This low level of awareness can be seen even among teachers who specialize in English language
education.
Table 7
Junior High School Teachers’ Perceptions of Dyslexia in English Language Learning
%
I know a lot about it
1.50
I know about it to some extent
41.40
I do not know much about it
44.40
I do not know about it at all
12.80
N/A
0.00
Note. N = 133
We also asked the 57 teachers who were aware of dyslexia in English language learning
(response rate “I know more about it” and “I know about it”) about their medium of awareness. As
shown in Table 8, the most common answer was “I learned about it outside of school, at a
workshop held by the Board of Education, etc.” (47.4%), followed by “I studied it myself”
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(36.8%). The percentage of respondents who learned about it “through workshops at the school
where I work” was 29.8%. For both elementary and junior high school teachers, more than
one-third of them knew about dyslexia in English learning through workshops outside of school.
These results indicate that the best way to teach them about dyslexia in English is during such
workshops. In addition, if they have workshops inside school, more teachers can benefit from
them. In the “other” category, “I studied at university” was selected in two cases. Although the
number of responses was small, the importance of education at university should not be
overlooked.
Table 8
Media through which Teachers Learned about Dyslexia in English Language Learning
%
At a workshop outside of school, including the Board of Education, etc.
47.4
Studied it myself
36.8
Heard from other teachers
33.3
Through workshops at the school where I work
29.8
From newspaper or TV reports
28.1
Other
10.5
N/A
1.8
Note. N = 57
RQ3. What are the instructional needs of learners with dyslexia in elementary and junior
high school English education?
Section B of the questionnaire asked teachers to describe how they support students with
difficulties in learning English, as well as their challenges and concerns. In Section C, they were
also asked about their perception of what they need when teaching students with developmental
dyslexia, followed by an opportunity for free description. When elementary school teachers were
specifically asked about their difficulties and concerns in teaching, the responses included
insufficient individual support due to the large number of students in one class, teachers’ own lack
of English proficiency, concerns about teaching methods, and concerns regarding insufficient
knowledge of dyslexia.
Training in knowledge and teaching methods (“very necessary” 39.8% and “somewhat
necessary” 53.4%) was the most frequently cited need when dealing with children with reading
and writing difficulties or the possibility of such difficulties. In addition, more than 70% of
teachers answered that the development of diagnostic tests (“very necessary” 33.0%, “somewhat
necessary” 51.5%) and separate classroom instruction (“very necessary” 21.6%, “somewhat
necessary” 51.5%) were also necessary. In the free text description and interview responses, there
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were several references to difficulties in responding to individual children due to the lack of
sufficient teachers, the teachers’ own lack of knowledge about reading and writing difficulties, and
the lack of knowledge regarding teaching children with reading and writing difficulties.
As for junior high school teachers, they answered “It is difficult to provide individualized
instruction in a single class,” “Because the students are not in a special education class, we are not
able to provide much individualized support,” “We talk to them individually, but we don’t know
what to do,” “In fact, it would be better to give individual guidance, but sometimes we cannot get
the approval of the families, so we give guidance to all the students, without supporting them
individually,” “Even if we give repeated guidance to the students, it does not stick,” “We do not
know what kind of guidance we should give,” and “Even if we give support to the students in
team teaching, it does not lead to significant improvements.” Many of them were confused about
how to teach students with reading and writing difficulties in English education. In interviews
conducted later, there were several responses such as, “I don’t know how to teach in a group,” “I
need additional staff to provide individual support,” “I can’t make the time to provide individual
support,” and “I just have them write and memorize words, but they don’t seem to stick.”
Other teachers mentioned the need for understanding from those around them, such as
students and parents. Other issues were mentioned such as, “The pace of learning may be different
from that of other students, and without the understanding of the students around us, it may be
perceived as a lack of effort on the part of the student,” and “Isolation in the classroom may lead
to bullying.” Another response was, “I cannot respond sufficiently due to a lack of understanding
