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1. はじめに 

近、韓国のろう学校では日本語が持つ特性を考慮

し、英語より発音の面で学びやすいという面から、高

等部から日本語を外国語教科として採択する学校も出

てきた。現在、ろう学校における英語教育に関する研

究は、その重要性が徐々に認識されはじめ、韓国でも

研究報告が次第になされている。しかし、6 年前から

始まっている韓国のろう学校における日本語教育に関

しては、どのように捉えられ、どのように実践されて

いるのか、その実態さえ明らかになっていないことに

筆者は気づいた。  
そこで、本研究ではまず、聴覚に障害を持つ生徒が

在学しているろう学校における日本語教育の教育環境

を知るために、日本語教科の授業運営実態と共に日本

語教師及び高等部の生徒を対象に日本語学習に対する

その意識を調べ、その実態の分析やさらに今後の課題

についても考察していく。 
 
2. 研究方法  
2.1 調査の手続き  
まず、2004 年度版「全国特殊教育要覧」に掲載され

ている 18 のろう学校のうち、中・高等部がある 17 の

ろう学校を選び、外国語教科の現況について電話によ

る設問調査を行った。その結果、日本語教科を設けて

いる学校はS 校とG 校の 2 ヶ所で、放課後教室で日本

語授業を実施している学校はC 校の 1 ヶ所であった。  
今回は、まず韓国のろう学校における日本語教科の

教育環境を調べるために日本語教科を運営している S
校とG校の高等部の在校生や日本語担当教師を対象に、

それぞれ設問紙及びインタビュー調査を実施した。  
2.2 調査期間  
 2006 年 3 月～7 月。  
2.3 調査対象  

S 校と G 校で日本語授業を受けている高等部 2～3
年生及び日本語指導教師 2 名。 
2.4 調査内容  
日本語の指導教師に対するインタビュー調査では、

各学校別に実践されている日本語授業の運営実態と日

本語教育に対する教師の意識を調べた。また、日本語

授業を受けている高等部 2～3 年生の生徒たちに対し

ては、日本語学習に対する意識を調べるため、合計 22
項目で構成された設問紙調査を行った。  
2.5 設問資料の処理  
 SPSS 12.0 プログラムを利用し、各設問紙の問項に

対して頻度分析及び交差分析を行った。  
 
3. 結果  
3.1 日本語の指導教師を対象とするインタビュー調査

結果  
3.1.1 日本語授業の運営実態  
日本語教科が開設されるようになった背景について

聞いた結果、国立学校であるS 校は全国のろう学校の

中でも特化された学校として、教育環境を一般の人文

学校に準ずるために 6 年前から英語教科以外にも、第

2 外国語教科として日本語を教えるようになった。 私
立学校であるG 校も同じく、初等部の 3 年生から英語

教育を実施しているが、高等部に上がってからは生徒

たちが英語を難しがる傾向があったため、比較的日本

語の発音は学びやすいだろうという学校側の判断で、

2005年度から高等部の2年生からは英語教科の代わり

に日本語を教えている。 
各学校の日本語教科の授業運営実態を見ると、日本

語授業は両校とも 1 週間に 2 時間以内で多くない方で

あった。そのような実情から、日本語の指導教師は他

科目まで並行して指導しなければならないため、日本

語授業の準備に難しさがあると話した。 
 

 S 校 G 校 
年齢 43 歳 27 歳 
性別 男 女 
担任学年 現在、なし 現在、なし 

教師資格 
中等体育 1 級、 
日本語 2 級、  
特殊教師 2 級 

中等特殊 2 級 

専攻分野 
専攻は体育、 
副専攻は日本語 

専攻は特殊教育、

副専攻は英語 
一般学校教師 総経歴 10 年 無 
ろう学校教師 総経歴 6 年 4 年 
日本語教育 総経歴  6 年 1 年未滿 

 〈表1. 日本語の指導教師の一般的特性〉 
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3.1.2 日本語授業運営における教育目標及び教育課程  
学習内容の水準は、一般の健聴の生徒たちと同じく

