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いところは何度も見直し、改善を重ねた。 

 このように、この手話作りは、聴覚障害の子ども

たちと顔を合わせて伝えようという下水処理場の

職員の姿勢に、子どもたちが共感したことから始

まったもので、教室を超えたコラボレーションの

すばらしい例といえる。作成した手話と活動など

の様子は、デジタル教材としてまとめられた。デ

フサポートおおさかは、このデジタル教材にアン

ケート用紙を同封して全国の聴覚支援学校へ寄贈

した。学習で使用した結果、改良した方がよい点

なども含め、アンケートを通じて様々な声が寄せ

られた。福島のろう学校からは「震災や原発事故

で下水処理場見学ができませんでした。この教材

で子どもたちは実際に見学に行った気持ちになり、

とても楽しんで学習していました」という感想が

届いた。

 2013年、デフサポートおおさかは、日本マイクロ

ソフト主催のICT教育活用のコンテストにこのデジ

タル教材作りの取り組みを応募した。その結果、

奨励賞を受賞し、周囲の方々の勧めもあり、米国

マイクロソフト本社主催の世界大会(グローバル

フォーラム)にこのデジタル教材および取り組みの

成果をエントリーし、2014年春のスペイン・バル

セロナでのグローバルフォーラムへの参加が認め

られた。

 世界大会での発表は、人と人をつなげるICTの活

用事例として、世界的にも高く評価され、その3ヶ

月後にはアメリカのマイクロソフト本社のスタッ

フがNPOと大阪市下水処理場と聴覚支援学校の取材

に来るという、異例な事態となった。

 それまで、大阪市は職員の有志「チーム桜」に対

して積極的な評価をしていなかったが、マイクロ

ソフトの取材訪問を契機に手話での対応を正式業

務の一環として認めた。聴覚障害の子どもたちの

声を大切にして行動を始め、NPOが行政職員や教員

と協働して高い評価を得るデジタル教材の作成と

教室を超えた学びをなしとげたことは、画期的な

はじめに

　 私は、特定非営利活動法人デフサポートおおさ

か（以下、デフサポートおおさか）で働きながら、

大阪市立大学大学院創造都市研究科で学んでいる。

デフサポートおおさかは、2006年にろう者や聴者

の有志たちが集まって立ち上げた団体で、現在、

大阪市地域活動支援センター・デフワークスの運

営と聴覚障害者の自立支援に向けた活動を実施し

ている。これらの事業や活動の多くは、企業や行

政、学校などと連携または協働しながら進めてい

る。以下、私が直接関わっている事例を含め、デ

フサポートおおさかが企業や行政、学校などと協

働して実施した聴覚児童･生徒への教育支援活動

について紹介したい。 

１）下水処理場の社会見学を契機に手話のデジタル

教材作成

　 大阪府立生野聴覚支援学校では、小学4年生の社

会科で下水処理の学習があり、下水処理場に社会

見学に行く。そこでは、下水処理場の職員たちが、

見学者の聴覚障害児童･生徒に対して手話での対応

を行っている。子どもたちは、引率の教職員の上

手な手話通訳よりも、下水処理場の職員の手話に

集中する。そのような子どもたちの様子を見た聴

覚障害教員でもあるNPOデフサポートおおさかの理

事は、下水処理場の職員有志「チーム桜」に声を

かけて、下水道の大切さを子どもたちにもっとわ

かりやすく伝えるために下水道用語の手話作りを

始めた。

　下水処理の話には専門的な用語が多くあり、子ど

もたちにわかりやすく表わすことは至難の業である。

2007年から2012年まで約6年間、下水処理場の職員

と聴覚支援学校の教員、デフサポートおおさかの理

事らは何度も集まり、子どもの意見を取り入れなが

ら手話作りに取りくんだ。大人が見た場合、「いい

と思います」であっても、子どもたちからは、「表

情がおかしい」「固い」「わかりにくい」など厳し

い意見が数多く出てきた。子どもたちがわかりにく

NPO･企業･行政･学校などの協働による聴覚障害児童･生

徒への教育支援活動 ～デフサポートおおさかの実践例から～
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 前述のように、大阪市交通局職員と協働で実施し

