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学校教育における手話普及について 

 

 

【条例や施策に求めること】 

 

 ①学びの機会（学習の機会・交流の機会） 

  子どもが簡単に（できるだけ時間・場所・金銭的な制約なく）参加できる機会の創出 

  

②活躍の機会 

  学びの成果を発表したり評価されたりする機会の創出 

 

 ③手話を言語とすることの重大性と重要性の強調 

 

 ④脱福祉の促進 

 

 ⑤「コミュニケーション手段」偏重への警鐘 

 

 ※ できれば小・中学校・地域の事業所のみならず、地域の高校・大学のそれぞれに求められる

こと、期待されること、役割が明確になれば良いと思うが・・・。 

   

※ 以下、参考までに。 

 

【ステップアップの流れ】～量・質ともに～ 

 

興味・関心    新たな課題・目標    新たな課題・目標          

 

学び          学び          学び 

  

成果の発表や評価    成果の発表や評価    成果の発表や評価 

 

          学ぶ内容・学びの質の拡充・効率化 

                次の世代へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会へ 
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【翔陽高校ボランティア局の事例】～条例制定前後の様子～ 

 

発端  興味・関心のあった生徒の存在 

 

              ＮＳＧ手話サークルへの参加 ／ 手話言語法（案）の存在を知る 

 

2011  東日本大震災（阪神・淡路の教訓が生かされず） 

 

                   第 28 回全国手話スピーチコンテストへ出場 

2012  手話が活動内容の一つに 

 

2013         

［局員数６名］      石狩市で手話条例制定の検討が始まる石狩市で手話条例制定の検討が始まる石狩市で手話条例制定の検討が始まる石狩市で手話条例制定の検討が始まる    

   ボランティア局オリジナル学習用テキスト策定 

                     第 30 回全国手話スピーチコンテストへ出場 

         全日ろう連・北ろう連・石聴協・札聴協が部活を見学 

東日本大震災での聴覚障害者の死亡率・避難所生活の問題を認識 

 

2014  ☆☆☆☆手話手話手話手話に関するに関するに関するに関する基本条例基本条例基本条例基本条例    施行施行施行施行☆☆☆☆    

［局員数９名］ 

 

手話が部活動の活動の中心に 

             第 1 回全国手話パフォーマンス甲子園へ出場 

 局長がバイオレッドリチャードソン賞を受賞（ソロプチミスト石狩） 

 

2015 「手話＝言語」の深まり～聞こえない世界の理解に着手～ 

［局員数 14 名］ 

                   耳の日市民のつどい(札幌) アトラクション出演 

              手話目的の生徒が入学・入部 

              手話通訳士を志望する生徒の存在 

                   石狩手話フェスタ スピーチ＆アトラクション出演 

 

 

               第 2 回全国手話パフォーマンス甲子園へ出場 

          「授業で“手話”を！」 の声が生徒から 

               地域の手話サークルへ通う生徒の増加 

               科目『手話語』開設へ向けた協議開始 

 

「“脱”福祉」をテーマに設定（手話の普及だけでは解決しない課題へ転換） 

 

 

手話実技への偏重を防ぐために

必要と考えたので 

アイヌとろう者の歴史の共通点

を手話劇で演じる 

ソーラン節に乗せて手話条例と

手話言語法応援歌を披露 

ボランティアの重要性と自分に

できる社会貢献について主張 

言葉が身につくプロセスで

手話を学ぶべきだと主張 
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            情報アクセシビリティフォーラムで生徒がスピーチ 

                科目『手話語』の新設を決定・公表 

 

2016  熊本地震（東北の教訓が生かされず） 

［局員数 21 名］ 

危機意識の芽生え（手話経験者が増えても解決しない課題） 

              【手話】ピクトグラム入りボランティアビブスを導入 

 

活動の重点を「課題の探求と解決」に転換 

 

                    第 33 回全国手話スピーチコンテストへ応募 

（手話フェスタでスピーチした生徒） 

 

第３回全国手話パフォーマンス甲子園へ応募 

 

 

 

               石狩市より条例見直し検討会に席をいただく 

 

      現   在        

 

               課題研究発表会で全体提言へ（12 月 16 日午後予定） 

～手話は単なるコミュニケーション手段ではない～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞こえない世界を知ることで「手話が

言語であること」が分かると主張 

手話は覚えるが、聞こえない人の

存在は忘れるという現状に警鐘 

聞こえない人と聴導犬の

出会いを手話劇化 
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主な法令関係の現状           

現在 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理想と現実（非常に個人的な見解です！） 

 

 理想的には・・・ 現実としては・・・ 

１ 

聞こえない生徒（中学生）の進学先の選

択肢が広がり、校種に関係なく聞こえない

生徒が入学するようになる。 

まずは、教育界全体に理解が広がらなけれ

ば、合理的配慮の提供も不可能。 

２ 

「手話」が必修教科になる 全体的取り組みとして、学力向上を図るカ

リキュラムが求められている。新しい必修教

科の設置する余裕がない。 

３ 

学校が、手話言語に関する取り組みに前

向きになる 

義務化、規制化、制度化されるのであれば

動くかもしれない。しかし、義務的に取り組

んでも効果は上がらない。 

４ 

校種に関係なく、全ての教職課程（教員

養成課程）に「手話」を義務付ける。 

 ・・・、何とも言えない。 

所感 

 「目に見える変化」があれば、社会は敏感に反応し、受け入れていくもの。インター

ネット・携帯電話などの情報機器も、最初は「無用の長物」。特に必要なものとは誰も

思わなかったが、いつの間にか生活に不可欠なものになった。 

「手話」も、そのようになれば良いのだが・・・。 

 

