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聴覚障害のある幼児の言語指導場面における口声模倣について

―特別支援学校の授業実践から― 

 

庄司 和史（信州大学 全学教育機構  教職教育部 教授）

 

 

1．はじめに 

近年、聴覚障害教育における幼児段階の教育をめぐっては、いくつかの大きな変化が起

きている。第一に、平成 12 年（2000 年）に厚生省（当時）の事業として開始された新生

児聴覚スクリーニングである。事業開始から約 12 年が経過しているが、このスクリーニン

グは、地域によって実施率に差があるとは言え、平成 18 年ですでに全体の 70％ほどの新

生児が検査を受けており（三科 ,2007；庄司・齋藤・松本・原田 ,2011）、現在、全国的に定

着していると言える。また、これによって、補聴器装用開始年齢や療育開始年齢は劇的に

早期化した（庄司・四日市 ,2006）。さらに医学や電子工学の発展によって高度難聴の乳児

にも適応できる小型で高性能の補聴器の開発が進んでいる。また、人工内耳の普及も進み、

重度難聴の乳幼児段階での人工内耳適応率は 50％であることも報告されている（テクノエ

イド協会 ,2012）。しかし、こうした新生児聴覚スクリーニングの普及や早期の人工内耳適

応がどのような効果をもたらしているかについては、必ずしも明確ではない。早期から教

育を開始した聴覚障害児の実態については、いくつかのアセスメントを通して具体的に調

査されているが、聴覚障害児の言語発達の状況には遅れが見られることが示されている（テ

クノエイド協会 ,2012）。また、廣田（2013）は、聴覚障害児の早期療育の問題の中で、早期

療育の内容をまとめて示しているが、そうした療育の成果については「エビデンスが乏し

い」と指摘しており、とくに言語発達への支援に関する課題は大きいと言える。

一方、聴覚障害を領域とする特別支援学校においては、言語指導のノウハウを身につけ

たベテラン教員が定年を迎えたり、人事異動で離れたりすることも多く見られおり、発音

発語指導といった聴覚障害教育の実践の中で育てられた専門的指導技術の継承が課題とな

っている（庄司 ,2013）。聴覚障害児の日本語の習得の問題は、普遍的な課題であると考え

られ、とくに「学習言語」（齋藤 ,1983）と言われる段階への言語力のレベルアップ、日本語

の読み書きの力をつけるという問題は、常に直面し続けている課題であると言える。

今回、聴覚障害児の言語指導の手法として位置づけられている口声模倣に焦点を当て、

口声模倣がどのように定義され、幼稚部の活動において実践的に取り扱われているかにつ

いての一端を報告する。
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2．口声模倣の定義 

 
大塚（1977）は、口声模倣について「言語記号獲得の手段として実施される」としてい

る。また、札幌聾学校（1985）は、「聴覚障害幼児が言葉を獲得するための不可欠な手段」

と位置付け、それは「 a)子供の理解の程度を知る、b)正しい表現を知らせる、c)話の中で発

音の意識を育てる、d)声の大小を知らせる、e)新しい表現を練習する等々、指導のねらいに

応じて様々な場面で用いられる」ものであるとしている。

また、口声模倣が行われる場面について、大塚（ 1977）は、「意味が存在する場面でそれ

を迅速に言語化していく」とし、意味を重要視している。また、札幌聾学校（ 1985）は、

「気持ちをこめた或いは生活の実感をこめた口声模倣となっていること」が大切であると

し、子供の気持ちの動きや興味・関心が中心に扱われる場面で行われることの重要さを述

べている。また、この 2 つの先行研究（大塚 ,1977；札幌聾学校 ,1985）では、言語指導には、

①用意（言語環境を豊かにする）②導入（一つの言葉に意識を向けさせる）③ドリル（練

習する）④使い慣らし（実際の場で反復させ使わせる）⑤使用（言葉の用途を広げ、概念