from parents.” As can be seen from these responses, many teachers are concerned about students
who are struggling in English because they do not know how to properly teach or support them in
the classroom. It was also clear that they believe that not only the students themselves but also the
people around them need to understand the issues.
Training in knowledge and teaching methods (“very necessary” at 48.9%, “somewhat
necessary” at 42.9%) was the most frequently cited need when dealing with students with reading
and writing difficulties or the possibility of such difficulties. More than 70% of teachers also
answered that diagnostic tests (“very necessary” at 31.6%, “somewhat necessary” at 47.4%) and
separate classroom instruction (“very necessary” at 24.8%, “somewhat necessary” at 49.6%) were
also necessary. Based on the results of how teachers obtained information about dyslexia in
English language learning, the ideal approach may be to learn about how to deal with students’
reading and writing difficulties during training sessions at school boards and in schools.
Overall, the results of the survey revealed that although elementary and junior high school
teachers are aware of students’ problems when learning English, their awareness of dyslexia in
English learning is low. In addition, although awareness of developmental disabilities was high in
general, awareness of reading and writing difficulties in English learning was low, at 8.0% in
elementary schools and 42.9% in junior high schools. In this respect, improving teachers’
awareness and understanding of reading and writing difficulties in English language learning is an
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issue for the future research.
In addition, it was also clear that teachers are trying to find ways to teach students who are
struggling when learning English. However, some of their methods may not be optimal for
English learners with dyslexia. The fact that more than 70% of teachers felt the need for training
in knowledge, teaching methods, and diagnostic tests also indicates the requirement for practical
teacher training, including the use of Information and Communication Technology. There is also
an evident need to incorporate these measures into teacher training courses. In particular, the
inclusion of knowledge of reading and writing difficulties in teacher training courses is important
for the future of English education.
There are two limitations to this study. First, since the participants took part voluntarily, they
may be more interested than the general population, leading to selection bias. Second, since the
survey of elementary school teachers was conducted during a time of change in the Course of
Study, teachers in schools that have been implementing “foreign language activities” and teachers
who have been implementing “English language studies” coexisted. This undeniably led to some
variation in the content of the responses. For example, reading and writing instruction is not
included in the scope of instruction in the previous Course of Study. On the contrary, the new
Course of Study includes reading and writing instruction, partly because the implementation of
“foreign language activities” has been moved up to the third and fourth grades of elementary
school. This may have led to different assumptions about the content of instruction in some cases,
leading to variations in the data. These limitations will be the subject of further studies.
5. Conclusion
This study aimed to identify the problems faced by teachers and their apparent needs when
teaching students with reading and writing difficulties in English language learning. To address
these issues, the study investigated teachers’ perceptions of difficulties in reading and writing
English, including dyslexia, in elementary and junior high schools. The results of a series of
surveys revealed that although many elementary and junior high school teachers are aware of
students’ difficulties when learning English, their awareness of dyslexia in English learning is low.
In addition, awareness of reading and writing difficulties in English learning was not necessarily
high. On the contrary, it was also clear that teachers are trying to find ways to teach students who
are struggling to learning English. However, some of their methods may not be optimal for
learners with dyslexia.
The fact that more than 70% teachers thought that training in knowledge, teaching methods,
and diagnostic tests was necessary also indicates the need for practical teacher training, including
the use of ICT. It was also evident that these measures were necessary as content in teacher
training courses. In particular, having knowledge about reading and writing difficulties in teacher
training courses is important for the future of English education. It is hoped that more students will
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receive appropriate education according to their strengths and weaknesses and that teachers will
have adequate knowledge of how to deal with specific difficulties.
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【実践報告】

