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そうかチャートでは、一定期間実施してみて効果を検証し、
アセスメントを見直していくことを推奨しています。
常に子ども達の姿に戻りながら、「この方法はこの子にとって有効か」
を考えて柔軟に手立てを検討していくことで、きっとその子にとっての
「学びやすさ」が見えてくると思います。

教師がいいと思う一つの方法(教え方)にこだわらず、
このチャートでいろいろな手立てを試してみてください。
そしてどうか子どもにとって「わかる方法」や「学びやすい
方法」を見つけてあげてくださいね。

 目の前の生徒さんの読み、書きの課題どこから手をつけて行こうかと
迷われたときには、まず読みからスタートしましょう。読めることで、
書きの想起もしやすくなります。

はじめに

 

 

 

 

読み書きの困難は、児童・生徒それぞれの特性であって、理解や能力とは異なります。この事を担
当される児童・生徒に正しく自己理解をさせて下さい。個別指導を進める前に、学ぶ意欲を損なわ
ないように意識を高める事から開始していただければと思います。
また、指導を進める上で、支援があることでやりとげることができる事を重視して、分量や課題の
調整をして進めて下さい。
また、児童・生徒の困難さの自己申告は素直に表出されない場合があります。スモールステップでの
できる体験から導入を行うことに特に留意してください。
「そうか！」チャートは、井上賞子先生(松江市立意東小学校)、杉本陽子先生(飯塚市立飯塚小学校)、
佐藤里美協力研究員(東京大学先端科学技術研究センター)と共同開発されました。

ご使用にあたって︓P3（必ずお読みください）
各ページには「しおり」からもジャンプできます
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「そうか！」チャート

子どもの困難からチャートに沿って進むと、具体的な手だてを提案しています。
「ご使用にあたって」とチュートリアルをご確認いただいたあと、
下記の困難から進んでください。

チュートリアル︓P6

P9 p11 P13

各ページには「しおり」からもジャンプできます
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目的
「そうか！」チャートは読み、書きに課題がある児童・生徒の学びと支援にICT を活用すること
が有効である場合のアプローチ法と指導の評価を示しています。

 対象 ① 指導者
「そうか！」チャートは読み書きに課題のある児童・生徒を指導される教員の利用を前提として
います。

対象 ② 児童・生徒
「そうか！」チャートを利用して指導を受ける児童・生徒は小学 3年生～中学1年生を想定して
います。
(利用の前提として拗長音・促音等特殊音節が既習であること (2年生以上）としています）
また、利用対象の児童・生徒には知的に遅れがないこと、視力・聴力に課題がないことを前提と
しています。 

読み、書きについての解釈

「そうか！」チャートでは書きは「伝わる」という役割を果たすものとして捉え、書き順や、終
筆 (とめ・はね・はらい)を重視していません。
読みは文字を追って意味が取れることとして捉え、音読を重視しませんが、読みの状況を捉える
ために音読を使用する場合があります。

改善の評価

「そうか！」チャートから指導を導き、2か月もしくは 4単元程度の取組の後、困難の状況につ
いて再度アセスメントをしていく必要があります。
効果が見られた場合、指導を継続する必要があるケースや、見通しが出来たことで支援を減らし
ていけるケースがあります。
効果が見られないときは、アセスメントをみなおして指導を変えていく必要があります。

「そうか！」チャート活用の仕方
児童・生徒の指導支援に迷ったときに、悩んでいるとき、チャートに沿って進むと具体的な手立
てが提案されています。提案している教材やアプリが、より具体的に理解できるよう、動画を参
照いただけるものもあります。
以下のチャートの使い方と、チュートリアル(P6)として活用いただける事例Eをご参照くださ
い。
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① 何からはじめる？
どれか一つだけが苦手な子どもは「ここからスタートしよう」がはっきりしていますが、子ども
によっては、いろいろな苦手が重なっている場合もあると思います。 
そのような時には、優先順位を決めて、今一番その子どもにとって必要な支援から始めましょう。

②「チャートに沿って支援を考えよう」
子どもの困難からチャートに沿って進むと、具体的な手だてを提案しています。

指導前の姿 / 改善の目安
今どんな姿か？と支援によってどこまでをねらうのかが書いてあります。
この改善の目安が、指導を継続するのか終了するのかの目安となります。 

環境を調整する
苦手さに焦点を当てた具体的な支援に入る前に、その姿は「環境によって見せている姿かもしれ
ない」という視点を持ってもらうための提案をしています。

改善のゴール
改善のゴールは、「改善の目安」が達成されたかどうかになります。
例えば「読み返せる文字が増えてきたが全てではない」場合は継続となり、終了ではありません。

