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[EDF 720-01 Introduction to Basic Concepts and Methods of Educational 
Research] 
 ろう教育学科の学生にとっては、必須科目のこのクラス、落とされる学生が

毎年、半分以上は出ると聞いていた。というのは、このクラスを受け持ってい

うのが Dr. Mertens という人で、彼女は、ろう教育でよくいわれつづけてきた

ろう児の「九歳の言語の壁」を切り崩した研究者の一人である。彼女の本の

Parents and Their Deaf Children: The Early Years では、ろう児の言語習得過

程における、「九歳児の言語の壁」というセオリーの中で使われている、「手話

言語使用者」の定義の曖昧さと「言語使用の環境の設定」の不明確さを主張し

ており、それは未だに強い主張である。また Dr. Mertens、彼女自身の本来の研

究、リサーチメソッドにおける方法論の研究では、「Transformative Research 
and Evaluation」というセオリーが有名であり、研究をするといっても、ただ

研究するのではなくて、いかに、研究結果をリサーチの対象の方へ返していく

のかを、ステップを踏んでいく方法を発達させた人であり、多くの研究者が尊

敬するのはこの理由による。 
 このクラスは最初からハイペースで、平均１０ページの課題文が週に二回に、

週末には、その課題をまとめた最終文章の提出があった。院、博士課程レベル

のリサーチ技術を今の自分の英語の力でこなすには、特に英語の使い方や、自

分の英文の文章の校正に集中しておく必要があった。やはりこの位のレベルに

なると、自分の分析とセオリー、また方法論を確実に伝えるだけの言語力が必

要である。 
 また、クォリティの高い研究論文の選び方から、焦点の当て方、また統計の



取り方を学んだだけでなく、様々なタイプのメソッド方法、またそのリサーチ

のテーマとメソッドが合っているのかどうか、そのアプローチがいかに完成度

の高いものであるかを判断する方法にも触れた。最終課題に、自分の興味ある

分野でテーマを選別し、５つのメソッドを使った論文を収集しておき、自分が

そのテーマで論文をかくと想定して、メソッドタイプの決定、またそのアプロ

ーチ方法を考察し、自分のセオリーの設定、またその手順から、最後にいたる

分析までを明らかすることがあった。この最終課題を通して、それぞれのタイ

プのメソッドの強み、弱みを大体把握することができるようになったし、自分

が同じテーマで、研究をしているならば、なおさら、このような技術は必要で

あると実感している。 
 自分の最終課題のためのテーマは ”identification, assessment, and 
intervention strategies for deaf and hard of hearing student with learning 
disabilities in mainstream schools” である。要約すると、聴覚障害をもった

子どもが学習障害と併せて持っている場合は、学習障害をもったろう者が、学

習障害だと正式に診断されるまでの手順に気を配る必要がある。なぜならば、

学習障害の特徴と聴覚障害による第二障害が類似しているからである。そして

そのアセスメント方法が健常学校と聾学校とではいかにどう異なってくるのか

に集中した。というのはこれまでのリサーチ方法が、ろう者の聴覚障害による

第二障害、リテラシー能力の遅れと学習障害によるリテラシー能力のこの二つ

のアセスメント方法の違いに集中したものが少ないからである。 
 このクラス全体を通して実感したことであるが、教師は教育者であるのと同

時に研究者でなければならないということである。とくに障がいをもった子ど

も達と共に仕事をする場合は、研究をしていくのとしないのとでは差がでてく

る。日本にも聴覚障害英語教育研究会というのがあり、自分もその情報に携わ

っていたし、その時に感じたことが、今言葉をもって理解しているという感じ

である。 
 
[LIN 733-01 American Sign Language Syntax] 
 前回の LIN 702-01 Introduction to syntax Theory 基礎統語論に引き続き

