
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

所沢市立三ヶ島小学校・並木小学校 
 



「きこえ・ことばの教室」をご存じですか 
 
「きこえ・ことばの教室」は、聴覚や言語に課題を持つ子どもたちの指導を行う通級

指導教室の通称です。 
平成１９年度所沢市内には、三ヶ島小学校・並木小学校の２校に「きこえ・ことばの

教室」が設置されています。年間約 100名の子どもたちが、そこで指導を受けていま
す。 

 聴覚や言語の課題は、本人も保護者も気づきにくいことが多く、また気づいてもど
うしたらよいか分からないでいる場合もあります。担任をはじめとする先生方が気づ

くことが大切です。 
「きこえ・ことばの教室」について市内の先生方のご理解とご協力を得るために教室

利用の「ＨＯＷ ＴＯ」を｢教室ガイド｣としてまとめました。 
ぜひご覧いただき、ご活用ください。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表紙について 

 
「青いホオズキ」 

 
 ホオズキの実を包むオレンジ色の袋は、萼がのびたものであるという。

 秋が深まるころ、その萼も葉脈だけ残して網目状になってしまう。しか

し、風雨に晒されても中のオレンジ色の丸い実はいつまでも健在である。

その様を表したのではあるまいが、ホオズキには「心の平安」という花言

葉がある。 
 それならば…と世界の子どもたちの「心の平安」への願いを込めて、青

い地球を包み込んだホオズキをデザインしてみた。 
 

 
 
今回、改訂版をＣＤ化するにあたり、三ヶ島小学校校長 笠原秀夫先生に表紙デザインを

お願いしました。 
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１ 

 きこえ・ことばの教室とは 
 
 
＊通常の学級に在籍する軽度の障害を持つ子どもたちが、その障害に応じた特別な指導を

受ける場を「通級指導教室」と言います。「きこえ・ことばの教室」は、その中で聴覚・

言語に課題を持つ子どもたちの指導を行う通級指導教室です。 
 
＊在籍する学級で各教科等の授業は受け、きこえ・ことばの教室に、週 1～3 時間を基本に

通って、それぞれの子どもの状態に応じた特別の指導を受けます。これを「通級による

指導」と言います。学校教育の一環として、それぞれの子どもの教育課程に位置付けて

行います。 
 
＊指導の形態は一対一の個別指導が主です。必要に応じてグループ指導を行うこともあり   

ます。 
 
 

 指導の対象となる子どもは？ 
 
 
構音障害、吃音、難聴を持つ子どもたちが通級してきています。どのような課題がある

時に通級して指導を受けることが望ましいのでしょうか。            
 
 
 

  構音障害    ３ページ          難聴    ７ページ 

   発音が誤る           きこえがわるい 
 
 
 
 

               吃音    ５ページ 

               ことばがつかえる 

きこえ・ことばの教室とは

指 導 の 対 象 と な る 子 ど も

発音が誤る 

ことばが つかえる 

きこえが わるい 



  

                                      ２     

                                             

 
 
 

・気にかかる子どもがいたら、保護者に

「きこえ・ことばの教室」を紹介して

ください。相談は随時受け付けていま

す。 
 

・就学時健康診断、入学後の 2 回きこ

え・ことばの相談の案内を保護者に配

布しています。 
 

・保護者から直接、きこえ・ことばの教

室に電話を入れるようお話し下さい。

相談の日時を決めます。 
＊各校電話番号 １１ページ 

 
 
                      
 
 
 
 
 
 

・お子さんの状態、保護者の希望と合わ

せ、きこえ・ことばの教室で指導を受

けることが適当か審議します。 
 

 
・保護者、在籍校から必要な書類を市教

育委員会に提出します。 
＊就学支援便覧参照 

 
・担任と「きこえ・ことばの教室」が連

絡をとります。 
・通級時間や指導内容について在籍校

から届け出ます。 

 
学級担任・養護教諭等からの紹介 
 
 
きこえ・ことばの教室の相談案内 

保護者がきこえ・ことばの教室に相

談を申し込む 

きこえ・ことばの教室で面談、検査

を行う 

 市就学支援委員会で審議する   

通級のための手続きを行う 

指導を受けるには 

指 導 開 始 



  