を深める）といった 5 つステップがあることが示されており、「用意」という言語環境を豊

かにするという環境的配慮や「使用」という日常生活での言葉の活用を含めて広く言語指

導の範囲をとらえることが必要であることが示されている。

口声模倣の指導技術について、大塚（ 1977）は「口声模倣は一旦耳や目を使って受容さ

せた言葉を更に耳できく感じや目で捉えた口や舌の動きにしたがってその通りに口まねを

何回もさせ、自分の唇や舌、喉等の筋肉の動きの感じとか、自分の出す言葉によって残存

聴力をゆさぶる感じ等に訴えて、言葉の記号の取り込みをさせるという手順で実際には扱

われる」と説明している。また、岡（ 1981）は、口声模倣を「聴覚に拠らないで聴覚障害

児に言葉を学習させる方法」とし、この「受容感覚は視覚であり、表出には筋肉運動知覚

に拠っている」というように「受容と表出では感覚が異なって」いることから「不整合の

問題が生じる」とし、指導する側に「いくつかの知識や技能が必要となる」と述べている。

 
3．方法 

 
（１）対象とした活動について  

幼児期の言語指導法には、あらかじめ言語素材を難易度順に整理し、それを順に扱いな

がら指導を進める構成法と、幼児の興味・関心や必然性に応じて言語を扱い指導するとい

う自然法に二分される。後者は、言い換えるなら、コミュニケーションを通して言葉の獲

得を進めようという考え方に根ざしたものである。「話し合い」活動は、基本的な考え方と

して後者に当てはめられる活動で、1980 年代に全国各地の聾学校幼稚部に広まり、実践さ

れた聴覚口話法による言語指導のための活動の一つである。今回、取り上げる口声模倣に
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よる指導場面は、主にこの「話し合い」活動の中において実際に行われたものである。こ

の活動には、①話題の選択、②話題の展開、③言葉のおさえ（言語指導）の 3 つの要素が

あり、このうち、口声模倣は、③の言葉のおさえの中で行われるものと言える。  
（２）手続き  

まず、筆者がいくつかの聾学校を授業参観し、実際に行われていたもののうちメモとし

て残されていたもの、筆者が実際に行った活動の録画、その他、授業記録等の中から適当

と判断できた口声模倣の場面を展開例として取り上げた。次に、これらの展開について逐

語録風に文字に興した。文字化する際、読み手が分かりやすいように、必要に応じて活動

の状況を（ ）内に示した。また、頷きや短い発言など直接口声模倣のやり取りにかかわ

らないもの、文字にすることによって中心的なやり取りの表現が曖昧になってしまうよう

なものは、省略したり分かりやすいように変更したりした。その後、考察として、取り上

げた１つ１つの展開例について、解説を行った。解説では、その口声模倣場面の特徴を示

した。改善点がある場合はそれも併せて示した。  
 
4．結果 

 
取り上げた場面の展開について文字化したものを次の表枠内に示す。Ｔは教師、Ｃは幼

児を示している。幼児が複数の場合はＣ１、Ｃ２・・と番号を示した。また、アンダーラ

インは、教師が幼児に対して口声模倣を誘っていると考えられる言葉（単語または文）、あ

るいは、意識的におさえようとしていると判定された言葉である。  

口声模倣場面の展開例  

展開① 

（3 歳 2 学期） 

幼児 2 名  

Ｔ：ジャガイモはどこ？ 

Ｃ１：（Ｔが持っているジャガイモの模型を指差し、洗うしぐさをする）  

Ｔ：そうだね。あらったね、ジャブジャブ 

Ｃ１：あらったよ 

Ｔ：どこで？ 

Ｃ１：ながし（指差す） 

Ｔ：ながしの おみずで あらったよ 

Ｃ１：ながしの おみずで あらったよ（Ｔと一緒に言う）  

Ｔ：そう、もういっかい いってごらん（一人で言うことを促す）  

Ｃ１：ながしの おみずで あらったよ（一人で言う） 
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展開② 