履修しているクラスであり、アメリカ手話における分類体系構造、品詞、語順、

構成要素、補語節などに触れていった。このクラスを通して、学んだことはい

かにアメリカ手話（American Sign Lnguage）が英語と異なっているかという



点である。今のところは、SVO 構文説が主力であり、様々な研究においても、

SVO 構文に基づいて論じられているが、SOV 構文などの他の構文の説の可能性

が消えた訳ではない。 
 これは英語の統語論を学んでいた時にも感じたことでもあるが、他の言語を

本格的に勉強することで自分の言語が分かるという事がある。アメリカ手話統

語論についてもしかり、自分の国の手話がよくわかる。日本手話の文法につい

て考えさせられることの多かったクラスであった。例えば Carol Padden 氏の講

演では、Old generation と New generation の間にある目的語と主語における

動詞のスペースの置き方の変化が、自分にとっては印象深かった。それは自分

が親と話しする時に常々感じていたことであり、自分は親とくらべて日本語に

近い手話ができる。逆にいえば、中途半端な手話というのだろうか、と自分の

手話について考えたりもした。 
 その他の点といえば、Science of Leaning Center on Visual Language and 
Visual Leaning(VL2)がホストとした講演などに出席する機会が増えたことで、

この講演の内容も教育、言語学分野をあつかったものが多いので、これからは

VL2 との関わりを強くしていきたいとおもっている。 
 
[EDU 609-01 Home, School and Community Partnerships] 
 このクラスは、いかに教師側が、学校とコミュニティと家（親）との関係を

繋げ、発達させていくのかに焦点をあて、また、それだけでなく、どのような

方法をつかって、生徒達をサポートしていくのかを考えていく。２０時間の

Work field experience(研修)には、自分がやっている Tutor の仕事の時間を使っ

てもいいことになり、残りの１０時間は講演会への参加から入れた。最終的に

は、book reportという課題と、work field experienceのレポートなどがあった。 
 このクラスでは自閉症について、特に深く学んだ。ゲストスピーカー、Karen 
Ewing 『自閉症と言葉の教育』のクラス講演などもあり、また自分の book report
の題材も自閉症であった。 
 個人としても、自閉症は興味を持っている分野でもあり、これまでにもいろい

ろな本や、研究論文などを読んできた。また自分が研修生だったときに３人の

自閉症の子ども達と接したことは、今でも忘れられない想い出である。自閉症

への言葉の教育は、様々な説があり、手話が言語習得へのルーツになるとか、

タイプによって、教授方法を分けるなどと、基本的な知識として理解はしてい



るし、自分自身の経験でもそれを使うように意識はしてきたつもりである。し

かし学校側としては、自閉症だけにとどまらず、障害をもった子ども達を支援

していく必要があり、自閉症の子どもの全てのニーズに対応するには、やはり、

限界があるという現実面もある。いかに限られた時間内のなかで、高い質のサ

ービスを、必要に合わせて用意ができるかというのは、ほんとうに仕事してい

く以上で、向き合っていかなければならない一つの要因でもある。それがうま

く行くか行かないかは、学校側と親側とのコミュニケーションに大きく左右さ

れることもあり、教師側の内面的な問題による要因などもあるだろうが、やは

り外側からの要因なども、やはり否定できない要因の一つでもある。印象にの

こったのが、親と学校側とのコミュニケーションをスムーズにするための、

Ewing さんの『支援のための１０か条』である。この１０か条は、ろう学校勤

務の教師にもお薦めしたい内容であり、いかに親と教師側の間のコミュニケー

ションがどれだけ大切かを実感する。日本へ帰国した後には、この内容につい

ても報告していきたいとおもう。Karen Ewing さんは、自閉症、とくにろう＋

自閉症を併せもっている子ども達への教育に関する研究で有名な方でもあるし、

彼女自身もろう＋自閉症を併せもっている息子がいて、彼女自身、教師という

立場であるから、両方側の立場についてよく分かっている人であるともう。 
 また、book report では、”Nobody Nowhere”（自閉症だった私へ） 著者 Donna 
William（ドナ ウィリアム）という本を選んだ。この本には自閉症をもつ親、

また教師たちに、どのように自閉症をもつこどもたちと向き合っていくのか、

またコミュニケーションを取る際の注意点が明確に書かれているだけでなく、

自閉症をもつ人達の世界観を表している。ドナの言葉で、“people without 
autism are broken spirit people, and people with autism are non-broken 
spirit people”というのがある。つまりは、マイノリティグループに属するから

こその世界観の違いというのが、マイノリティグループにはあるが、ろう者の

場合は、ほとんどの世界観ギャップが、視覚的経験から生まれるように、（一般

では聴覚と理解されがちだが、じつは視覚的経験である）、自閉症の場合は世界

の捉え方、関わり方の経験が違うというのだ。自閉症をもっている人達の間で

は、世界の関わりを断つ選択をする人達、行為をする人のことを”non-broken 
sprit people”と呼ばれ、社会に適合しているかのように見えるドナのほうが

broken sprit people と呼ばれる。このように見方を変えるだけで、自分がとて

も視野の狭い人間に思えたりするから、おもしろい。 



 たとえ難しいことだとしても、教育者の一員として、常に広い視野を持つよ

うに心がけていきたいものである。 
 
[LIN 732-01 American Sign Language Morphology] 
 このクラスでは日常言語のゲシュタルト性、記号的文法観と事態認知モデル、