３                               
   

 発音が 誤る 
   

発音は、どの音が、どんな順序で、何歳くらいまでに正しく言えるようになるかというこ

とについては、ある程度の規則性があります。個人差がありますが、だいたい６歳くらい

までには日本語の全ての音を正しく言えるようになります。 
 

年令 発 音 の 発 達 の 基 準 
 
１ 
 
２ 
 
３ 
 
４ 
 
５ 
 
６ 

      パ ピ プ ペ ポ、バ ビ ブ ベ ボ 
      マ ミ ム メ モ、ナ ニ ヌ ネ ノ 
 
      タ テ ト、ダ デ ド 
 
      カ ク ケ コ、ガ グ ゲ ゴ、キ、キャ キュ キョ 
      ギ、ギャ ギュ ギョ、シ、シャ シュ ショ 
      ジ、ジャ ジュ ジョ、チ、チャ チュ チョ 
 
      ハ フ ヘ ホ、ヒ、ヒャ ヒュ ヒョ 
      サ ス セ ソ、ザ ズ ゼ ゾ 
      ラ リ ル レ ロ、ツ 

 

 
 
                        

 
 
 
 
 

 
＊ことばを話し始めるのが遅かったり、全体の発達が幼かったりすると、６歳を過ぎても

正しく発音できない音が残っている場合があります。その場合、置換といって、特定の

子音が他の子音に置き換わっている発音の誤りがあったり、子音が省略されていたりす

ることがあります。 
 
 
 

 
 
 
＊耳のきこえが悪いと、発音の発達が遅れることがあります。     7 ページ 

「サカナ」が「タカナ」

というようにちがう

音になる 

例えば 
サカナ→タカナ、チャカナなどに

カラス→タラス、タダスなどに 
ラッパ→ダッパなどに 
カメ→アメ、トンボ→オンボなど

きこえ・ことばの相談をおすすめします  

発音は、どの音が、どんな順序で、何歳くらいまでに正しく言えるようになるかという

ことについては、ある程度の規則性があります。個人差がありますが、だいたい６歳くら

いまでには日本語の全ての音を正しく言えるようになります。 

発音が完成する時期になってもある音の発音が正しくできなかったり、誤りが習慣化し

ていたりする場合を、構音障害（発音の誤り）といいます。 



                                            ４ 

 
 
 
 
 
 
＊「置換」や「省略」といった誤り方ではないけれども、微妙に違って聞こえる音を、 
 「歪み（ひずみ）」といいます。 
＊よくある歪みには、側音化構音といって、舌の正しい使い方が身についていないために、

発音の際に息がまっすぐに出ないで側方から出ることによって起こる発音の誤りがあり

ます。例えば、チがキ、シがヒのように歪んで、なんとなく耳障りな発音が特徴です。 
＊歪みは、はっきり音がちがって聞こえるわけではないので、本人や周囲の人にも誤りが

わかりにくいのですが、自然には治りにくい音です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊舌の裏のすじ（舌小帯）を切る手術を行った場合、発音にはほとんど影響しません。 
 
＊口蓋裂などの器質的な障害がある場合、口蓋や口唇、歯列などの形成手術を行います。

手術後の経過によっては、息が鼻に抜けてしまったり、逆に、鼻から息が抜けなくなっ

たりして不明瞭な発音になることがあります。 
＊発音器官に障害があると、手術前に行っていた誤った発音のくせが、手術後もそのまま

残って、発音がはっきりしない場合もあります。 

                           
                         
 
 