支援の工夫

支援の工夫を段階的に進めていただくよう提案をしています。
支援はアナログ、デジタルのどちらでも取組やすい方から開始いただければ結構です。 

補う (代替手段 / 補助)

支援の工夫①および②で改善がみられなかった場合に補助や代替手段を検討いただく提案をし
ています。



チャートの活用方法がより具体的にイメージできるよう、事例としてご紹介しています。

書くのにとても時間がかかるAさんのケース　P15

書きの困難が大きく、自分の書いたものが読み返せないBさんのケース　P19　

漢字が正しく書けなかったCさんのケース　P22 

書きたいことはあるのに、文章にまとめることが出来なかったDさんのケース　P25

何を書いたらいいのかわからず取り組めなかったEさんのケース　P28

すらすらと読めなかったFさんのケース 言葉を塊で読めない編　P31

すらすらと読めなかったGさんのケース 熟語が読めない編　P35

すらすらと読めなかったHさんのケース どこを読んでいるのかわからなくなる編　　P38 
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事例

コラム

支援のワンポイント、大事にしたいことなどをコラムとしてご紹介しています。

コラム①「視写のポイント」P41

コラム②「聴写って大事」P43

コラム③「読みの状態が書きに影響しているケース」　P45

コラム④「書く「時間」の調節という視点」　P46

コラム⑤「「許容範囲」を考える」　P48

コラム⑥「筆順を考える」　P50

コラム⑦「アプリのマッチングを考える」　P52

各ページには「しおり」からもジャンプできます
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事前の状況を確認

■書きたいことが浮かばず、1人では作文に取り組めない。■質問には短く答えることができ、「それを書い
てごらん」というと書ける。■書いた内容を「もう少し詳しくしよう」と言っても、どうしていいのかわから
ない。■体験したことでも、「こんなことしたよね」とヒントを出さないと、自分からは思い浮かばないこと
がある。■気持ちを表す表現の幅が狭く、どんな場面でも「楽しかったです」と書く。■視写、聴写はできる。

チャートをスタート！
困難なところはどこかな

?

読むことも書くこともできる子だけど、文章にならない。ということは…チャート項目の「表現する」になるかな。

 

チャート 読み書き困難が「表現」にあるへ

書きたいことが浮かばないので「何を書いたらいいかわからない」へ進もう。

チャート「指導前の姿」へ

刺激を減らすについては、他の学習場面ではあまり困っていないし、個別でやっている時も同じ反応
なので、ここは必要ないかな？

「アナログ」からのアプローチ
作文を書く場面の写真を
時系列で示し、それぞれ
の場面でしたことや感じ
たことをメモしていった。

「デジタル」からのアプローチ
作文を書きたい場面を、
動画や画像で振り
返れるようにした。

チャート「環境を調整する」へ

写真は有効かもしれない。思いだす手がかりがあるといいってことだよね。それを見ながらメモが
作れると、書きやすいかも。

チャート「支援の工夫 ①」へ

■写真は手軽ですぐに用意できるので、ためしやすいですよ。

■動画だと、自分で流れの中から「ココ」が選べる良さが
あります。

■画像と動画は、作文のテーマや量によって使い分けると
いいです。

■自分で画像を残しておけるようになると、もっと選択の
幅が広がったり、後で振り返ることを意識して活動でき
たりしますよ。

■有効な方法が見つかったら、はじめは教師からの提案や準
備だったものを、少しずつ子どもが「自分でできる」手だ
てにつなげていくと、より日常的な学びを支えていきます。
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 チャート「支援の工夫 ②」へ

単語やキーワードだと、思いつくのが容易になります。

並べ替えが簡単にできたり、スタートのキーワードを
入れておけるのも、考えやすくなりますよ。

少しずつ考えはだせるようになってきたけど、そもそも文章の形になれて
いなくて、キーワードが書けているのに文章にならないことがあるぞ。

聞くことで、文章としての不自然さに気づいたり、
他の言い回しの方がいいかなと直したりしやすく
なります。読み返しただけではできなかったことです。

テンプレートだと、安心して取り組めて、完成した形で
見直すことができます。

視写を繰り返していくのは、文章の形に慣れるのにも
有効です。

文章化していくイメージが持てるように、テンプレートに単語を書き
こんで文章を完成させ、それをノートに視写していく活動にも取り組んだ。

キーワードや書き出しをマインドマップで表示させておき、そこに
続けて書きこんでいくことで、文章化できるようにした。

できあがった作文を読み上げさせることで、体験や感じたことを文章に
した時のイメージを持てるようにしていった。

いきなりメモだと、書けない時もあるな。キーワードや単語だとどうだろう

「デジタル」からのアプローチ

「アナログ」からのアプローチ

「デジタル」からのアプローチ
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「アナログ」からのアプローチ

