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ひよこ組の みなさんへ 

        校長 坂口 和俊 

 

 

子どもたちは、とてもよく成長しました。保護者の皆様が、きち

んと我が子と向き合い、ていねいにかかわってこられたからだと

思います。 

親子の関係、子ども同士の関係、そして保護者同士の関係

も、とてもいいと思います。様子を見ていて、私は嬉しくなります。 

明るくて楽しく、優しくてあたたかい、前向きな雰囲気が、ひよ

こ組に満ちあふれていました。 

子どもも大人も、人はひとりでは生きていくことができません。

ひよこ組での出会いは、子どもたちや保護者の皆様にとってとても貴重で、おそらくこれから

の人生に、大きな意味をもつことになるでしょう。 

乳幼児期に、このようないいスタートを切ることができたことを、皆様と共に喜びたいと思

います。 

子育ては大変です。今後も順風満帆とはいかないでしょう。でも、壁にぶつかりながらも、

一生懸命考え、仲間同士で支え合い、真摯に課題に向き合っていけば、道は開けていきます。 

「一生懸命」は大切ですが、どこかで「なんとかなるさ」という気持ももっておくことが大切

です。その方が、心が楽になり、結果的にうまくいくことが多いからです。人生「一生懸命」、そ

して「なんとかなるさ」でいきましょう。 

私は、これからもずっと、本校で出会った子どもたちと保護者の皆様を、応援しています。こ

れから、いい人生が展開しますように！ 
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１歳半の振り返り 

       大島 維栞（１歳）の母 

 

娘が生まれてから１年半が経とうとしています。 

産む前には想像もしていなかった出来事ばかりで、今ようやく落ち着いてきたかな…。 

産院の新生児スクリーニングでリファ―となり、再検査でも同じ結果で大学病院へ。飛行

機の轟音程度しか聞こえていませんと言われた時は唖然としました。全く想像もつかない世

界です。聞こえる私はどうやっても聞こえない世界を体験することが出来ません。この娘とコミ

ュニケーションをとれる日が来るのか…先が見えない毎日を唯々やり過ごす日々。毎日難聴

について検索し、大きい音をたてては反応をうかがい、何もやれることがない自分に歯がゆ

い思いをしていました。 

生後５ヶ月頃にようやく確定診断がつき、久留米聴覚特別支援学校を紹介され門を叩く

ことになります。 

難聴児・ろう者の現実を学ぶにつれ、ショックな事も多かったです。ですが娘の為に何が出

来るのか・どう接していけば良いのか、徐々に未来が見えてきたことでようやく正面から向き

合えるようになりました。ひよこ組に通いだして、難聴の子を持つご両親とお話出来る機会も

本当に貴重でした。同じ悩みを持っていたり、全く違う考えがあったり。そのおかげで、充分に

悩み考える機会を持つことができたのだと思います。 

今、娘と過ごす日々はとても楽しいです。 

名前を呼ぶと手を挙げる。「お風呂に入ろう」と声をかけると[お風呂]の手話で返す。手話

で［捨てて］と言うと、ゴミ箱に捨てに行く。食べ終わってお皿が空になったら［おわり］の手

話。おっぱいが欲しい時は［おっぱい］［ちょうだい］の手話。他にも日々どんどん理解し成長

していく姿に驚かされます。 

音声でも手話でも、通じ合えるこ

との喜びを感じています。 

根っからの面倒くさがりで適当な

性格の私が、こんなにも悩み考えて

娘と向き合うことが出来たのは、聞

こえないという個性をもって生まれ

てきてくれたお陰かもしれません。 

出来ることなら１年前の自分に、

そんなに落ち込まなくても大丈夫だ

よと伝えてあげたいです。 
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～維栞へ～ 

毎日たくさんごはんを食べて、たくさん寝て、たくさん笑っているいおりん。おてんばでいた

ずらもよくするけど、周りのみんなを笑顔にしてくれるいい子に育ってくれてありがとう。 

ママも手話のお勉強頑張るので、たくさんおしゃべりしようね。 
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ゆっくりと向き合いながら 

       井上 貴詠（２歳）の母 

 

2月で、娘は 2歳になった。 

この 2年間を振り返ってみると、娘を通して色々な経験をさせて貰えたと感じている。 

 

娘が産まれてから、毎日不安だった。 

なぜならば、私が勝手に思い描いていた子育てとは、違っていたからである。 

耳が聞こえない事がどう言う事なのか、娘をどう育てていけば良いのか？ 

 

そんな中、ひよこ組との出会いが、私達親子の暮らしをガラリと変えてくれた。 

何か不安な事があれば、親身に相談にのって下さる先生、先輩保護者の方々。 

生活の中での工夫や配慮について教えて下さり、とても参考になった。 

また、ひよこ組では、子供の成長を一緒に見守ってくれ、出来た事を共に喜んでくれる。 

こんな幸せな事はないと日々感じている。 

 