また構文スキーマのパターン、グラウンド化と事態認知など、基本的な認知言

語学のセオリーに触れた。 
 このクラスを取って驚いたのは、自分とアメリカ人学生との見方にかなり差

があり、それが自分にとってやりにくさを生み出しているということである。

たとえば、認知文法のグラウンド化であるが、アメリカ人の冠詞の捉え方に驚

いた。日本で教えられてきた内容とはまったく食い違っており、また自分が冠

詞を使う際にイメージしていた内容がネィティブアメリカ人のと全然違ってい

たからである。それ以来、冠詞に対する文法の間違いが減ってきたと自分で実

感している。 
 これが、認知言語学は英語教育に応用できる理由の一つである。文法を学ぶ

だけでなく、アメリカ人の頭の中でどういう見方をしているのか、どういった

視点から、こういう使用表現をしているのかを、より明確に知る事ができるの

である。日本の英語教育研究会では認知言語学からみた英語教育方法などが目

立ってきているし、自分もそれに関した論文をいくつか読むようにしている。

ろう教育英語教育にも使えるかもしれないという感覚がしているが、その為に

まず具体的な方向性や、ビジョンを明確にしなければならない。もう少し時間

がほしい。 
 そういったインスピレーションを得ただけでなく、手話についてもそうであ

る。アメリカ手話の研究は、アメリカ内でもまだ新しい内容である。final project
では、日本手話の compound signs を分析し、構造スキーマのパターンを使って

証明するという試みを行った。 
 認知言語学という内容が自分にとってはまったく未知の分野だったことも含

めて、このクラスは自分にとってチャレンジ的であった。次の秋学期にも引き

続きこのクラスを取るが、その前に、夏休み中に専門の本を購入するなりして、

知識を深めておきたい。 
 
[LIN 731-01 American Sign Language Phonology] 



 同じく、秋学期の音声学に引き続き、アメリカ手話における音声学、音素論、

音声体系の過程、ルールについて学ぶクラスである。 
 このクラスのほとんどの内容は、ほとんど final projectの為の内容であった。

各自が選んだアメリカ手話のモデルを自分でカットし、編集し、20 秒の動画を

作成する。そのあとは、E-LAN というプログラムに取り込み、各セグメントの

音素表記をする。そして、最終的には、全セグメントの音素表記表、また lexical 
form とその音韻処理を比較して、分析した結果をレポートにまとめるというも

のだ。たったの 20 秒というが、最小単位でも、１／１０秒までの分析ができる

から、全ての表記を終えるにも、かなりの時間が必要である。時間に追われて

いる中で、分析のペースがおくれると、その分、遅れた分を取り戻すためのス

ケージュルの調整が必要であった。この final project の目的は、前学期で学ん

だ理論を、実際に応用する力、また分析する力を身に付けることである。また、

まだまだ言語学者としての慧眼には、まだまだ未熟ではあるが、自分なりにア

メリカ手話における音声学の音韻ルールを理解しつつある自分を実感する。例

えば、音韻同化 assimilation にしても、限られた聴音器官があり、それは、や

はり一般の英語のような言語にも共通したルールがあるのが面白い。 
 この音声学の教授はろう教育におけるアメリカ手話の大切さを言語学分野か

ら、論文を書いて主張した人のひとりでもある。実際、いくつかの論文をくれ

た。アメリカでは、多くの教育者や、言語学者がこのような論文を書いたから

こそ、アメリカ手話にたいする言語の重要性が広まったのであり、それ以外に

も数えきれない要因があるだろうが、やはりその過程をみても、主張の国、ア

メリカならではと感じる。 
 言語学をとっていて思うのは、世界をみても、手話研究が進んでいる国は、

アジア内でも日本はトップをいっているのではなかろうか。ただ本格的に論文

を読んでみると、研究者がアメリカ人だったりと、研究論文内容を読んでみて

も、納得出来ないものがいくつかある。 
 
 