中学校特別支援学級英語スピーチ活動における
ビデオ映像を活用した振り返り学習
A Report on Student Self-Reflection
of EFL Speech Activities Based on Video Playback
in Junior High School Special Needs Class
武田 直志
相模原市立相武台中学校

TAKEDA Naoshi
Sobudai Junior High School
Abstract
The effects of self-reflection in language learning have been researched and many of the
former studies conclude that self-reflection activities is effective for language learning. Almost all
those researches however, apply to the cases of regular class students; little is known for the cases
of the students in special needs classes. This report attempts to explore the effectiveness of
self-reflection, spotlighting a speech activity of junior high school students in a special needs class.
One of the major ways of self-reflection is that students try to look back at their performances
only by handout. However, taking the varied characteristic features of students into consideration,
the activity solely might not be effective enough for the special needs students. On this report, in
addition to a self-reflection sheet, self-monitoring by watching their videotaped speech
performances was conducted. The participants’ inquiry sheet and interviews with the teachers
reveal that self-reflection activities including watching their performances could enable the
students to improve their attitude to communicate proactively in English during speech
performances, based on their own self-assessment and feedback from classmates.
キーワード： 英語スピーチ 特別支援教育 ビデオ振り返り学習

1. はじめに
2021 年度から施行の中学校学習指導要領 (文部科学省, 2017a, p.24) では，主体的・対話的で深い学
びの実現に向けて，生徒が学習したことを振り返る活動を授業に取り入れることが記された。そして
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文部科学省 (2017b, p.22) は，生徒の主体的な学びのために，
「自己の活動内容を振り返って次につな
げる」ことを踏まえた授業改善をそれぞれの学校に求めている。また，国立教育政策研究所 (2020) は，
中学校外国語の「主体的に学習に向かう態度」の評価において，
「言語活動への取組に関して見通しを
立てたり振り返ったりして自らの学習を自覚的に捉えている状況」を評価することを留意点として挙
げている (p.79)。
中学校で広く行われている振り返りの一つに，生徒の自己評価活動がある。田中 (2008) によると
自己評価とは，学習者が自分で学習の状態を評価し，今後の学習を調整することと定義している。そ
して自己評価能力は，メタ認知とも言われると述べている (p.125)。
1990 年代以降，自己評価の方法として，自己評価票にチェックさせる活動が各地の学校で見られる
ようになり (梶田, 2010) ，多くの興味深い実践がなされてきた (田中, 2008) 。中学校英語スピーチ活
動においても，自己評価票を用いた実践や研究が行われ，その効果が検証されている（西田・久我, 2018;
松尾, 2016）
。一方で，様々な特性をもつ生徒が多く在籍している特別支援学級を対象にした研究は少
ない。はたして自己評価票を活用して自分のパフォーマンスを振り返ることは，知的障害や発達障害
をもつ生徒にとって，十分な学習につながるのだろうか。
先行研究によると知的障害者においては，
「成果を自己評価」 (前川, 2006) する等の実行機能につ
いて，発達の遅れが指摘されている (Borkowski, 1986; Brown, 1978)。そのことから考えると，自己評
価票での振り返りだけでは，学習効果が限定的になるのではないかと推測できる。また発達障害者に
おいても，
「自分自身をなかなか客観視しにくい」 (橋本,2009, p.27) 特性があったり，特に一部の LD
児や ADHD の子どもの多くがメタ認知に困難があったりする (Accardo & Whitman Eds., 2002) ことか
ら，健常者と比較すると自己評価票のみでの振り返り学習の効果は低くなる可能性がある。
自己評価票を用いた振り返り活動の他に，ビデオ映像を活用した自己評価（以下ビデオ振り返り学
習とする）がある。これまでに様々な分野において，知的障害者や発達障害者を対象にした，ビデオ
振り返り学習の研究が行われていて，その学習の成果が報告されている（表 1）
。授業のユニバーサル
デザインのキーワードである，
「視覚化」
（
「視覚的な手がかりを効果的に活用する」こと）
（桂ほか, 2020,
p.3) の観点からも，ビデオ振り返り学習は特別支援学級在籍の生徒にとって，好影響をもたらすので
はないかと考える。
表 1 ビデオ振り返り学習の先行研究
実践研究
福田・須藤 (2018)
若林・長澤 (2012)

被験者

研究結果

知的障害がある特別支援学校 ・喫茶サービススキル（接客技術）等の向上
高等部 1，2 年生 9 名

が見られた。

アスペルガー障害がある

・望ましい会話スキルがより多く使用できる

小学 6 年生女児 1 名
榎本・竹内 (2013)