最近では、自己流ではあるが、娘なりのちょっとした手話で話してくれるようになり、お互い

意思疎通が出来る喜びを感じられる事が少しずつ増えてきた。 

 

乳幼児期の大切な時間を無駄にせず、今後、言葉や心が成長出来るように、焦らず娘と

向き合い努力したいと思う。 
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ひよこ組に入って 

       白石 暖（２歳）の母 

 

昨年 2月に大阪市から鳥栖市に引っ越しました。コロナ禍のため連絡するのを渋っていた

時、大阪で通っていた「こめっこ」の方を通して連絡を取っていた井料先生から勧めていただ

き、7月からひよこ組に通うことになりました。 

ひよこ組に入って驚いたことがいくつもありました。 

まず、みんな手話を見慣れて出来ていて驚きました。入った時は指文字も知らず、自分の

名前も出来なかったのでレベルの高さを実感して焦りました。 

ほかに、子どもの学年関係なく仲が良かったことも驚いたことの一つです。講演会などで

他の学年の子のお母さん方が集まった時、楽しそうに会話していました。LINE グループがあ

るのも驚きでした。活動中、写真や動画を撮影してプリントしてもらったり送りあったりすること

も驚きました。 

また、学校で講演会などたくさん勉強する機会を与えられていることも驚きました。 

このように挙げるときりがない程、最初は驚きの連続でした。親子共々慣れるか不安でし

たが、慣れるためになるべくひよこ組の活動に毎回通い、講演会も行き、学校に行く回数を

多くしました。通い始めて半年経った今では、顔馴染みのお母さんも増え、楽しく学校に通え

るようになりました。人見知りが激しかった娘も成長と共に慣れてきて活動にも積極的に参

加できるようになってきました。講演会にも出席したおかげで、難聴に対する考え方も変わり

真剣に向き合えるようになってきました。 

ひよこ組に入った時は全く出来なかった手話も、娘にとってどれほど大事なのかを教えて

いただいたおかげで、気づけば娘とのコミュニケーションのほとんどが手話になっています。

本当に必要なのかと半信半疑で私が出来る数少ない手話を繰り返し見せていたら、いつの

間にか表現し始めていました。私が咳をしたとき、「大丈夫？」と手話で表した時は、娘の優し

い心にも気付くことが出来ました。 

また、毎日私が決めた靴を履かせていたのですが、持っている靴の写真カードを作り、選

ばせると寒い日にサンダルを選んで履くこともありましたが、毎日違う靴を選んでいて娘のお

しゃれ心に気付くことも出来ました。視覚を重視することで、私は娘とやりとりができているん

だなと実感しています。 

難聴とわかった時は心配しましたが、ほとんど病気もせず元気に育っている姿を見ると安

心して日々過ごすことができています。そして娘の難聴のおかげでたくさんの人に出会うこと

が出来、支えていただいていると思うと難聴で生まれたことに感謝してしまうほど充実した子

育てができていると感じています。 
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残り一年はもう少し頑張って悔いの残らないよう母親として出来ることをやっていけたらと

思っています。 

 

2 さいになったはるへ 

げんきに おおきくなってくれて ありがとう。 

つたえたいことが ふえてきたね。 

はると おはなしできるときを 

たのしみにしているよ。 
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ひよこ組文集 

       谷 芽郁（２歳）の母 

 