（3 歳 2 学期） 

幼児 2 名  

Ｔ：（Ｃ２に向かって、黒板に蛇口から出る水の絵をかきたいか尋ねる？）  

かく？ 

Ｃ２：かく 

Ｔ：どこに かくの？ 

Ｃ２：（黒板に書いてある水道の蛇口の絵を指差す）  

Ｔ：そう。（今度はＣ１に向かって）なにを  かくの？ 

Ｃ１：おみず 

Ｔ：おみず（Ｃ２に向かって口声模倣を促す）  

Ｃ２：おみず 

Ｔ：やってごらん？ 

Ｃ２：ジャー（手で水道の蛇口から水が出ている様子を表す）  

Ｔ：（ジャガイモの模型を手渡して）どうやってやったの？  

Ｃ２：（ジャガイモの模型を持って蛇口の下に差し出す）  

展開③ 

（3～5 歳合同

活動、2 学期） 

幼児 5 名  

Ｔ：きょうは なにをするかな？  

C１：なに？なにだろう？  

Ｔ：これ、なあに？（絵カード提示）   

Ｃ２，Ｃ３：いす！  

Ｔ：そう、いすをつかってあそぶよ。 

Ｃ１：オニがくるよ。 

Ｔ：オニがくるかな（Ｔは衝立の裏を見に行く）。いないよ。  

いすをつかってゲームをするよ。 

展開④ 

（4 歳 2 学期） 

幼児 1 名（個

別指導場面） 

Ｃ：（滑り台の話で）  △△（妹）は、すべりだいは  こわい。だから、おかあさん、

△△ だっこした。○○（自分）は  だっこしない。 

Ｔ：△△ちゃんは だっこして すべったの？ 

Ｃ：△△は だっこして すべったよ。 

Ｔ：おかあさんに だっこしてもらって すべったの 

  （C は T の話が最後まで終わらないうちに別の話を始める）  

Ｔ：さいごまで ききなさい（手で C の発言を制止して） 

Ｔ：おかあさんに だっこしてもらって すべったの 

Ｃ：おかあさんに だっこしてもらって すべったの 

Ｔ：ほんと？ ○○ちゃんもそうだろ？ 

Ｃ：△△は、だっこ、いやいや、いったの  

Ｔ：いやいやって いってたの？  ○○ちゃんも おんなじでしょう？ 

Ｃ：○○、つよい。 

（「△△」は、声でも表出しているが、同時に手のひらを下に向けて自分の目

の下で泣いているように表すというホームサインを使用。「こわい」「だっこ」の

表現も同様に声とホームサインが同時に使用）  
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展開⑤ 

（5 歳 2 学期） 

幼児 2 名  

Ｃ１：どうろの でんしゃしか、みたことない。 

Ｃ２：でんしゃは せんろを はしるでしょ？ 

Ｔ： ふつう、でんしゃは せんろを はしるね。 

Ｃ２：うん。でんしゃは せんろを はしるよ。 

Ｔ：（Ｃ１に向かって）のったこと あるの？ 

Ｃ１：みた ととが ある （誤発「こ」→「と」）  

Ｔ：（発音サインを示し） こ・と、でしょ？ 

Ｃ１：みたことが ある。 

展開⑥ 

（4 歳 2 学期） 

幼児 3 名  

（C１の服の繕いを指差して）  

Ｔ：どうしたの？  

Ｃ１：あな、おかあさん、チクチクした。  

Ｔ：あなが あいてた 

Ｃ１：あながあいてた。 

Ｔ：だから？  

Ｃ１：おかあさんが チクチクした 

Ｔ：あなが あいてたから おかあさんが チクチク ぬった 

展開⑦ 

（5 歳 2 学期） 

幼児 2 名  

（前に担任で異動した△△先生が、今度、尋ねてくるという話で）  

Ｔ：○○せんせいと △△せんせい、どっちがすき？ 

Ｃ１：どっちでも いい 

Ｔ：ははは・・・。そうか。でも、どっちもすきっていったほうが いいね。 

Ｃ２：みんなで おみやげしたら いいんじゃない？ 

Ｔ：おみやげしたら、ってどういうこと？  

Ｃ２：おみやげを あげたら いいとおもう 

展開⑧ 

（5 歳 1 学期） 

幼児 3 名  

Ｔ：どうして、こんなところに あなが あいたの？ 

Ｃ１：くつしたを、ひっぱった （引っ張り上げる動作をしながら） 

Ｔ：ひっぱりあげた 

Ｃ１：ひっぱりあげた 

Ｔ：へんだなあ？せんせいも ひっぱりあげたことあるけど、あながあいたことは  

ないなあ・・。 

Ｃ１：ちからを だして ひっぱったんだよ。 

Ｔ：ちからを いれて ひっぱりあげた 

Ｃ１：ちからを いれて ひっぱり・・・・ 

（「ひっぱりあげた」がうまく言えない、2～3 回繰り返すができない）  

Ｔ：（C2 に向かって）ちょっと いってごらん？ 

Ｃ２：ちからを いれて ひっぱり なげた 

Ｔ：ちからを いれて ひっぱりあげた 

Ｃ２：ちからを いれて ひっぱり あげた 
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Ｔ：そう。（C3 に向かって）どうやったって？ 