ようになった。

アスペルガー障害がある

・言語での制止等では変化が見られなかった

10 歳男児 1 名

不適切行動の頻度が，大きく減少した。
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これまでにビデオ振り返り学習は，
英語スピーチ発表を振り返る方法としても取り入れられていて，
その学習の効果を検証した研究がなされている。岡田 (2015) は，学習者のスピーチ発表等を録画し，
学習者にその映像を見せながら省察させることで，
「言語能力やプレゼンテーション能力の向上に貢献
できると考えられる」 (p.121) と指摘した。また，岡田・いとう (2014) は，大学生を対象に英語ス
ピーチを映像で振り返ることの効果を検証し，
「客観的にパフォーマンスを判断する能力の向上につな
がった」と結論づけた。
中学校でも英語スピーチのビデオ振り返り学習の実践が行われており，
「アイコンタクトやジェスチ
ャーが向上」 (篠崎, 2014) したり，
「外国語学習の意欲の向上」(山下, 2013) がみられたりしたことが
報告されている。これらの先行研究から，英語スピーチにおけるビデオ振り返り学習は，生徒の主体
的な学びに結びつくのではないかと推測できる。いずれの研究も通常の学級で行われたものであり，
特別支援学級での実践はほとんど報告されていないが，前述のような知的障害者や発達障害者を対象
とした，ビデオ振り返り学習の研究結果から推察すると，特性をもつ生徒が多い特別支援学級の英語
スピーチ活動においても，この学習の効果が期待できると考えられる。

2. 目的と実践
2.1 目的
中学校外国語では，
「聞き手，読み手，話し手，書き手に配慮しながら，主体的に外国語を用いてコ
ミュニケーションを図ろうとする態度」を身につけることが目標の一つとなっている (文部科学省,
2017a) 。また，評価の場面でも，
「聞き手，読み手，話し手，書き手に配慮しながら，主体的に外国
語を用いてコミュニケーションを図ろうとする状態を評価する」ことが，
「主体的に学習に取り組む態
度」のポイントとなる (国立教育政策研究所, 2020) 。これらのことを踏まえ本実践では，中学校特別
支援学級英語スピーチ活動において，様々な特性をもつ生徒にとってビデオ振り返り学習が，
「主体的
にコミュニケーションを図ろうとする態度」を高めることができるかを検証する。
英語スピーチ活動において，聞き手に配慮したコミュニケーションとはどのようなことを指すのだ
ろうか。瀧沢 (2021) は，話すこと〔発表〕における主体的に学習に取り組む態度の評価点の例とし
て，
「アイコンタクトがとれている」ことと，
「はっきりと聞こえる声で言えている」ことを挙げてい
る。聞き手に目線を向けることや十分な声量を出すことは，スピーチにおいて聞き手への配慮に繋が
るため，コミュニケーションを図るために重要な要素であると考える。また，瀧沢 (2021) の提案は
通常の学級を想定したものであるが，生徒にとってアイコンタクトと声量は，具体的で確認しやすく
自己評価がしやすいことから，特別支援学級でこそ大切な観点だと考える。以上の理由から本研究で
は，英語スピーチ活動において主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を，
「目線を聞き手に
向けること」と「十分な声量を出すこと」の 2 点と定義した。

2.2 参加者
対象者は，S 市内中学校特別支援学級在籍生徒 4 名で，中には知的障害や自閉症スペクトラム障害
をもつ生徒もいる。授業者は筆者を含めた 2 名である。個々の生徒の能力や進度によって，授業の一
部を 2 つのグループに分けて行っている。グループ学習の際は 2 名ずつに分かれ，生徒の実態に合わ
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せながら学習を進めている。一つは 4 技能を伸ばす活動を中心に行う「ジャンプグループ」
，もう一つ
は単語や基本表現を楽しく覚える活動を行う
「ホップグループ」
として少人数での学習を行っている。

2.3 実践の内容
本学級では，1 週間に 2 単位時間，英語の授業を行っている。2 週間に 1 回 ALT と一緒に学習する
時間が設けられており，その時間がスピーチ発表となることが多い。生徒はスピーチを発表する日に
向けて，英語の時間に帯活動として少しずつ準備を行っている。また生徒によっては，スピーチの内
容が難しいものもあるので，その場合はジャンプグループのみスピーチに向けての準備を行い，ホッ
プグループは基礎的な単語学習や会話練習等を行うこともあった。授業の中で行っているスピーチの
発表に向けての帯活動の流れは次の通りである (表 2) 。
表 2 スピーチ発表に向けた帯活動の流れ
帯活動の流れ