教えるようになっているが、実際に教師たちは毎学期

生徒たちの障害水準及び学習能力などの実情に合わせ

て教科書で提示する教育課程と教育目標を少しずつ調

整・設定していた。  
3.1.3 日本語教科書及び教具  
両校の教師とも、一般健聴者の学習者を対象に作ら

れた現行高等学校日本語教科書で指導しているが、そ

の水準が高く、聴覚障害という特性が考慮されていな

いため、教科書だけで指導するのに多くの困難と制限

を感じていた。  
教具及び資料の場合、聴覚資料よりは主にプリント

やOHP、プロジェクターのような視覚的に活用できる

教具を多く使用していた。学習資料に関して求める情

報を探すのが難しいと訴えているが、このような事情

を考慮してか、教師たちは今後、聴覚障害特殊学校用

の日本語教科書を制作する必要性を実感していた。現

行教科書の問題点を補うためには、本文や練習問題な

どに聴覚資料を活用するのが困難な分、視覚的理解を

助けるために挿絵や説明文を多く挿入し、場面状況を

生徒たちがよく理解できるように誘導しなければなら

ないと語った。また、教師の説明だけでは不十分な部

分があるため、生徒たちが書き言葉で も基礎的な文

型・文法をよく理解するよう韓国語の説明が詳しくな

ければならないとも指摘した。  
3.1.4 日本語教授法及び学習内容  
 両教師とも日本語の発音(発声)及び日本語会話の部

分を重点的に教えており、発音練習をする時は、日本

語の横に韓国語で発音を書いて練習をする場合が多か

った。日本語の授業では日本語の使用頻度は少ない方

であり、主に韓国の手話と筆記、口話で指導していた。  
3.1.5 日本の手話に対する意識  

日本の手話学習を日本語の授業に取り入れること

に対しては、両教師とも必要な面があると認識しては

いたが、現在は授業時数の不足により日本の手話まで

体系的に直接教えるには困難な実情にあると語った。

しかし、このような手話教育が一つのコミュニケーシ

ョンの手段として同じ日本のろう者たちと対話を交わ

すのに役に立ち、日本語学習にも生徒たちの興味を高

めるのに十分役に立ち得ると考えていた。  
3.1.6 ろう学校における日本語教育の必要性に対する

意識  
日本語教育の必要性に対しても両教師とも肯定的に

考えていた。S 校の教師は、一般の健聴者の生徒たち

と同じ教育の機会をろう学校の生徒たちに与えるため

にも多様な科目に接することができる教育環境を作ら

なければならないと考えていた。一方、G 校の教師は、

英語の教科と日本語の教科を同時に教える外国語教師

の見解として二つの言語の差を比べた上で、日本語教

育の必要性を強調した。特に、英語の場合は発音の原

理そのものを生徒たちが理解するのにとても困難を感

じると語った。韓国語の発音の中に類似のものを探し

て代替すると言っても、アルファベット自体を難しが

る生徒たちが多いのである。それに比べ、発音が比較

的易しい日本語は韓国のような漢字文化圏で、社会に

出ても有用だと思うため、ろう学校でも日本語教育が

必要だという考えを持っていた。  
 3.1.7 日本文化の授業及び交流に対する意識  
両校の教師とも、日本語の授業時間に日本文化を別

途に紹介する時間を設けていなかった。その代わり、

日本文化に関わる単語が出て来た際、少し言及する程

度であった。日本人との交流については、健聴者より

は同じろう者たちの間の交流がもっと役に立ち、コミ

ュニケーションも手話を通じて可能であると見ていた。

特に、S 校の場合は、日本のろう学校と交流があるの

で、交流に対する生徒たちの関心度が高いと答えてい

る。しかし、日本語の授業時間に日本のろう者及びろ

う文化についての教育の必要性については両教師とも

まだそのような段階の必要性までは認識していないと

答えた。  
3.2 高等部の日本語学習者を対象にした設問紙調査結

果  
今回の調査においては、2 ヵ所のろう学校で日本語

の授業を聞いている全生徒を対象に､条件を満足させ

る全ての回答者に設問紙調査を行った。各学校別に回

収された設問紙は総 48 部、そのうち回答が不真面目な

4 部は分析から除外した。その結果､S 校は総 38 部中

35 部､G 校の場合の総 10 部中 7 部を加えた総 42 部を

分析対象とした。  
回答者の性別は､女子生徒が 27 名(64%)で男子生徒

15 名(36%)より多かった｡ 

 