Ｃ３：ちからを・・・  

（言おうとするが、すぐに自分の靴下を引っ張り上げる動作をする）  

Ｔ：そう。 じゃあ、いってごらん 

Ｃ３：いからを いれて・・・（誤発「ち」→「い」）  

Ｔ：いからって なんだ？ 

Ｃ３：ちからを いれて ひっぱり あげた（「ち」に気をつけて話す）  

Ｔ：そう、うまいねえ。 （C1 に向かって） はい。 

Ｃ１：ちからを いれて ひっぱり あげた。 

Ｔ：そう。そうか、だから、あなが あいちゃったんだ。 

Ｃ１：そうだよ。 

展開⑨ 

（5 歳 2 学期） 

幼児 2 名  

Ｔ：あした、やきそばをつくってたべるよ。  

Ｃ１，Ｃ２：うん（うなずく）。 

Ｔ：えっ？どうしてしってるの？ 

Ｃ１，Ｃ２：（答えない）  

Ｔ：なにをみたの？ 

Ｃ１：カレンダーをみた。 

Ｔ：カレンダーをみたからわかったよ  

Ｔ：カレンダーをみた、わかったよ。  

Ｔ：みたから 

5．考察 

（１）各展開について

【展開①】

 これは、前日の活動経験を確認している場面である。黒板には、経験したジャガイモ掘

りの絵が貼ってあり、ままごと用のジャガイモの模型が用意されていた。Ｃ１の仕草をと

らえて「あらったね」と言語化して表し、口声模倣を誘っている。また、Ｃ１が「あらっ

たよ」と模倣した後、すぐに「どこで？」と尋ね、意味を確認している。さらに、Ｃ１の

「ながし」という単語による応答をとらえ、「ながしのみずであらったよ」と拡充模倣し、

文での口声模倣を誘っている。口声模倣の手法として、一度、幼児と一緒に口の動きを合

わせながら進め、その後、「もういっかいいってごらん」と一人で言うことを誘い、文で話

させている。確認、拡充模倣、同時に言うといった様々な口声模倣の要素が含まれた場面

である。
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【展開②】

 Ｃ２はＣ１に比べて言葉の語彙数がやや少ないと考えられ、そのため、黒板にかかせた

り、動作で表現させたりすることが多く取り入れられている。最初、教師が「かく？」と

尋ねるとＣ２は「かく」と答えているが、教師は単に反射的に模倣しているだけで「かき

たい」という意思を確認する必要があると判断しており、「どこにかくの？」と確認しよう

としている。するとＣ２は、水道の絵を指差しており、このことによってＣ２が「かく」

という意味が分かっていると判断したと思われる。また、この後、Ｃ１に向かって「なに

をかくの？」と尋ねて「おみず」と答えさせ、それをＣ２に対して口声模倣を誘い言わせ

ている。この流れだけで、Ｃ２が「おみず」という言葉の意味を理解しているかどうかは

確認できないと言える。口声模倣を誘う前に、Ｃ２にも同じように「なにをかくの？」と

尋ねてみる必要がある。しかし、教師は、口声模倣の後に「やってごらん？」と動作を促

しており、これで確認が行われているとも言える。

【展開③】

一見スムーズに流れている展開であるが、教師の各発言が幼児達に伝わっているかの確

認は行われていない。最初の教師の発言に対してＣ１一人が「なんだろう？」と答えてい

るだけで次に進めてしまっていたり、また、次の絵カードの提示にもＣ２，３の二人が「い

す」と答えているだけで、「いすをつかってあそぶよ」と説明してしまっていたりする。例

えば、「いす」という単語のみでの応答については、「いすだとおもう」などと拡充模倣し

て口声模倣を誘える場面である。また、「いすをつかってあそぶよ」という教師の発言を「何

て言った？」と復唱を促し、文での口声模倣を誘ってみることによって、受容の状態を確

認したり指導したりすることができる。口声模倣によって、受容の状態を確認し、幼児の

言葉を受容する習慣をつけていくことができる場面と言える。

【展開④】

 個別指導の場面である。前日の絵日記を見ながら経験を説明しているが、Ｃの最初の表

現は、身振りが主となっており、日本語の文としては正しく表現されていない。教師は、

一度「△△は、だっこして  すべったよ」と文での口声模倣をさせ、それがスムーズにで

きたことを確認してから、「おかあさんに  だっこしてもらって、すべったよ」とより正確

な文表現で口声模倣を求めている。これに対して、最初、Ｃは思い出した次の経験の話を

しようとしているが、教師は口声模倣が途中であることから、これを制止し、口声模倣を

完成させている。相手の話を正確に受容するため、最後まできちんと見るという習慣をつ

けることをねらったと言えるだろう。また、口声模倣ができたあと、「○○ちゃんも、そう

だろ？」と内容の確認を行っている。このときもまずＣは、「△△は、いやいや、いったの」

と別の話をしようとするが、教師は、これを受け止めつつ、再度、「○○もおなじだろう？」

と「おなじ」という確実に分かる言い方で確認を行っている。その結果、「○○、つよい」

と応じてきており、やり取りが成立している。言葉の語彙数や文の力が未熟であるが、経
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験した内容についてたくさん伝えたいことがあり、身振りが先行している状態である。一