活動時間

1 時間目

・話したい内容を日本語で書く。
・必要に応じてタブレット等を利用して調べ学習

20 分

2 時間目

・1 時間目の続き
・タブレットや辞書を利用して英文を作成
・Show and Tell の場合は，使いたい画像等の準備

25 分

3 時間目

・2 時間目の続き
・発表練習（発音練習，ジェスチャーを考える等）

25 分

4 時間目

・発表の直前練習 ※タブレットで撮影
・個人でビデオ振り返り学習
・発表本番 ※タブレットで撮影
・タブレットで撮影した発表の映像を見ながら，ビデオ振り返
り学習（クラス全体で，一人ひとりの発表を順番に視聴）

35 分

スピーチの内容を決める際，筆者が参考にしたのが，大谷 (2020) が言語活動において考慮すべき
視点として挙げている，
「目的意識」と「相手意識」である。生徒が「伝えたい」と思える内容（目的
意識が明確）で，ALT が知りたいと思える内容（相手意識が明確）となるようになるように心がけた 。
4 月から 9 月にかけて行ってきたスピーチ活動の内容は次の通りである (表 3) 。
スピーチの発表方法としては，Universal Design for Learning の視点も踏まえ，
「代替案を用意」(村上,
2021) することを意識した。具体的には生徒が絵や写真，具体物を活用して，Show and Tell 方式で発
表することも可能とした。4 月の自己紹介では，ジャンプグループの生徒の一人が，卓球のラケット
を見せながらスピーチ発表をした。その生徒はラケットで素振りをしながら，“I love table tennis!”と言
い，自分の好きなスポーツを伝えることができた。選択肢の幅を広げることで，発表者は自分のやり
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やすい方法で発表することができ，聞き手としては耳からの情報だけでなく，視覚情報からもスピー
チの内容を知ることができた。
表 3 スピーチの内容と Target Expressions (ジャンプグループ：JG, ホップグループ：HG)
Target Expressions

スピーチ内容
4月

自己紹介（JG, HG）

I like 〜.
I'm good at 〜.

5月

世界の行きたい場所（JG）

I want to 〜.

6月

日本の食べ物紹介（JG, HG）
1 日の予定（JG）

◯◯ is / are like 〜.
at 時間

7月

日本の夏を紹介（JG, HG)

It is 形容詞.

9月

夏休みの思い出（JG, HG）

過去形

スピーチ発表後のビデオ振り返り学習では，生徒はクラス全体で一人ひとりの発表の映像を順番に
見ながら，自分の発表の自己評価を振り返りシート (表 4) に記入した。全員が自分の振り返りを書き
終えた後，生徒は級友の振り返りシートに，級友の発表についての前向きな評価を記入した。また，
その時間に ALT は机間指導を行い，振り返りシートにコメントを記入し，生徒の良い点を褒めていっ
た。本学級には自分を客観的に振り返ることが苦手であったり，自己肯定感が低く，自己評価が厳し
くなりがちであったりする生徒も在籍している。そのため級友や教師からの前向きな評価をもらう経
験をすることで，生徒の自信に繋がるように心がけた。
表 4 英語スピーチ発表における振り返りシート

2.4 9 月の授業実践
特別支援学級在籍生徒 4 名のうちホップグループの 2 名がスピーチ発表当日欠席だったため，参加
生徒はジャンプグループの 2 名のみであった。次の英語の時間では，ちょうどジャンプグループの 2
名は学校行事関係で交流級に行っていたため，ホップグループの 2 名のみの参加となった。そのため
その時間にも ALT に来てもらい，同じ手順でスピーチ活動を行うことができた。生徒が 9 月に発表し
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たスピーチの内容をまとめたものは次の通りである。今回は「夏休みの思い出」というタイトルでス
ピーチを行った。
生徒 A

My friend and I made S’more, grilled marshmallows. We grilled marshmallows on his balcony.
It was delicious, but I burned my tongue.
生徒 B

I went to Tokyo during the summer vacation. We had strawberry tarts in Omotesando. I was
happy to be in Tokyo again.
生徒 C

I went to Yamanashi. I drank grape juice. It was delicious!
生徒 D（転校生のため自己紹介）

Hello. I'm (the student's name). Nice to meet you.
スピーチ発表当日の指導の流れと支援のポイントは次の通りである（表 5）
。
表 5 スピーチ当日の指導の流れと支援のポイント
時間

活動

指導・支援のポイント

15 分

直前練習
個人でビデオ振
り返り学習

・自分のリハーサルの様子をビデオで見て，本番に ・タブレット
生かせるように目線や声量等のポイントを確認
する。
例：
「声はよく聞こえる？」
「顔は上がってるかな？」