17歳

2名

(5%)

19歳

12名

(29%)

18歳

13名

(31%)

20歳

9名

(21%)

21歳

2名

(5%)

26歳

1名

(2%)

24歳

2名

(5%)

22歳

1名

(2%)

Base : 全体応答者(N=42)

〈図1. 高等部2～3 年生の回答者の年齢別〉
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3.2.1 日本語の学習動機及び学習形態 
学校で日本語の授業を受ける前に日本語を勉強した

経験があるか、その有無を聞いてみた結果、全体の 42
名の中で 18 名(42.9%)があると答え、学習形態は「独

学」が 8 名と も多かった。日本語を学習した期間で

は、回答者 18 名の中で 3 ヶ月未満が 8 名で も多く、

1 年以上は 2 名だけだった。  
日本語を勉強するようになった動機については、「日

本と日本語に関心があって」(4 名)、「英語や他の外国

語より勉強しやすいようだから」(4 名)、「就職するの

に役に立つから」(3 名)、「大学進学のため」(2 名)な
どの順で答えていた。  
現在、ろう学校の生徒たちが好む日本語の学習形態

は、学校の授業に大きく依存しており、その他には主

に一人で自習をする場合が多かった。語学スクールや

家庭教師など、学校の授業以外の学習形態を活用する

生徒は少数と表われた。  
3.2.2 日本語教科書及び教具に対する満足度  
現在使用中の日本語の教科書に対する満足度を問う

質問項目では、「普通」と答えた生徒の数が32名(76.2%)
と も多かった。しかし、5 点尺度での満足度に対す

る平均(2.98)を出してみた結果、日本語の教科書に対し

ては生徒たちがあまり満足していない方だと見なされ

る。「不満」と答えた生徒たち(5 名)は主に「理解でき

ない」「とても難しい」「何のことか分からない」な

どの理由を挙げていた。  
も希望する教科書の形態としては、「説明が詳し

く出ていて、一人でも理解しやすい本」を も多く望

んでいた(18 名(42.9%))が、これらの結果からろう学校

の日本語学習者たちは理解力と学習効果を高めてくれ

る教科書を望んでいると考えられる。  
3.2.3 日本語の指導方法及び学習内容  
日本語授業時間に も役に立つ指導方法では、板書

と手話、口話の順で挙げており、日本語の指導教師に

望む点でもやはり「手話をもっとたくさん使いながら

説明してほしい」が 18 名(42.9%)で も多かった。「よ

く黒板に文を書きながら説明してほしい」(11 名

(26.2%))も二番目に多いことから見て、生徒たちは授

業時間に主に手話と板書、口話のような視覚的に理解

するのに役立つ指導方法を好むと見られる。  
次は、学習内容に対する満足度を見ようと思う。現

在、日本語を勉強しながら も易しいと思う学習項目

はひらがなで、意外にも日本語の発音が二番目に多か

った。これは日本語の基本母音が「あいうえお」の 5
つにしかならず、韓国の聴覚障害児が習得するのに

も難しがる二重母音が日本語にはほとんどないため、

母音と子音の音そのものを韓国語で置き換えてもそれ

ほど難しくないと感じるからではないかと考えられる。

韓国のろう学校の現場の先生たちが日本のろう児たち

と交流をしながら発声を聞いて非常に驚く部分だとも

言う。その一方、 も難しいと感じるのはカタカナや

日本の漢字であった。  
これから学びたい学習内容としては、「日本の手話

を学ぶこと」を も多く望んでおり、一方、 も難し

いと感じているカタカナや日本の漢字は 下位グルー

プに下がっている。このような結果から類推するとろ

う学校の生徒たちが母語のように使っている手話に対

する関心度は、外国語を学習する際、相手国の手話に

対しても高く現われると言えるであろう。また、日本

語学習の入門段階において学ぶひらがなと日本語の発

音は、聴覚障害者も比較的たやすく接近することがで

き、学習満足を高く見なすように見えるが、次第に学

習段階が進行するほど習得が難しい日本の漢字やカタ

カナ、日本語作文などは難しいと感じるようになり、

その学習満足度もやはり低下するようだ。 
  

単語

(語彙)