どの音がちがうのかはっきり

しないが聞きにくい 

例えば 
数字の１、７、８が 
「イキ」「ヒキ」「ハキ」

のように聞こえる 

口の中を手術したと聞いているが 

発音がはっきりしない 

いつも、鼻に抜けたような

声や、鼻詰まりのような声

に聞こえる 

きこえ・ことばの相談をおすすめします  

きこえ・ことばの相談をおすすめします  



５ 
        

 ことばが つかえる 

 
＊「タタタたまご」のようにことばの初めの音を繰りかえすのは「連発」という症状です。

吃り始めた初期に多くみられ、症状としては目立ちやすいものです。 
＊「たーーーまご」のようにことばの初めの音を引き伸ばすのは「伸発」という症状です。 
 これも初期に多く見られる症状ですが、本人が気にすることによって緊張や力みが加わ

ることもあります。 
 
 
 
 
 
 
＊ 「････たまご」のように、つまって音が出てこない症状で「難発」または「ブロック」

といわれます。 
＊最初の一音が出れば後は比較的スムーズに話せるので、周りの人は吃音だと気づかない

場合も多いようです。本人が言いやすい言葉に置き換えて話すことも見られます。 
＊吃音に対する本人の意識は、だいぶ強くなってきます。 
 
 
 
 

最初の音を繰り返す 

または 引き伸ばす 

最初の音が なかなか

出てこない       

きこえ・ことばの相談をおすすめします  

 ことばの中の音を繰り返したり、ことばがなかなか出てこなかったりする状態を吃音

（きつおん）といいます。どうして吃音が起こるのかという原因は、いろいろな説があ

りますが、はっきりわかっていません。 
 吃り始めた時期はその 4 分の３が幼児期と言われています。また、女子よりも男子に

圧倒的に多く現れます。次第に、本人がうまく話せないということを予期して、話すこ

とに不安を持ち、避けるようになるという特徴があります。 
ただし、幼児が話し始めの時期に、言いたいことがたくさんありすぎて、次のことば

がなかなか出てこない時にも起こりますが、心配いりません。 



                                 ６ 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
＊吃っている状態から抜け出すためにしようとした動作が、身についてしまったもので「随

伴症状」と言われます。まばたき、顔をゆがめる、体をのけぞらす、足をばたつかせる

など、さまざまな症状があります。 
＊最初のうちはそれが効果的であっても、次第に効き目が無くなり、その動作だけが残っ

てしまうということもあります。 

 

      保護者からは「吃る」と言われたが 

教室ではあまり気にならない 
 

＊場面や状況によって、吃りやすい場合と、そうでない場合があります。 
＊また、本人が自分の吃音を気にして、話す場面や相手を避けていることも考えられます。 
 簡単な問題なのに「わからない」と言ったり、考えるふりをしたりすることもあります。 
＊言葉の表面にあらわれた問題は目立たなくても、本人の気持ちの中では大きな問題にな

っていることも考えられます。年令が上がるにつれて、問題が複雑になっていくことも

多いようです。 
 
 
 

 
 

話し始めるときに 

顔をひきつらせたり 

手足で拍子をとったりする 

きこえ・ことばの相談をおすすめします  

きこえ・ことばの相談をおすすめします  



７  

 きこえが わるい 
 きこえの状態を表す単位として一般に聴

力（dＢ）を用います。音の大きさと聴力レ

ベルの関係は左図の通りです。例えば、聴力

レベルで 30dＢの難聴では、普通の会話は支

 

 
                               

                        
 
 
 
 
 
 

＊滲出性中耳炎や急性の中耳炎になれば、その間は聞こえの            

悪い状態になります。更に突発性の難聴や心因性の難聴も

珍しいことではありません。小さいときからずっと耳のき

こえが悪いと、発音がうまく育たないこともあります。 
＊本当に聞こえが悪いのか、どうして聞こえが悪いのかの事

実を早く知ることが大切です。くわしい聴力検査をきこえ・ことばの教室でも行います。

聴力検査の結果、聴力が落ちている場合  
 
 
 
 
 
 
 