10 分

スピーチ本番

・T2 が生徒の発表を撮影する。

10 分

全体でビデオ振
り返り学習

・クラス全員で，一人ひとりのスピーチ発表の映像 ・振り返り用紙
を順番に見る。
・タブレット
・生徒がコメントを書く際に，ビデオを見せながら ・TV
注目するポイントを伝える。
例：
「原稿見ないで言えてるかな？」
・級友にコメント書く際は，前向きな内容になるよ
うに言葉かけをする。

10 分

ALT のスピーチ ・ALT のスピーチを聞いて，知りたいことを質問で ・PC
質問タイム
きるようにヒントを出す。
・TV
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5分

生徒アンケート

・ホップグループの生徒には，タブレットに録画し ・アンケート用紙
たスピーチを見せながら，教師がアンケートの項
目を読み上げるようにした。

スピーチ当日の様子を写真にまとめた（図 1 から図 3）
。左側がジャンプグループの様子で右側がホ
ップグループの様子である。ジャンプグループの生徒の一人は，発表で使うための焼きマシュマロの
模型を作成し，スピーチに生かしていた。ホップグループの発表の際には教師が側にいて，必要に応
じて言葉かけ等の支援をした。生徒が話したい内容を忘れてしまった時は，英文の初めの単語だけを
教師が伝えることで自信をもって発表することができた。
生徒全員のスピーチ発表後，クラス全体でビデオ振り返り学習を行った。その際教師は，必要に応
じて映像を何度も見せながら，自己評価のポイントを伝えた。全員が自分の振り返りを記入した後，
生徒は級友の振り返りシートにコメントを書いた。また，その時間に ALT は机間指導を行いながら，
生徒のシートにコメントを記入し，良い点を褒めていった。完成した振り返りシートは次の通りであ
る（図 4）
。
図 1 直前練習の時，ビデオ振り返り学習を行い，改善点を確認している。

図 2 スピーチ発表時，T2 が生徒の発表を撮影している。
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図 3 クラス全体で一人ひとりの発表の映像を順番に見ながら，ビデオ振り返り学習を行っている。

図 4 記入後のスピーチ振り返りシート
生徒 A

生徒 B

生徒 C
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生徒 D

3．結果
3.1 生徒アンケートより
授業の終わりの時間に，ビデオ振り返り学習についてのアンケート (表 6) の時間を設けた。文字を
読むことが苦手な生徒に対しては，
教師が項目を読み上げることで，
質問が理解できるように促した。
また文字を書くことが苦手な生徒に対しては，口頭で回答するように促し，教師がその内容をアンケ
ート用紙に記入した。1 人の生徒は質問 3 と 4 の内容が分からず未回答となったが，質問 2 で「みん
なを見て言えた」と回答することができた。アンケートの結果，参加生徒はビデオ振り返り学習によ
って，スピーチ発表の際，
「目線を聞き手に向けること」や「十分な声量を出すこと」ができるように
なったと感じていることが分かった。
表 6 ビデオ振り返り学習についてのアンケートの質問項目と回答
質問 1 ビデオ振り返り学習で，以前よりスピーチが上手になったと思いますか。
・はい 4 名
・いいえ 0 名
質問 2 ビデオ振り返り学習で，どんなことが上手になったと思いますか。
・声量と目線
・前よりもスラスラ英語を話すことができた。
・目線
・みんなを見て言えた。
質問 3 ビデオ振り返り学習のよいと思うことを書いてください。
・スムーズに言えた。焦らなくなった。
・相手側の目線みたいに，どんな感じでスピーチしているのかが分かる。
・失敗を直せる。
質問 4 ビデオ振り返り学習をどう思いますか。
・振り返りがしやすいし，反省点も見つかるから，とてもいい。
・この振り返りで今後何に気をつけるのかが分かり，うまく言えるようになると思う。
・いいと思う。
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3.2 授業者へのインタビューより
授業終了後 T2 と ALT に，ビデオ振り返り学習についてインタビュー (表 7) を行った。いずれの教
師も，生徒はビデオ振り返り学習を通じて，自己分析を行うことができたと述べていた。さらに T2
は，自己分析をより良い英語スピーチに繋げることができた生徒もいたと話していた。
表 7 ビデオ振り返り学習の教師へのインタビュー
質問 ビデオ振り返り学習についてどう思いますか。
T2 のコメント
・客観的に自分が見られて良かったと思う。リハーサルの後も自分のビデオを見て，自分から
「ちょっと顔を上げたほうがいい」と気がつき（実際にそう呟いていた），本番に生かしてい
た生徒がいた。
ALT のコメント
・This self-reflection technique could enable the students to visually realize how well they applied
various communication techniques, including gesture, voice projection, and eye contact. （ビデオ振
り返り学習を行うことで，生徒たちはジェスチャーや声の通り，アイコンタクトを含めた，
様々なコミュニケーション技術がどれくらいできるようになったかを視覚的に認識すること
ができた。）