私の娘は、生まれてすぐに耳の形に奇形があるのがわかりました。その後難聴があると言

われ生まれてきて 2 日間はなぜこの子なのか、後悔や申し訳ない気持ちで、人生で一番泣

きました。 

何もわからない、この先どうしたらいいのか悩みに悩みました。 

毎日初めての育児に戸惑いながらも、とりあえず音を聞かせたい！と大きな声で話しかけ

てみたり歌を聞かせたりしました。やはり反応はいまいちで、私には聞こえない感覚が分から

ず、娘は何か表現したいけどわかってくれないと困った表情をすることがありました。 

その時に、病院や検診で教えて頂いた久留米聴覚支援学校に行ってみようと思い見学、

相談に行きました。 

生後 10 ヶ月からひよこ組に通うことになり、難聴の子供さん達、同じ境遇のママさんと話

してとても気持ちが軽くなったのを思い出します。 

わからないことも、優しく先生やママ達に教えてもらい、すぐ環境になれることができました。

手話も初めてで、最初は難しくどういう風にコミュニケーションをとれば良いのかわからず、

試行錯誤しながら手話を少しずつ、声も一緒に出して娘と話をしました。使い始めて間もなく、

手を頬にあて、美味しいとご飯を食べて手話で私に伝える姿があり、初めて手話が使えたね

と感動と同時に手話があって良かったと思いました。 

耳が聞こえない分、とても観察力が優れているようで目でじーっと何かを感じとりながら今

も娘のペースでゆっくりと成長してくれています。 

仕事をしながら、ひよこ組に通うことは大変でしたが、積極的に通ったことで、今では少し

ずつ言葉や手話も増えコミュニケーションが可能になりました。 

支援学校に通っていなかったら不安な毎日を過ごしていたかもしれません。保護者教室や

手話教室でも難聴の理解ができ、子供もですが親も楽しく過ごすことができました。 

あと一年、ひよこ組に通いますが手

話がもっと上手になりたいです。家族や

周りの人達も、もっと難聴への理解を深

めてもらい、娘にあった環境を作ってあ

げたいと思います。ひよこ組で様々な学

びや体験を通して、毎日の暮らしが豊

かになってくれることを願っています。 
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最後に芽郁へ。 

生まれてきてすぐは、不安ばかりで思うように接することができなくてごめんね。 

あなたが私達の家族になってくれて嬉しいです。耳が聞こえない分、大変なこともあると思

うけど、一緒に乗り越えて普通な幸せを過ごしていけたらいいと思います。 

未熟なママですが、共に頑張っていこうね。 
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軌跡 

       古庄 芙和（２歳）の母 

 

平成 30 年(2018)7 月、予定日より 10 日遅く芙和は産まれてきました。出産 2 日後に

新生児スクリーニングを希望していたので、とりあえずという気持ちで検査を受けました。2

日後には検査結果が出て、先生から「正確な結果ではないけれど、聞こえていないようなの

で、精密検査を受けてみてください。」と話があり久留米大学病院に紹介状を書いて頂きま

した。この時は、精密検査を受けたら違う結果が出るかもしれないと半信半疑でした。しかし、

それから数か月後、大学病院で精密検査を受け高度難聴が分かり、これからの子育て、子

供の将来を考えると大きな不安を抱きました。それから定期的に通院することになり、久留米

聴覚特別支援学校のひよこ組を紹介して頂きました。ずっと不安な気持ちは消えないままで

したが、子供の姿をみて「こんな気持ちじゃいけない。何か行動しないといけない。」と思い、

ひよこ組へ相談に行きました。 

初日、ひよこ組の早川先生と小宮先生はとても明るい方で、聾について丁寧に説明して頂

いたのを覚えています。そして、生後 9 か月目からひよこ組に通うことになりました。ひよこ組

では同じ境遇の保護者や先生と話すことができます。家庭ではどのように子供と接している

のか、幼少期にはどのような子育てが重要なのか、ひよこ組に通い保護者や先生と話すなか

で自分の中の不安が一つずつ消えていきました。そして、聾学校を卒業し社会人として活躍

されている方の話を聞く機会もあり、子供の将来に対する不安も少しずつ和らいできました。

それと同時に、芙和は同年代の子供と接する機会が増え、自分のやりたいことを表現できる

ようになってきました。 

人は自分の知らない世界に飛び込むことに不安になるのは当然のことだと思います。子供

の高度難聴を知り、何も知らない聾の世界に不安を

抱いていた以前の私も同じこと。しかし、今は聾の世

界を知る機会があり、同じ境遇を共有できる人たち

が沢山います。知らない世界が見えてきて不安が少

しずつなくなり、その代わり希望が増えてきていま

す。本当にひよこ組の皆さんのおかげだと思います。 

現在、芙和は 2 歳 8 か月になりますが、手話・発

語ともに増えてきています。子供の成長を見守りつ

つ、これからもひよこ組の皆さんと色々関わっていき

たいと思いますので、皆さん今後もよろしくお願いし

ます。 
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医療的ケア児、裕大の奮闘記 

      伊牟田 裕大（３歳）の母 

 