聞き返しが多い 

まず、耳鼻科への受診をすすめます。  

鼓膜から蝸牛の間を中耳といいます。（上右図）この中耳や外耳に疾患があると、伝音性

の難聴状態になります。感音性難聴は蝸牛や聴神経の疾患によりおこります。伝音性難聴

は音が小さく聞こえますが、感音性難聴は小さく聞こえることに加え、音が歪んでも聞こ

えます。 

きこえの状態を表す単位として一般に聴

力レベル（dＢ・デシベル）を用います。音

の大きさと聴力レベルの関係は左図の通り

です。例えば、聴力レベルで 30dＢの難聴で

は、普通の会話は支障ありませんが、ささや

き声が聞き取りにくくなります。 



                                           ８ 

 
 

＊ 補聴器はマイクで拾った音を大きくして

耳に入れる機械です。音を大きくするの

で、｢きこえ」を補うことができます。し

かし、全ての音が明瞭に聞こえるように

なるわけではありません。 
＊ 補聴器は電池がないと働きませんし、湿

気にも弱い物です。取扱上の注意が必要

です。 

＊ 座席の配慮などによって、担任の口の動き

が常に見られるようにしたり、視覚的な手

がかりの多い授業を工夫したりする必要

があります。FM 補聴器を積極的に活用し

たり、聴覚障害の大変さや補聴器の大切さ

をクラスの友達に理解させたりすること      

                     も必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊片方の耳のきこえが悪い子どもたちは、聴力損失が軽微   

な子どもと同様に、騒音の中で話しことばを聞き取る力が

低下します。ことばの力が伸びない等の重大な問題となり

にくいので、学校生活では気付かれないかもしれません。

しかし、聞き取りに努力を続けなくてはならないため、疲

労や倦怠を訴えることもあります。 

＊雑音の中でも指示を聞き取りやすくするための条件や方法を一人一人に合わせて考え

たいものです。                           
                         
 
 
 

 

補聴器をつけている  

片耳のきこえがわるい 

きこえ・ことばの相談をおすすめします  

きこえ・ことばの相談をおすすめします  



９ 

 話す場面を避ける しゃべろうとしない 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 声がかすれて 聞きにくい 
 
嗄声（させい）とも言います。大きな声を使いすぎると、結節やポリープなどの声帯の

病気になることがあります。声を使った後に声がかすれたり、それがなかなか治らなかっ

たりしたら耳鼻咽喉科の医師の診察を受けましょう。 
 

＊「声の衛生」に気をつける     
子どもの声のかすれの原因は、ほとんどが声の使いすぎによる声帯の腫れや変声期に伴

うものです。正しい声の使い方を心がけることで自然に治るものがほとんどです。 
 
 
                                            

                               
                              「声と話しことばの 

                                健康」 
                                    日本学校保健会より       

                                             

難聴がある 
→７，８ページ 
相手の話す速度や、

声の大きさ、文の複

雑さにより、十分に

聞き取れないと聞

き返すこともでき

ず、話そうとしない

ということにつな

がります。

緘黙(かんもく)症である 
言語そのものには問題が無

くても、精神的な問題から話

そうとしない場合がありま

す。場所や時間、相手を決め

て話さない時、場面緘黙とも

言われます。しゃべらせよう

とするだけでなく、子どもの

生活全体を見て対応してい

くことが必要です。     

発音の誤り、吃音がある→３～６ページ 
正しい発音ができなかったり、言葉がつかえたりすると、

話すことに自信が持てず、話すことを避けようとするこ

とがあります。 

ことばの発達の遅れがある 
→１０ページ 

慣れている人や場所では話せて

も、周囲の状況や話し掛けの内容

が十分に理解できない時は、口を

つぐんでしまうことになります。 

１． むやみに叫んだり、金切り声や大声を出したりしない。 
２． 咳払いなどは、必要最小限にとどめる。 
３． うら声や、高すぎたり、低すぎたり無理な発声での話をさける。 
４． うるさいところでの会話はさける。 
５． 風邪の時はできるだけ会話をさける。 
６． 思うように声が出ない時は、無理に話さないようにする。 
７．自分にもっとも適した大きさ、高さ、速さで話す。 