つ一つ丁寧に受け止めながら 3 文節程度の基本文型の口声模倣を繰り返し行っている場面

と言える。

【展開⑤】

 これは、教師とＣ１とＣ２が自由な感じで話し合っている場面と言える。その中で、教

師は、「でんしゃは せんろを はしるでしょ」というＣ２の発言を「ふつう」とＣ１やＣ

２が日常使っていない言い回しを付け加えて投げかけている。「ふつう」という語彙につい

ては、すでにＣ１もＣ２も日常的に使い始めていると考えられるが、教師は、この言葉の

使用場面を更に広げていくことをねらっていると考えられる。ここでは、口声模倣は誘わ

れていないが、同じような展開では少し強く口声模倣を誘うということも行われる場合が

ある。教師は、Ｃ１、Ｃ２について、言語的な発達の状態から強く口声模倣を誘わなくて

も言葉の使用が広がっていく段階に入りつつあるととらえていると考えられる。

 また、Ｃ１は「みたことある」で、「こ→と」という発音上の誤発があったため、サイン

を示しながら修正している。こうした発音の修正も口声模倣の重要な目的ととらえること

ができる。Ｃ１は、教師が「こ」の発音サインを示して聴かせただけで、「みたことある」

と文全体を修正しており、このことからも、一つ一つ口声模倣によって定着を図る段階か

ら、ちょっとした指摘によって自ら正確に話すことを意識していくという次の段階に入り

つつあるということがわかる。

【展開⑥】

展開⑥は、幼児 3 名の活動だが、Ｃ１のみが対象となっている場面である。Ｃ１の「あ

な おかあさん、チクチクした」という単語を羅列した表現を受け止め、一つずつ文に置

き換えて拡充模倣し、基本文型の口声模倣を行うという基本的手法がとられている。また、

一つの文を口声模倣した後、教師は「だから？」と次の表現を促し、最初にＣ１が表現し

た「チクチクした」を再度言わせ、文の口声模倣に展開している。

内容を確認しながら口声模倣を展開するという基本的手法がとられているが、最初のＣ

１の表現では助詞が省略され、表現語彙も少ない傾向が見受けられる。その割に最後の複

文の口声模倣は難易度が高すぎるとも言える。無理に長い文章で話させるのではなく「あ

ながあいた」「おかあさんがぬった」といった基本文型を確実に押さえることが必要である。

また最初の応答に対して「すごいね」「じょうずだね」「きれいだね」といった応答をする

ことによって口声模倣の目的意識が高まると考えられる。

【展開⑦】

 ここでは、「どっちがすき？」と聞かれたＣ１は、「どっちでもいい」と答えたが、教師

は、それを否定せずに受け止め、子供の答え方や表情からその気持ちを「どっちもすき」

という表現の方が適切だと判断し置き換え投げかけている。もしも、この場でこの表現を

定着させるということをねらうとすると、口声模倣を誘って「どっちもすき」と言わせ、
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その後、再度、教師の「どっちがすき？」という質問を行い、子供に「どっちもすき」と