裕大は「チャージ症候群」という遺伝子疾患を持って生まれました。「チャージ症候群」と

は難聴や心臓病、目の疾患、呼吸器系の疾患や成長発達遅延など沢山の病気を発症する

特徴のある遺伝子疾患です。 

産まれてすぐ心臓病の手術を 2 回して、自発呼吸が出来ないために気管切開をして、そ

れでも呼吸が苦しいので呼吸器に繋がれたまま退院しました。お家に帰ってからも体調が悪

くなる度に救急車を呼んで入院しての繰り返しで、昼夜気が休まる時はありませんでした。 

体調が落ち着いてきた頃に難聴で、しかも気管切開をしていて声が出せない我が子とど

うやってコミュニケーションをとればいいのかと悩み、医大でお友達になったママ友に相談し

たところ、久留米聴覚支援学校のひよこ組のことを教えてもらいました。 

最初の頃は呼吸器を付けていたので、先生の家庭訪問から始まり、呼吸器が外れた去年

の６月からひよこ組に通い始めました。 

初めは椅子に座ることも出来ず、キョロキョロ辺りを見回したり、教室の中をウロウロしたり

するだけで、色んなことが出来る周りのお友達に驚くと同時にうちの子は本当に大丈夫なの

かととても不安でした。 

しかし何度か通っていくうちに息子も慣れてきたのか、椅子に座って先生の方を見れるよ

うになったり、お友達と踊ったり、おもちゃが欲しくて頑張ってコミュニケーションを取ろうとし

たり、少しずつではあるけれど色々な成長を見せてくれるようになりました。 

それまでは思い通りにならないと癇癪を起こして泣いていたのが、少しずつですが手話を

通して自分の気持ちを表現でき、それを伝える事が出来るようになってきて癇癪も次第に無

くなりました。 

今では楽しそうに手話で色々話してくれて、覚えたての手話をみんなに披露してくれます。 

小さい頃はどう育っていくのか毎日不安でしたが、今では家族皆を笑顔にしてくれる息子

がたくましく思える今日です。 

そして私自身もひよこ組の皆さんの

お陰で難聴児の母として成長させても

らいました。 

これからも医療的ケア児である裕大

はさまざまな壁に立ち向かわないといけ

ないですが、彼がどんな風に成長してい

くのか今はとても楽しみです。 
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葵くんの話 

       江﨑 葵（３歳）の母 

 

ひよこ組に通い始めて一年半が経ちました。初めて来たのは 1歳 7 ヶ月の時です。 

生まれて３日目の新生児スクリーニング検査で両耳リファーになり 1 週間検診、2 週間検

診、1 ヶ月検診のときにも検査をしたけど、全てリファーだったので、こども病院を紹介しても

らいました。 

定期的に病院で検査をしていましたが、まだ小さいから確定はできない、様子見でいいか

なという状態が続いて 1 歳半の時に数値が安定して、軽度〜中等度の難聴と確定診断をし

てもらったところでこども病院の先生に聴覚特別支援学校の教育相談を紹介してもらいまし

た。様子見が続いている間、自分の周りに難聴に詳しい人は居ないし、お医者さんも詳しく教

えてくれるわけではないので、ネットで情報収集をしました。でも同じ聴力くらいの情報はとて

も少なくて、何か家でできることはないのか、補聴器はつけなくてもいいの？とかモヤモヤした

1年半を過ごしました。 

ひよこ組に通うことになり、聴覚特別支援学校は踏み入れたことのない未知の世界なの

で最初は不安でしたが、いざ通ってみるとすぐに慣れて、補聴器もすぐに着けることが出来ま

した。こんなことなら、ひよこの存在をもう少し早く知りたかったなと思いました。 

葵くんもひよこに行くことをとても楽しみにしていて、お友達と楽しそうに遊んでいるのを見

ると良かったなと思います。 

自宅でやるのは難しい季節ごとのイベントにも参加できてよかったです。 

わたしも同じ境遇のママ達と話が出来て心が軽くなりました。保護者教室などで難聴のこ

とについて色々勉強させてもらえて本当に良かったです。勉強する前は軽度ならさほど普通

と変わらない、大丈夫かなと思っていたけど軽度でも軽度なりの悩みや大変さがあるなとい

う考えに変わりました。 

通い始めた頃はちゃんと喋れるようになるのか心配していましたが、3 歳の今、手話も色々

覚えて使えるようになり、言葉もかなり

増えました。わたしが言う言葉の真似を

してみたり、一日中何かしら喋り続けて

少しうるさいくらいです。 

4 月から幼稚部に通います。幼稚部

に行くか、地元の幼稚園にインテグレー

トするか悩みましたが、まず先に言葉の

基礎をつけてもらいたい、自分のことを
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好きになって欲しい、慣れている環境で楽しく通園してほしいなと思い、幼稚部へ行くことに

決めました。 

4月から新しい生活が始まるので、ドキドキ、ワクワクしています。これから先もまだまだ迷う

ことはたくさんあるだろうけど、普通の人には体験できない聴覚特別支援学校、体験できてラ

ッキーと思いながら葵くんと一緒に家族で楽しんで乗り切っていけたらいいなと思います。 
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3年間を振り返って 

       下見 紡（３歳）の母 

 

2018年１月 

出産予定日が元旦だった紡は３日遅れて 1 月 3 日に産まれた。妊娠中も特にトラブルな

く 3500超えの少し大きい元気な赤ちゃん。 

入院中に産後すぐの新生児スクリーニングを受けた。スクリーニングは希望制だったが、

長男の時も受けたし「正常だろうけど一応受けておこう」そんな軽い気持ちだった。 

結果は両耳リファー。２度検査を行なってもらったが同じ。看護師さんは「まだ羊水が残っ

てるのかもしれないし、耳の中が湿っていると結果が出にくいから」と言って 1か月検診時に

再検査に。私も疑わなかった。 

紡は本当によく寝る子で、お兄ちゃんが周りで暴れていてもスヤスヤ眠っていた。 

 