4．考察
本研究では，生徒アンケートや教師へのインタビューから，特別支援学級在籍の生徒もビデオを活
用した振り返り学習を行うことで，自分の英語スピーチについて振り返ることができ，それによって
英語スピーチにおける「主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度」
（
「目線を聞き手に向ける
こと」
，
「十分な声量を出すこと」
）を高めることに繋がったことが示唆された。個々の生徒の変容に注
目してみると，例えば知的障害があり，不安を強く感じてしまう傾向の生徒は，自分の発表を見なが
ら教師からアドバイスをもらうことで，
聞き手に視線が向けられるようになった。
そしてその生徒は，
普段から不安感が強いこともあり，アンケートを取っても「分かりません」と直ぐに答えてしまう傾
向があるが，
「みんなを見て言えた」と回答することができた。また，自閉症スペクトラム障害があり，
自分のことを客観視することが苦手な生徒は，ビデオによって視覚的に振り返ることで，
「目線」
「声
量」
「ジェスチャー」等に注目し，具体的に自己評価を行い，より良いスピーチ発表に繋げることがで
きた。以上のことから，ビデオ振り返り学習は，知的障害や発達障害をもつ生徒にとっても，
「主体的
にコミュニケーションを図ろうとする態度」
を高めるのに有効な学習方法になり得ることが示された。
本実践では，ビデオ振り返り学習の他に，生徒が互いにフィードバックする活動（ピア・フィード
バック）も同時に行った。生徒は，級友のスピーチを繰り返し視聴し，上手にできた部分を探し，級
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友の振り返り用紙に気づいた点を記入した。2 学期末，ジャンプグループの生徒に，スピーチが上手
くできるようになった理由を筆者が尋ねたところ，次のような回答を得ることができた。
生徒 A
・友だちからのコメントが嬉しかった。次のスピーチに生かすことができた。ワークシートを
見ると後からでも振り返られるからよかった。
生徒 B
・コメントで良い点が分かるから，自信がついたかもしれない。最初は声をそんなに出せなか
ったけど，出せるようになった。
これらの回答から，ピア・フィードバックを通じて，生徒は自分のスピーチ発表に対し自信を得ら
れたことが示された。級友の良くできた点を見つけることができた理由の一つとしては，録画したス
ピーチを繰り返し視聴することができたからだと考えられる。このことから特別支援学級においての
ビデオでの振り返りは，自己分析や自己評価だけでなく，ピア・フィードバックとしても活用でき，
「目線を聞き手に向けること」等の「主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度」を高める有
効な手段になり得ることが示唆された。
本稿では，英語スピーチ活動での「主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度」の育成に注
目したが，ビデオ振り返り学習が，英語の「技能」や「表現」等に対してどの程度の効果をもたらす
のかは明らかにされていないため，今後質的・量的研究の両面から検証していく必要がある。

5. おわりに
GIGA スクール構想によって，生徒が一台ずつタブレットを利用できるようになってきたこともあ
り，ビデオを活用した振り返り学習は以前よりも敷居の低いものになってきている。今回は特別支援
学級での実践だったが，通常の学級の中にも自分の発表を見ることで，自分の成長や課題がよく分か
る生徒も少なくないのではと推察する。クラスの実態や学習環境と生徒の特性を常に考えながら，ビ
デオ振り返り学習を初めとした，生徒たちにとってより良い振り返り活動を検討し，実践していくこ
とが教育現場に求められている。
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