 嗄声（させい）とも言います。大きな声を使いすぎると、結節やポリープなどの声帯の

病気になることがあります。声を使った後に声がかすれたり、それがなかなか治らなかっ

たりしたら耳鼻咽喉科の医師の診察を受けましょう。 
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 ことばの発達が遅れている 
   
同年齢の子ども達に比べて言葉の理解や表出が遅い場合、いくつかの理由が考えられます。 
 
                      
 
 
 
 
 
                   まれにですが、言葉の理解、表出に関係する脳

の部分に何らかの問題を持っている場合があり

ます。また、交通事故や脳の病気でこの部分に

障害を受けることで、言葉の発達の遅れが残る

場合もあります。 
 
                   発声や発語をするのに使う器官に麻痺などあり、

それを使うことに大きな困難が伴うと理解はし

ていても表出が乏しくなることがあります。 
                      
 
                  「人に無関心である」｢友達と遊べない｣など行動

面の問題を持つ自閉性の障害がある場合、言語

の学習も遅れます。 
 
                   
                   周りの人からの働きかけに対する理解や周囲の

出来事の理解が十分できない場合、言語の学習

も遅れます。全体的な発達に伴い、言葉もゆっ

くりと発達していきます。 
 
                    
                   言語を学習していく時期に周りの人からの働き

かけが乏しいとなかなか言葉も発達しません。 
 
いずれの場合も、言葉のみを取り上げて発達させることは難しいと考えられます。教育

センターや医療機関、特別支援学級、家庭との連携の中でそれぞれの場合に応じた対応が

必要です。 

きこえがわるい 

対人関係の障害 

言語学習の特別な障害 

発声発語器官の障害 

きこえ・ことばの相談を 
おすすめします  

知的発達の遅れ 

不適切な言語環境 



 

 
 

 

さ

 

○

 

 

 

 
○
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きこえこえ・こ 
きこえ・ことばの教室の所在地

平成 1９年度、所沢市内には、以下の 2つの小学校に「きこえ・ことばの教室」が設置
れています。 

三ヶ島小学校 「きこえ・ことばの教室」 

所沢市三ヶ島 5－791－4   TEL ２９４８－２７２９  
   FAX ２９４８－２８０８ 

（狭山ヶ丘駅西口より 箱根ヶ崎行きバス 三ヶ島小学校前下車） 

（狭山ヶ丘駅東口より ところバス 西循環   〃       ） 
（小手指駅南口より  早稲田大学行きバス 芸術総合高校入口下車 徒歩５分） 

並木小学校 「きこえ・ことばの教室」 

所沢市並木６－２      TEL・FAX ２９９５－２９８５（直通） 
（航空公園駅東口より 徒歩９分） 

（バス  ミューズ前下車） 

 



 

 改訂版 発行にあたって 

 「教室ガイド」初版の発行から４年余りが経ち、この間、所沢市のきこえ・ことばの教

室にも大きな変化が見られました。 

 所沢中学校に昭和４８年に設置されたきこえ・ことばの教室は、大変残念なことに平成

１５年３月をもって、閉室となりました。 

また、小学校のきこえ・ことばの教室は、昭和４２年に埼玉県で初めてできた４カ所の

言語障害児特殊学級の一つとして所沢小学校に設置されて以来、３９年の歴史を刻んでき

ました。その所沢小学校のきこえ・ことばの教室は平成１７年３月に閉室となり、同年４

月に並木小学校に移転開設しました。 

改訂版では、それらの点の訂正、若干の用語の訂正を行いました。ＣＤ化するというの

も新たな試みですが、市内の先生方に活用されるよう願っています。 

編集  所沢市きこえ・ことばの教室  

    坂牧 穣   （所沢小学校） 

    大河原 晶子 （  〃  ） 

    森本 千恵子 （  〃  ） 

    伊藤 裕子  （三ヶ島小学校） 

    越谷 丈夫  （所沢中学校） 

発行  初版  平成 15 年 3 月 

    改訂版 平成 19 年 10 月 