1か月検診 

「やはりリファーですが、うちの産婦人科では確実な事はお伝えできないので、大きい病院

に行ってください。」と紹介された。 

それでもあまり実感はなく、看護師さんの言った「間違いということもありますのでまだ深

刻にならないでくださいね。」という言葉をそのまま受け取っていた。今考えると、産後の私の

心身の負担に配慮した言葉だったのだと思う。 

 

生後 2か月 

聖マリア病院で詳しい検査をしてもらった。きっと結果は問題なしだろうと信じて疑わなか

ったし、不安もなかった。 

 

生後 3か月 

聖マリア病院での結果が伝えられて、初めてショックを受けた。頭が真っ白になった。 

夜中に起きてギャアギャア泣いていた時の事を思い出した。あの時、私は甘えてくる長男を

手放せずに、ギャアギャア泣く紡を声だけでなだめていた。オムツもミルクも済んでたから後

は泣き疲れて寝てくれるだろうと思っていた。電気も薄暗くてほとんど見えない、何も聞こえな

い状況で不安でたまらなかっただろうなと、申し訳なく思った。 

聞こえないってどういう事だろう、と耳を塞いでみた。涙が出た。この頃は紡のこの先の事

を考えたりして、先が見えなくて心が沈むことが多かった。 
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生後７か月 

検査には麻酔が必要だが、小さい

体には負担が大きいとの事で、生後

半年を待って聖マリア病院で MRI と

CTの検査。 

そして久留米大学病院に紹介状を

書いてもらった。 

久留米大学病院でひよこ組を教え

ていただき、初めて乳幼児相談に来

たのは紡が８か月の時だった。 

 

そんな感じで始まった難聴児の子育て。 

紡も今年の 1月で 3歳になった。 

 

ひよこ組に通うようになって 2年と少し。その中で紡の成長を 1番感じたのが今年 1年だ

ったと思う。 

今年は私がパートを初めて、紡が地元の保育園に通うという新しい挑戦の年だった。なか

なか忙しい毎日だった。週に 1 度はひよこ組に顔を出そうと、仕事の休みを調整してもらった。

都合がつかずあまり通えない月もあった。今年はコロナもあったし‥。 

紡が人工内耳の手術をしたのは 1歳になってすぐの事だった。当初は紡が人工内耳の効

果で自然とお話ができるようになるだろうと考えていて、地元の保育園でも少しはコミュニケ

ーションが取れるようになってくると思っていた。その状況次第で 1 年後の進路を考えようと

も思っていた。ある程度聞こえて喋れるようになれば、地元の保育園にそのまま通わせようと

も考えていた。 

 

しかし私の考えは甘く、紡は人工内耳の手術をして丸 2年経った今も言葉は喋らない。 

今年は人工内耳 2 つ目の手術も予定していたが、今のところ効果に期待が持てない事、

紡の意思を確認した上で決めたいという想い、専門家の先生の講演や先輩ママ達のお話を

聞いて、少し立ち止まることにした。 

 

今年 1番の大きな出来事は紡が手話をするようになった事。 

紡が初めて手話をしたのは 2歳 6か月。それまでは、私がする簡単な手話の意味を理解

しているだけで、紡から手話で話してくれる事はなかった。 
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ひよこ組で水遊びを楽しんで帰ったその日。紡と一緒に写真を見ながら、その日の振り返

りをお話ししていると、紡の手が動いた。 

写真を指差して「好き」の手話。これが紡から出た初めての手話だった。本当に嬉しくてた

まらなかった。 

次の日には「行く」の手話、1 週間後には「食べる」の手話、１つ出だすと次々と出てくる手

話。「早川先生が言ってたコップの水があふれ出すってこういう事なんだ！」と実感。 

 

紡が手話を使い出すと、それまで手話を覚えようともしなかった祖母も手話で「ありがとう」

をするようになった。「この手話は何？」と聞いて覚えようとするようになった。 

紡が周りを動かした。 

 

少しずつだけど手話でのやり取りができるようになってきた。気がつけば手話で 2 語文が

出るようになっている。「牛乳飲みたい」「お風呂入る」などいつも使う簡単な内容の手話だ

けど。 

正確な手話じゃなくても、手の動きで紡の要望を伝えてくれるようになっている。 

その分、伝えたい事が伝わらないもどかしさも多い。イライラする事も多い。私の勉強が足

りないと感じる。心の余裕も足りない。それでも必死に自分の気持ちを伝えようとしてくれる

紡に応えてあげたい。 

 