た「聴覚障害児童･生徒のための乗車マナー教室」

は、デフサポートおおさかの「ぼちぼちEdu」とい

う事業の中に組み込んで開催した事業である。こ

の「ぼちぼちEdu」は、2010年に開始した「ぼちぼ

ちキッズ」という聴覚障害児童･生徒への教育サ

ポート事業を発展させたものだ。

 聴覚障害をもつ子どもたちが社会で自立していき

いきと生きていくためには、学力、コミュニケー

ション力など様々な力を育成していかなければな

らない。しかし、聴覚支援学校という公教育の中

では様々な制約がかかり、なかなか実施できない

ことも多くある。学校でできないことをNPOでやっ

ていこうとスタートさせた事業が「ぼちぼちキッ

ズ」だ。受け入れを始めると、すぐに定員を超え

る16名が参加した。ただし、子どものための事業

とはいえ、子ども自身ではなく、保護者の意思に

よる参加が多いということも事実だ。

「ぼちぼちキッズ」は現在6年目を迎え、「ぼちぼ

ちEdu」として小学生・中学生がともにICTを活用

して学ぶ場に発展している。参加児童・生徒はの

べ70名にのぼる。何年も通っている子どもは、

「ぼちぼちEdu」が楽しいという。 だが、新しく

入ってくる子どものなかには、せっかくの日曜日

に親の意思で連れてこられ、嫌がる場合も少なく

ない。このため、子どもたちが授業に集中できる

ように、デフサポートおおさかは、子ども一人一

人のニーズに合った教材作りにも努力をしている。

 子どもが楽しみにしている「わくわくタイム」の

お菓子づくりをする時も、理科的要素を取り入れ

て実施している。言語力が十分でない子どもも多

いので、具体的活動を通して言語力を育てている。

例えば、煮る、炊く、焼く、ゆでるなど健聴者に

とって当り前の言葉も理解が困難な場合があるの

で、実際に調理をして理解させるなどがその例だ。

保護者の学習をさせたい意向と、子どもの楽しみ

たいという思い…。その両者を考えながら、ス

タッフで計画をたてている。

 2015年からは、パソコンを使った学びをしたい、

させたいと、子どもたちと保護者の考えが概ね一

致したこともあり、ICTを活用した学びを小学生・

中学生ともに開始した。保護者の中には、教科学

習優先でパソコン学習に難色を示した方もいたが、

子どもの意見を尊重して進めることにした。違っ

た年齢の子どもたちとの仲間作りも考慮に入れ取

果といえよう。なお、マイクロソフトが取材した動

画は2014年秋に世界公開された。

２）大阪市交通局職員とのバリアフリーをめざした

活動

　 大阪市立聴覚特別支援学校に子どもを通わせてい

る保護者から、「情報が見える駅作り」という提案

があった。2年前のことだ。学校に一人で通う聴覚

障害児童･生徒の多くは、突然の事故などで電車が

止まった時に必要な情報が得られず、非常に困った

という経験をもつ。大人の聴覚障害者でも不便で困

るのだから、子どもが直面した場合には大きな不安

や混乱に陥るとしても不思議はない。

　 保護者の提案は、大阪市立聴覚特別支援学校の最

寄駅である谷町6丁目駅、大阪府立生野聴覚支援学

校の最寄駅である鶴橋駅だけでも、手話のわかる駅

員を配置してほしい。事故の状況が把握できる電光

掲示板などの設置をして、安心して通学ができるよ

うにしてほしい。子どもの経験を踏まえた、切実な

要望であった。

　デフサポートおおさかは、聴覚障害生徒と運転士

が「地下鉄の駅名の手話」を楽しく表現していく交

流のなかで、駅のバリアフリーをともに考えていこ

うとしている。この場は、手話を学ぶ人々にとって

も楽しい意義のある場であり、大阪市営地下鉄だけ

でなく、京阪電車や南海電車の職員や近畿運輸局関

係者など、様々な人々が参加するようになった。 

　 乗客サービスの向上は、どこの交通機関でも考え

ていることだ。聴覚障害者の生の声を聞き、サービ

ス向上につなげる場として認識されたのだろう。こ

のように、内容のある取り組みを進めていけば、

NPOが依頼しなくても、交通機関の関係者が自ら情

報を求めて集まってくるのである。

　この交流を始めて以降、「ぼちぼちEdu」に参加

している子どもから、「地下鉄で知っている運転

士さんがいた」「困ったときは、駅長室へ行くよ

うにしている」と明るい声が聞けるようになった。

聴覚障害の子どもたちが安心できる駅は、高齢者

や外国人など多くの人々にとっても使いやすい駅

である。デフサポートおおさかでは、谷町6丁目や

鶴橋だけでなく、他の駅にも手話のできる職員を