1名(2%)

カタカナ

1名(2%)なし

2名(5%)

ひらがな

20名

(48%)

日本手話

学習

2名(5%)

日本語

発音

14名(33%)

日本語

作文

2名(5%)

Ba s e :  全体応答者 ( N = 4 2 )  
〈図2. 学習者が思う難易度が低い学習項目〉 

 

Base : 全体応答者(N=42)

カタカナ

10名(23%)

日本漢字

8名(19%)

日本語発音

5名(12%)

文法/文型

4名(10%)

日本語会話

練習

4名(10%)

ひらがな

3名(7%)

読解

(読み)

3名(7%)

日本語作文

1名(2%)

日本手話

 学習

2名(5%)単語(語彙)

2名(5%)

        
〈図3. 学習者が思う難易度が高い学習項目〉 
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3.2.4 日本の健聴者との接触経験及び日本の文化に対

する関心度   
現在 も関心がある日本文化としては、日本のアニ

メーション、マンガ、映画といった視覚的に字幕を通

じて接することができる映像資料が多かった。そして、

日本語の授業時間における日本文化についての学習希

望の有無を調べた結果､｢学びたい｣と答えた生徒は全

体の回答者 42 名のうち、32 名(76％)と高い割合を占め

た。全体的に日本の健聴者との接触経験の有無と関係

なく希望度が高かったが、特に日本の健聴者との接触

経験がない生徒(33 名)の場合も希望する割合が 78.8%
と非常に高かった。このような結果を見るとろう学校

の日本語学習者の日本文化学習に対する欲求は非常に

高いと言えるだろう。  
3.2.5 日本の手話に対する認知度及び関心度   
日本の手話学習を希望する生徒数は、全体の回答者

の中で 22 名(52.4%)と相対的に高かった。日本の手話

を学びたい理由としては、「日本のろう者たちと話し

合いたいから」が も多く、授業時間に日本の手話を

学ぶことに対しては、「手話を一緒に学べば勉強に対

する興味が高くなる」と思う生徒が 20 名(47.6％)と
も多かった。  
 特に、日本の手話の認知度に伴う日本の手話の学習

希望の有無を比較した結果、日本の手話について認知

度があるほど日本の手話に対する学習希望が高いよう

に見える。その反面、日本の手話への認知度が全くな

い学生(12 名)の中では４名(33.3％)が手話の学習に否

定的な態度を見せている。  
3.2.6 日本のろう者との接触経験及び交流に対する関

心度   
日本のろう者との接触経験のある回答者は 21 名

(50%)と、日本の健聴者との接触経験（9 名(21.4%)）よ

り多く、接触状況としてはたいてい修学旅行や交換留

学生、一時的な学校訪問などの機会で接触する場合が

多かった。  
日本のろう学校の生徒との交流を希望する生徒は､

全体の回答者 42 名の中で 30 名(71.4%)と非常に高く、

特に日本のろう者との接触経験の有無と関係なく全体

的に高かった。そして、回答者の中に日本のろう者と

の接触経験がある生徒であればあるほど、接触経験が

ない生徒たちより交流参加を相対的により多く希望す

ることがわかった。  
交差分析を通して、日本のろう学校の生徒との交流

参加希望度と日本文化の学習に対する欲求の相関関係

を分析した結果、日本文化の学習に対する欲求が強い

生徒(32 名)であるほど交流参加に対する意欲(26 名

/81.3%)も強かった。その一方、「日本文化を習いたく

ない」と答えた生徒(10 名)の中には、「交流参加を望

まない」と答えた生徒が 6 名もいた。このような結果

から、日本文化に対する関心度が低い生徒は日本のろ

う学校の生徒との交流に対しても参加意欲が低いこと

がわかる。  
 生徒たちが希望する交流の形としては、修学旅行を

も多く好んでいた。その他には交換留学生、短期ホ

ームステイ、インターネットやメールによる手紙の交