４月からは毎日幼稚部に通う。紡には手話が必要で、それは学校の生活の中で毎日自然

と見て身につける方がいいと思った。 

情けないけど、私が家で使う程度の手話じゃ紡に沢山の言葉を覚えさせるのは無理だと

思う。地元の保育園でも手話や絵カードを使ってくれたり工夫をしてくれたが、それでも充分

ではない。このままでは言葉を知らない子になってしまうと思う。それは1番避けたい。自分の

想いを言葉にする手段がないなんて、そんな不自由な人生は誰も望んでいない。 

それにこの学校には聞こえない仲間がいる。紡が特別ではなくみんなと一緒だと思える環

境がある。地元の保育園で、何をやったらいいのかわからず立ち尽くす紡を見た事がある。

お友達から声をかけてもらっても内容を理解できず、ただ周りを見ていた。孤独だったと思う。 

紡がおしゃべりをできないのは仕方ない。産まれつき耳が悪いのだから。でも紡には手話

がある。きっと文字も書けるようになる。コミュニケーションを取る手段はある。だから自分は

人とは違うのだと孤独を感じないでほしい。思春期になれば色々と考え悩むのかもしれない。

それも仕方のない事だと思うし成長に伴って大事な事だと思う。でも今は子供らしく、楽しい

事を素直に楽しんで、お友達とたくさん遊んで、親にたくさん甘えて、元気に育って欲しい。そ
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して大きくなっても、自分を堂々と好きでいられる自分になって欲しいと思う。 

私は紡を可哀想だとは思わない。普通と違う人生は貴重だと思う。私は紡のおかげで色々

な人に出会い、貴重な経験をさせてもらえていると思う。紡にも自分だからこその特別な充実

した人生を送って欲しいと思う。 

 

私が今こういう前向きな気持ちになれたのはひよこ組での体験があったからです。色々な

方のお話を聞き、色々な方の人生を知り、先生と保護者の方と一緒にひよこ組での時間を過

ごすことができたからです。 

私と紡に関わってくれるみなさんに感謝しています。そしてこれからも子供達の成長をみん

なで見守っていけたらと思っています。 
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ひよこ組との出会い 

       寺崎 里菜（３歳）の母 

 

里菜と 2 人でひよこ組に通い始めて

からもうすぐ２年が経とうとしています。 

初めてひよこ組を訪れた頃は聴覚障

害について何も知らなくて「聞こえない」

ことを受け入れられず聞こえるようになる

なら、話せるようになるならと思い悩み人

工内耳の手術をしようと決めていました。 

手術を 1 週間後に控えていた時に木

島先生の講演会がある事を教えて頂き

参加した私は衝撃を受けました。人工内耳の手術をしても聞こえ方には個人差があり上手く

聴覚活用できる場合でも場所や周りの環境で聞こえ方に違いがあり全てが聞き取れる訳で

はなく手話や筆談など視覚からの情報が必要だということを知りました。 

当時の私は手術をすれば聴者と同じように生活ができると思っていました。安易な考えで

した。そのまま何も知らずに手術をしていればきっと後悔していたと思います。病院からは早

めに手術をしたほうがいいと言われていましたが一旦手術を取りやめセカンドオピニオンを

受けることにしました。そこでは人工内耳のメリットとデメリットを話してくださり決断するのは

親なので手術をするかしないかはよく考えて決めてください。どちらにせよ子供が成長したと

きにきちんと説明で出来るようにしてください。と言われ納得して帰った記憶があります。すぐ

に決断せずに時間をかけてすべて納得した上で後悔しないように決めることにしました。 

それからひよこ組に通い保護者教室や言葉の森連続講座にも参加し聴覚障害について

勉強していくうちに少しずつ里菜の障害を受け入れられるようになりました。 

ひよこ組で出会ったお母さん達から教えてもらう事も沢山ありました。同じ障害を持つ子

供の親として思いを共有したり、好き嫌いやイヤイヤ期が大変な事などたわいもない話をし

たり私にとって安心できる場所でした。 

手話も先生から教えて頂きながら覚えていくうちにもっと上達したいと思い久留米手話サ

ークルに入会し里菜と一緒に通いました。そこには成人聾者も数名参加されていてみなさん

優しく手話で話しかけてくれました。 

里菜から表出があるまで時間はかかりましたが、里菜が初めて手話で伝えてくれた時は

驚きと同時に嬉しさが込み上げてきました。今では自分のやりたい事を手話で伝えてくれる

ようになり、私の手話や表情を見て察してくれるようになりました。視線も合わずコミュニケー
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ションも取れていなかった 2年前に比べ随分と成長してくれました。 

まだまだ課題はありますが里菜が私の目を見て手話を見てくれる事が毎日のやりとりの

中でとても嬉しいです。 

里菜が結びつけてくれた沢山の出会いに感謝しこれからも一歩ずつ前に進んで行きたい

と思います。 

最後に早川先生と小宮先生に感謝申し上げます。 

早川先生は聞こえのことばかりにとらわれるのではなく読み書きの力、考える力、学力が

つくようにしていかなくてはいけない事をまず最初に話してくださいました。その言葉で私は

考えを改めました。いつも子供達の為に全力を尽くしてくださりありがとうございました。 

小宮先生はいつも優しく里菜の性格やわんぱくぶりも理解してくださりありがとうございま

した。ひよこ組の教室で里菜が小宮先生の手を引っ張っている姿がすぐに目に浮かびます。 

2年間本当にありがとうございました。 
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陸斗がひよこを利用してから思うこと 