 

 学校としては、法制度、施策等に期待（依存？）せざるを得ないかも…。 

ただし、そのような教育の現場でも「目指すものが同じ方向に見える」ようになって

きたかも知れない、と思う。（次の資料へ） 

障害者権利条約 2007 年 9 月署名 2013 年 12 月批准 

改正障害者基本法 2011 年 8 月施行 

石狩市手話条例 2014 年 4 月施行 

障害者差別解消法 2016 年 4 月施行 

北海道の手話言語条例 2017 年？ 

手話言語法（   ）年？ 
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（報道資料：読売オンライン６月４日） 

関学大に手話研究センター関学大に手話研究センター関学大に手話研究センター関学大に手話研究センター    

関西学院大（西宮市）は「手話言語研究センター」を開設し、今年度から新たな研究や教育を始めた。

手話の表現方法だけでなく、成り立ちや歴史、文化的背景などを掘り下げて考え、耳の不自由な人へ

の理解を深めていく。手話を専門に扱う研究機関は全国的にも珍しいという。（梅本寛之） 

（中略） 

同センターによると、日本では、手話言語の研究に力を入れる大学はほとんどなく、関学大でも基本

的な手話を学べる講義があるだけだった。 

（中略） 

・・・・・・・ 手話研究を通じて耳の不自由な人への社会的理解を深めていこうと、同センターの設立を決定。

２０１４年秋頃から準備に取りかかり、今年４月に開設した。 

（中略） 

・・・・・・・・ 講義を聴講している人間福祉学部４年の酒井唯さん（２１）は「手話は単なるコミュニケーション

手段でなく、奥の深いものだと感じるようになった」と話していた。 

（以下省略）                          2016 年 06 月 04 日 Copyright©TheYomiuriShimbun 

 

 

※ 関西学院大学のＷｅｂサイトでは、次の資料のように説明していました。 

関西学院大学手話言語研究センター設立に関西学院大学手話言語研究センター設立に関西学院大学手話言語研究センター設立に関西学院大学手話言語研究センター設立に

ついてついてついてついて    

（関西学院大学：HOME>2016 年の報道発表>関西学院大学手話言語研究センター設立について） 

 

関西学院大学は、・・・・・・・手話言語を研究する機関の設立は全国の大学において初めてと

なります。 

 

１．KG-SL 研究センターの設立目的 

手話言語に関する科学的・学術的研究を行い、手話の言語としての位置づけを確立し認知度を高

めることを主眼に置いて設立しました。 

また音声言語の研究で得られた研究成果の普遍性を表現様式の異なる手話言語の研究において

検証することは、社会的・学術的に大きな意義があると考え、聴者・ろう者が協働し、手話言語を

テーマとした各種研究の振興、研究者の養成、手話言語教育の推進・充実、広く一般への啓発を・・・・・。 

 

２．KG-SL 研究センターの今後の事業内容 

日本財団の冠授業として 2016 年度より開講した人間福祉学部社会福祉学科の専門科目「手話言

語学基礎（3 年次春学期）」・「手話言語学専門（3 年次秋学期）」（全学部履修可）の運営支援

を行います。[2018 年度までの予定] 
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手話が日常化した外国の実際 

 

 左の表は、アメリカのModern Language Associationが、

全米約2,800の大学を対象として行った調査である。調査の

目的は、2006年度に学生が履修した外国語の講座数につい

て、学生のニーズや人気の分布を明らかにすることである。

履修者が多かった言語について、以下のような結果が出て

いる。 

・スペイン語  823,035 人 

・フランス語  206,426 人 

・ドイツ語    94,264 人 

・アメリカ手話（American Sign Language） 78,829 人 

・イタリア語   78,368 人 

・日本語       66,605 人 

・中国語       51,582 人 

・ロシア語     24,845 人 

 

目をひくのが、アメリカ手話（American Sign Language）の存在である。手話も言語の一つとし

てカウントされている。イタリア語・日本語・中国語より履修者が多く、４番目という順位である。 

 障がいを持つアメリカ人法（ＡＤＡ）が優秀だったのかもしれない。しかし、何よりもアメリカ

という多民族国家では、社会モデル上のろう者を理解するに、「手話民族」とするのが効率的だと

考える傾向がある。そうした「効率性」を重視するのもアメリカ的である。こうしてアメリカでは

「手話ができる」ことが特別なことではない背景を築いている。 

たとえばアメリカ映画では「Knowing」（2009年：Nicolas Cage主演）や「Resident Evil: Retribution

（日本名:バイオハザードⅤ）」（2012年：Milla Jovovich主演）などに“手話”が登場するが、

決して「聞こえない」ことを訴える映画ではない。日常の中にある“手話”を映像化しただけで、

特別な主張を持っていない。 

皮肉なことに「バイオハザードⅤ」の主人公アリスが、いきなり手話を使い始めたのを見た日本

のファンは、「Ｔウィルスに感染すると手話もできるようになるのか！？」と、多数のコメントを

ネット上に流してしまった。しかし、そのように感じたのは日本人くらいであった。 

外国語の選択を「手話語」とする学生が、これほど多く存在している社会とは対象的な、日本の

現状である。（文責：生田） 

 

 

【図表出典】 

・『大学プロデューサーズ・ノート』（倉部史記 氏）～大学の語学科目に「手話」を～ 

 