いう応答をさせ、正しいやり取りを達成させる必要があり、言語指導の基本としては、こ

の方法を行った方が良かったとも言える。しかし、教師の判断としては、Ｃ１もＣ２も様々

なやり取りを通して表現力を自ら広げ獲得していく段階に入っていると考えていることが

推察される。したがって、よりふさわしい表現を投げかけておくだけで一つ一つ口声模倣

を行わないという展開もあり得る。仮に、次の同じような場面で同じような答え方をした

場合には、口声模倣や板書によって意識づける必要はある。また、Ｃ２の「おみやげした

らいいんじゃない」という表現には、「どういうこと？」と聞き返し、自分で修正させてい

る。この場面においても、もしＣ２が自分でうまく修正できないとすると、「おみやげをあ

げたら」という表現を教師の方から提示して口声模倣などを行って修正するということに

なるだろう。

【展開⑧】

 教師は、まずＣ１の「ひっぱった」を「ひっぱりあげた」と拡充模倣し口声模倣させて

いる。これは、基本的な口声模倣の手法と言える。しかし、更に意味を深めるために、教

師は、「へんだなあ」と感想を伝え、そのことによって「ちからをいれて」という実感のこ

もった表現が加わることになる。Ｃ１は、文の口声模倣で「ひっぱりあげた」がうまく言

えず、2～3 回繰り返しても達成されていない。このようなとき、他の子供を当て、間をと

り、教師とその子供やり取りを見せることによって正確に模倣できるようになることがあ

るが、この場合も、Ｃ２，Ｃ３に対しての指導を挟み入れることによって最終的にＣ１が

言えるようになっている。また、Ｃ３に対しては、まず「どうやったって？」と尋ね、動

作によって応答させている。意味を確認するということと、単に同じことを聞かれるので

はなく、相手の問いかけを正確に聞き取ることが必要だということを示す問いかけ方にな

っている。Ｃ３は一旦、言葉で答えようとしている様子があるが、すぐに動作で答えてい

る。また、口声模倣によって、Ｃ２の「ひっぱりなげた」、Ｃ３の「いから」の発音上の誤

発を修正している。

【展開⑨】

一見、スムーズな展開である。Ｃ１の「カレンダーをみた」という応答を「カレンダー

をみたから～」と拡充模倣をし、それを口声模倣で誘っていくという基本的な手法がとら

れていると言える。しかし、やり取りの正確性としては、「どうして～」と「なにを～」の

2 つの発問のうち、「どうして～」に対しての答えはＣ１，Ｃ２共になく、「どうして」と

いう意味を理解していない可能性があるにもかかわらず、これを確認しないまま口声模倣

が行われている。「なにをみたの？」には「カレンダーをみた」と答えており、この応答だ

けで「カレンダーを みたから わかったよ」というように理由の表現「～から」を用い

た複文で口声模倣を行ってしまっている。例えば、「何をみたの？」→「カレンダーをみた」、

「何がかいてあった？」→「やきそば」、「いつ？」→「あした」等々、個々の発達段階に
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合わせたやり取りを繰り返し、その後、「知っている」「分かっている」という子供の気持

を高めた後、再度「どうして」の内容に迫るというように、丁寧に展開を行うとよい。