       寺崎 陸斗（３歳）の母 

 

陸斗が生まれた病院の退院の日。任意の新生児スクリーニングテストの結果、左耳のみリ

ファーでした。 

大学病院からの診断で難聴が確定するまでの半年間、今後どうなるかわからず、不安だ

けが残り、思い返せば一番辛い時期でした。 

その後、2018 年 7 月 10 日、生後 6 か月の陸斗は、久留米大学病院で両耳難聴が確

定。"難聴"という言葉をネットで検索し色々な情報を探す中で、聴覚支援学校の存在を知り、

勢いでその週のうちに行きました。 

初めて入ったひよこの部屋は、夏休み期間ということもあり、人がおらず、不安な気持ちと

あいまって、少し寂しげな印象でした。でも、当時担当して頂いた先生方が、不安な気持ちに

寄り添って話を聞いてくれて、まだ周囲に陸斗が難聴であると伝えられておらず不安な時期

な私にとって、居場所を見つけたと思い、ホッとしたのを覚えています。もし、この出会いが無

ければ、不安を解消できず、陸斗との楽しい日々が失われていたかもしれません。 

ひよこがスタートしてからは、初めての連続で、今でも濃く覚えています。人工内耳、補聴

器、手話、初めて聞く言葉から、聞いたことはあるけどどこかで自分とは無縁と思っていた言

葉たち。新しい世界を知れば知るほど、知らないことが多すぎて、不安は募るばかりでしたが、

先輩ママたちはどんな質問にも親身になって答えてくれて、時にはプライベートでもたくさん

の相談に乗ってくれました。 

その後、言葉の森の手話教室や、福岡市難聴時の保護者会"そらいろ"、デフファミリーと

の行事や、三潴の手話サークルなど様々な出会いがありました。これらのたくさんの出会い

の中で、徐々に陸斗の"難聴"という事実を受け入れることができ、家族みんなでこれまで成

長してきました。これらはすべて支援学校での出会いをきっかけに広がったもので、この環境

があったからこそ今の私たちがいます。 

そんな私たちですが、3 歳時に保育

園の併用を始めました。当然ながら、

仕事をするためなど大人の事情もあり

ますが、次年度、幼稚部に行かせるべ

きなのか、保育園に行かせるべきなの

かを見極めるという目的もありました。

この 1年間の間に早川先生に保育園

での様子を見てもらったり、何度も何
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度も面談もさせて頂き、最終的には幼稚部に行くことに決めました。保育園では、集団生活

ならではの学びも多くあり、この 1 年の成長は目覚ましいものがありました。それと同時に、

保育園の先生や様子を見て頂いた早川先生からのお話では、保育園ではわりと自分から行

くタイプではなく遠くから様子を伺っていること、また成長に伴い、工作なども難易度が上が

っていくなかで、耳で聞いたまま実践することができず、12 人いる園児の中でいつも昼寝は

一番に寝付いていたようです。たまにでる陸斗の「ひよこにいく」という言葉の裏には、そんな

陸斗の苦労が表れていたのかもしれません。この先、幼稚部を選んだことが正解なんて誰も

わからないことですが、支援学校の先生たちがついていてくれるなら安心ですし、私たちの

頑張りで正解にしていきたいと思います。 

とりとめのない話にはなりましたが、支援学校の存在、親身な先生方の存在、頼りになる

先輩ママたちの存在、そして元気なお友達の存在があって今の私たちがいます。これまで本

当にありがとうございました。 

これからもたくさんお世話になりますが、合わせて次は、私がひよこに来る方々の頼りにな

るママとして、みんなで助け合っていきたいです。 
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ひなたの成長 

       長島 一陽（３歳）の母 

 