配置したり、情報保障の手段を増やすことを交通

機関に提案していくことを検討している。

３）ICTを活用して学ぶ場「ぼちぼちEdu」
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おわりに

　ここで紹介してきたNPOの教育サポート事業は、

聴覚障害児童･生徒の知識の増加や学力の向上に寄

与しているだけではない。社会に対する子どもの

視野が広がったり、障害者･児童に対する社会のあ

り方や見方にも変化を与えている。

 例えば、ある子どもは,「下水処理の仕事は汚く

て臭い仕事」と思っていたが,「自分の仕事に誇り

をもって手話で表す職員はかっこいい」というよ

うに意識が変わってきた。また、大阪市が下水処

理場の職員の手話での対応を、業務として位置付

組んでいる。学校ではできない学びである。

 スタッフは、子どもたちと話し合いながら、子ども

たちの興味のあるテーマを調べ、学習をしている。

「興味のあることがない。わからない」という子ど

ももいる。こうした子どもと話をしていると、家庭

や学校での問題が明らかになることがある。家庭で

聞こえる兄弟たちよりも、学習面のことを厳しく言

われるため、自尊感情が持てない子どもが多いよう

に思える。また、学校では、手話のあまりできない

教員もいて、コミュニケーションに支障をきたす場

合もあるという。最近の大阪の公立学校では、5年ほ

どの間隔で教員の異動がおこなわれていることもあ

り、常に手話の上手な教師にあたるとは言えない状

況であるようだ。

　子どもたちだけではなく、保護者からもコミュニ

ケーションがとりにくく学習面に支障をきたすと聞

くことがある。デフサポートおおさかで新規採用教

員の研修の受け入れを依頼されることもあるので、

それを通して教育委員会などに話をして現場の教員

の手話の問題も改善していけるようにできるのでは

ないかと思う。聴覚支援学校の教員への手話の研修

プログラムを提案するなど、デフサポートおおさか

が一緒に取り組めれば聴覚障害をもつ子どもの学び

も改善されていくのではないかと思う。

 「ぼちぼちEdu」の子どもたちは、学びの発表会を

2015年3月に開催した。開催にあたり、動画のメッ

セージをフィリピンのレイテ島、オーストリア、オ

ランダ、ベルギーなどの教員からいただいた。英語

でのメッセージをスタッフで日本語に訳して字幕を

つけ、参加者に見せた。スペインでのグローバル

フォーラムで友達になった先生たちが、日本の子ど

もたちに話しかけているような内容だったので、外

国を身近に感じられたそうである。

　子どもたちによる発表は、パワーポイントを用い

て行われた。この発表は、内容もバラエティに富ん

でいて大変良かったと、デフサポートおおさかの会

員や保護者など参加者から評価された。フェイス

ブックで動画を入れたこともあり、2015年3月に参加

者の募集をするとあっという間に締め切りとなり、

同年夏前になっても問い合わせがある状況である。

「ぼちぼちEdu」では、学校では出会えない様々な

人々との豊かな出会いがある。

　聴覚障害教育を研究している教員や外国人などだ。

このことにより、教育内容が豊かになり、活性化し

ていっていると感じている。
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たことは、現場の職員と聴覚障害児童のすばらしい

コラボワークが既存の制度の変革を生んだ事例とい

うこともできる。地下鉄の職員との取り組みも同様

に障害者への社会のあり方を変えつつあるが、子ど

もたちの意識も変革していけるものにしていきたい。 

 今後の課題として、次のことを考えている。まず、

学校における問題を整理し、教育委員会などへ提案

し、聴覚障害をもつ子どもにとって学びやすい環境

作りをさらにめざしたい。また、事業を進めていく

うえで、大人のスタッフが主導権を握って管理的に

指導してしまわないように、「子どもアドボカ

シー」の理念をもって取り組んでいく必要がある。

子どもたちの声を大事にし、子どもが悩みなど本音

で話せる場にし、問題解決ができる取り組みにして

 

いくことが求められているといえよう。

 子どもたちから情報を聞いて、子どもたち自身が

学校のこと家族のことなどで、気軽に相談にくるこ

とができるような、サポートセンターにしていくこ

とが今後の課題である。
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