（２）口声模倣の目的と手法

今回、９つの展開例の検討から、以下のように口声模倣の目的および手法がまとめられ

た。

  ａ．目的

    ・単語を正確に言う。

    ・新しい言葉を意識させる。

    ・子供が獲得し、自発している単語をつないで基本的な文の形として言わせる。

・教師が話す言葉を口声模倣させることによって正確に受容する力をつける。

    ・話し手の方を話の最初から終わりまで見る習慣をつける。

    ・発音の誤りを修正する。

    ・すでに獲得されている言葉の使用場面を広げる。

    ・質問と応答の整合を図る。

  ｂ．手法

    ・子供の口の動きと一緒に模倣させ、次に一人で言わせる。

    ・動作や身振りを言語化して口声模倣を誘う。

    ・動作で確認してから口声模倣を行う。

    ・口声模倣をした後に指差しや動作で確かめている。

    ・拡充模倣をして、文として口声模倣をさせている。

    ・すべてを示さず、音韻の一部や文の一部だけを提示して子供に自分で全体を修

正させる。

    ・ふさわしくない表現も肯定的に受け止め、より適切な表現を投げかける。

    ・ふさわしくない表現に対して疑問を示し、自分で修正させる。

    ・なかなか達成できない場合に一旦他の幼児に振り、そのやり取りを見せた後で

再度言わせる。

    ・正しい言い方を聴かせて修正させる。

    ・発音サインを示して修正させる。

 

6．まとめ 

 言語指導の基本的手法として口声模倣についての一端を展開例などからまとめた。

まず、前提として、主な文献から口声模倣の定義を示した。口声模倣は、日本語の音声

言語を指導する一つの方法で、子供は、教師の口の動き方など視覚的な運動の様子を残存

聴力からの入力と合わせてとらえ、それを筋肉運動知覚や聴覚的なフィードバックを通し
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て確認しながら模倣し、適切な表現として学習する。そのためには、単なる口の動き方や

発音の仕方という技術的な問題のみが扱われるのではなく、言葉の意味の理解が重要であ

り、それを理解するための子供の会話に対する意欲が重要となる。

 また、展開例からは、教師がどのように判断するかが重要であること、目的や手法とし

て様々なものが使用されていることが分かった。今回は 9 つの展開例から目的や手法を明

らかにしたが、発達段階や場面によっては更に多くの内容があることが考えられる。

 今回の検討においては、口声模倣が実施されるための前提となる基本的な事柄、言葉の

選択の問題、評価の問題等は扱うことができなかった。今後の課題とした。

※この研究の一部は、日本特殊教育学会第 51 回大会（2013 年 8 月東京都）にて口頭発表

する。また、この研究は、今年度より「特別支援学校（聾学校）の「話し合い」活動の

基本技術に関する研究」として、日本学術振興会の科学研究費の助成を受けている。（挑

戦的萌芽、課題番号 25590283）
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