ひなたは私達の第 3 子として産まれま

した。 

産まれてすぐの新生児聴覚スクリーニ

ング検査で反応があまりなく、福岡市こど

も病院で詳しく検査をしました。 

結果はやはり難聴。『先天性両感音性

難聴』でした。 

両耳 70 ㏈の中等度難聴だと分かり、

どうして我が子が、、、これからどうすればいいのか、、、ショックと不安と、申し訳なさと気持ち

ばかりが焦っていました。 

そして、こども病院の耳鼻科の先生から『あいあいセンター』を紹介してもらいました。 

ひなたが 6か月の時から 3歳まで約 2年半、あいあいセンターでお世話になりました。 

あいあいセンターでは、定期的に聴力検査を行い、補聴器の調整をしたり、月に 2 回１時

間程度、言語聴覚士の先生と個別療育を受けました。個別療育では絵本や玩具などを使い

ながら遊びの中で言葉やコミュニケーション力を学びました。1 年間を前期と後期の目標を

決めて、家でも取り組みました。 

そしてあいあいセンターと併用して、5か月ぐらいから保育園にも通いました。 

途中、転園もしましたが、難聴の事、補聴器の事など先生方や保護者の方に説明をし、理

解して頂き、ひなたも楽しく保育園生活を過ごせたと思います。 

1歳を過ぎた頃から簡単な言葉(マンマー、バーバー)が出るようになりました。 

また、毎日繰り返す事柄『ご飯、お風呂』など身振りを見て理解できるようになりました。 

2歳になると言葉も増え(15語ぐらい)、意識して声を出したり、言葉の模倣をしたりするよ

うになりました。 

そして2歳半頃、今後の事で療育の先生から「聴覚特別支援学校に見学に行かれてみま

せんか？」と提案して頂き、久留米聴覚特別支援学校に見学に行きました。 

言葉は少しずつ出ていたけど、まだ言葉のやり取りが出来ていなかった事や就学前の 3

年間が大事だと思い、家族と相談しひよこ組に参加する事に決めました。 

参加したのは 8 月下旬からで、初めての 2 歳児グループの時はおやつにフルーツポンチ

を作る活動でした。ひなたも切ったり混ぜたり私と一緒にしました。照れながらも楽しそうにし

ているひなたの姿を見て、私も嬉しくなりました。 



22 

 

活動後、早川先生やママ達とのお話をしていく中で、ママ達がみんな手話を使っていて凄

いと思ったのと焦りを感じたのを覚えています。 

ひなたは補聴器を装用しているし、少しは聞こえるから、今まで『手話』は全く頭にありま

せんでした。 

でも、ひよこ組での活動をしていく中で、コミュニケーションをとるのに手話が大事だと分

かり、私も少しずつ勉強するようになりました。 

まずは毎日の生活の中で、行動する前に言葉と一緒に手話で伝えてみました。 

ひなたも私の言った言葉や手の動きを真似し初めました。 

初めて覚えた手話は『パパ』です。 

パパが毎日一生懸命ひなたに教えていました(笑) 

ひよこ組に通って 1 か月経った頃、朝私が『おはよう』と声をかけると、ひなたも『おはよう』

と手話を交えて言ってくれました。 

言葉の意味と手話が分かっている事に感動しました。まだよく聞き取れない部分もあるけ

ど、声がよく出るようになりました。 

自分の思っている事を一生懸命伝えようとしています。 

健聴児に比べて言葉の習得に時間はかかりますが、1 つ 1 つ言葉が出るたびに特別な

感動があります。 

半年間ひよこ組で過ごして、私が学んだ事は、必ず目を合わせて身振りや手話もセットで

沢山話しかけてあげる事、出来たらしっかり褒めてあげる事です。 

短い間でしたが、ひよこ組に通って良かったと思います。先生方やママ達と交流も出来き

て、いつでも相談できる環境があったので凄く心強かったです。 

4月からは幼稚部に入ります。 

いろんな不安はありますが、楽しみでもあります。家族みんなでひなたの成長を感じ、そし

て楽しく過ごして行きたいと思います。 

 

～ひなたへ～ 

4月から聾学校の幼稚部に行く、ひなた。 

パパ、あまり学校には行けないと思うけど、 

日々のひなたの成長を見られるのを楽しみにしています。パパも少しずつ手話を覚えて成

長したいと思います。  

                   パパより 
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 おわりに  

 

乳幼児教育相談ひよこ組には、新生児聴覚スクリーニング検査でリファーを告げられ相談

に来られた赤ちゃんから、３歳になったお子さんまで、さまざまなお子さんと保護者の皆様が

通ってくださいました。この文集は、保護者の皆様がこれまでの子育てや本校乳幼児教育相

談で過ごした日々を振り返って、ありのままを綴ってくださって作り上げることができました。お

子さんの聞こえない・聞こえにくいことに戸惑い、悩みながらも、通じ合うためにと手話習得の

努力をされ、学び合い、保護者同士で支え合いながら子育てに邁進される保護者の皆様の

姿に、お子さんへの深い愛情を感じました。保護者の皆様の愛情と努力がそのままお子さん

の成長となり、この修了の日を迎えたように思います。この子育ての記から、それぞれのご家

族が歩まれてきた日々や、お子さんたち一人一人のかけがえのなさを感じます。 

乳幼児期という一生の土台作りの大切な時期に出会うことができ、お子さんの成長を喜

び合って一緒に歩めたことが私たち担当者の大きな喜びでした。ひよこ組の活動にいつも温

かいご協力をいただき、本当にありがとうございました。幼稚部に進級するお子さんは、身体

も心も伸び盛りの幼児期を大切に、丁寧に過ごしてください。新しいステージに踏み出す皆

様を心から応援しています。 

 

      令和２年度 久留米聴覚特別支援学校 乳幼児教育相談ひよこ組 担当 

                                                    早川 恵  小宮 幸三 

 