換などがあった。  
 
4. 考察  
１）聴覚障害を持つ学習者のニーズを考慮した日本語

教育の実践に向けた工夫  

2 年前からG 校のように聴覚障害をもった生徒の学

習能力の程度によって、英語教科の学習が難しいとい

う学校側の判断から自由裁量により高等部の 2 年生か

ら英語教科の代わりに日本語を外国語教科として採択

する学校が出てきたことは注目すべき変化であろう。

しかし、さらに長期的な視野に立って韓国のろう学校

における日本語教育が聴覚障害学習者のニーズに合っ

た実践に向かうためには、今後工夫せねばならない課

題が多いのも事実である。 
 

２）教師の役割の重要性及び効果的な教材・教授法の

開発 

日本語の指導教師たちは、韓国のろう学校における

日本語教育の必要性を認め、学生たちの授業参与度に

ついても肯定的にみていたが、効果的な授業進行のた

めの教科書と学習資料及び指導方法については問題点

を感じており、さらなる改善が必要であると認識して

いた。特に、現行高等学校日本語の教科書は一般健聴

者の学習者を対象として作られているため、例えば、

聴覚を活用した学習内容が登場すると書きもしくは他

の内容に代替しなければならなかったり、発音の部分

もやはり健聴者たちの発声法中心に説明されているた

め、その水準が難しい。学習者の立場においてあらゆ

る学習内容を手話と口話及び筆記にのみ依存し、限ら

れた授業時間の中で教科書の学習内容を十分に理解す

るのに多くの困難が伴うのである。このように教師と

学生たちの日本語の教科書に対するニーズの面におい

ては相通じる部分があり、このような環境実態をよく

把握し、聴覚障害の特性を考慮した教材及び教授法の

開発が徐々になされる必要があると思われる。 
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３）異文化授業及び手話や交流を教授法として活用す

る方案  

今回の調査結果においては、ろう学校の生徒たちの

日本文化に対する関心度、日本のろう者たちとの交流、

日本の手話に対する学習意欲が高いことがわかった。

その理由として考えられる点は、同じ障害をもつろう

者たちが使用する視覚的言語である手話において、日

本の手話と韓国の手話の類似点が多いため、手話を通

したコミュニケーションが可能であるという点から関

心が高いと考えることができる。しかし、これらの日

本文化及び日本の手話学習の必要性と日本語授業への

導入に関しては、教師たちもやはり認識はしているも

のの、授業時数や関連学習資料の不足などの問題点を

抱えていた。特に日本のろう学校との交流活動に対し

ては、その長所や意義などは認定しながらも実質的に

は長期的な交流に伴う経済的費用及び関心不足などに

より、持続的な交流が難しいと現実的に考えていた。 
 
5. 今後の課題 
本研究の結果を基に分析・考察した結果、今後の課 

題点として次のようなことが挙げられる。 
１）聴覚障害学習者のニーズを理解し、日本語の学習

に日本手話及び異文化学習、交流を学習のリソース

としてどのように反映していくか、また聴覚障害の

特性を考慮した効果的な日本語学習の指導方法や教

材のためにはどんな工夫が必要か、について持続的

な研究が必要である。 
２）特殊教育の分野で進んでいる外国のろう学校にお

ける外国語教育の実践現場の事例や先行研究を調べ

ていけば、よい方向提示になり得ると思われる。 
３）今回の調査は、計量的に明らかにすることに重点

をおいたため、実態調査にとどまってしまったが、

これからろう学校を卒業した日本語学習者たちが大

学に進学したり、社会人になった場合に日本語学習

環境がどのように変化・持続していくのか、今後も

これらの研究を引き続き行い、聴覚障害児(者)を対

象とした日本語教育においてさらに学習者のニーズ

を生かした日本語教育の実践に向けた手がかりを探

って行きたいと思う。 
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