「デジタル」からのアプローチ

チャート「補う」へ

少しずつか書き慣れてはきたが、そもそもの語彙が少ないので、同じような
文章になってしまいがちだな。言葉の選択肢が広がるといいな。

デジタルだと、言葉をカテゴリ分けしていっても、すっきりと
まとめられるので、後から見返しやすいです。文字がテキスト
になることで読みやすいことも利点です。

色々な選択肢を覚えていて使っていくというのは難しくても、
「見ながら選んでいく」ことが取り組みやすい子はたくさんい
ます。

付箋や項目が増えていくことで、それらを参照しながら彼女な
りのバリエーションを持って文章を書けるようになっていきま
した。

接続詞や気持ちを表す言葉を付箋で用意しておき、メモに付け加えたり、メモを取る時にそこから
合う言葉を選んだりした。気持ちを表す言葉の付箋は、カテゴリに分けて
色分けをしておくことで、よりイメージを持ちながら使えるようにした。

作文をまとめながら形容詞や副詞を付け加えていく時にも、いくつかの
選択肢を付箋で示すようにした。使った付箋はボードに残し、次の作文
を書く際に参照できるようにした。

選択肢として示した言葉を、OneNoteで「ことば辞典」としてカテゴリ
に分けて記録しておくことで、次に作文を書くときに参照しやすくした。

選択肢があることで、「こっちかな」「いやまてよ。こっちの
ほうがあってるかな」と、場に応じた言葉を使おうとする意識
が持ちやすくなります。

選択肢の情報は、アナログだと一覧性があってみやすいという
良さがあります。しかし、一方で、選択肢が増えてくるとかえ
ってややこしくなることもあります。



黒板がすらすらとノートに書き写せな
い

[改善の目安] 
授業時間中に書き終えることができる

黒板を正しくノートに書き写せない

[改善の目安] 
児童・生徒自身がノートを読み返す
ことができる

漢字テストで漢字が正しく書けない

[改善の目安] 
漢字テストで 80 点以上を取れる

ノイズ (音) の排除
周辺物の整理等刺激を減らす
筆記具の調整
席の変更

ノイズ (音) の排除
周辺物の整理等刺激を減らす
筆記具調整、マスの大きさ変更
席の変更

ノイズ (音) の排除
周辺物の整理等刺激を減らす
筆記具の調整
席の変更

児童・生徒の指導支援に迷ったとき、悩んでいるときに、本チャートに沿って進むと具体的な手立の提案を確認することができます。 
指導支援の改善にお役立て下さい。

指導前の姿/改善の目安

環境を調整する

手元で拡大して確認させる 手元で拡大して確認させる 構造の分化、構造の色分け、 
始点ガイドをつけわかりやすくする

支援の工夫 ①
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支援の工夫 ②

教師が指定したキーワードで書かせる 辞書アプリを活用させる 
手書き検索を活用させる

辞書アプリを活用させる 
手書き検索を活用させる

キーボードを利用させる
(フリック、50 音、手書き)
音声入力を利用させる
写真を記録として利用させる

キーボードを利用させる
(フリック、50 音、手書き)
音声入力を利用させる

手本をみて選択させる 
予測変換から漢字を選択させる

補う (代替手段/補助)

10

P15 P19 P22

各ページには「しおり」からもジャンプできます



書きたいことはあるのに作文が書けない

[改善の目安] 
指導者と情報を共有するテーマで作文が書ける

作文はなにをどんなふうに書いたらいいのかわからない

[改善の目安] 
指導者と情報を共有するテーマで作文が書ける

ノイズ (音) の排除
周辺物の整理等刺激を減らす
思い浮かぶ言葉を拾い出す

ノイズ (音) の排除周辺物の整理等刺激を減らす
テーマの写真や資料を準備する

児童・生徒の指導支援に迷ったとき、悩んでいるときに、本チャートに沿って進むと具体的な手立の提案を確認することができます。 
指導支援の改善にお役立て下さい。

指導前の姿/改善の目安

環境を調整する

書きたいことを話して要素をまとめさせる テーマの写真や資料を準備してキーワードを抽出し文にさ
せる

支援の工夫 ①
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書いた物の順番を決める テーマの写真や資料を準備してキーワードを整理して順
番を考え、表現方法を工夫しながら、文章化させる

支援の工夫 ②

短い文章で音声入力し文章に構成していく 言葉の選択肢を附箋などで用意して組み合わせて文章を構
成していく 
児童・生徒が写真・動画を撮り、その場でコメントを加え
ておき、それをもとに文を構成していく

補う (代替手段/補助)
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各ページには「しおり」からもジャンプできます

P25 P28



文のかたまり読みができない 漢字や熟語が読めない 読み飛ばしや作り読みがある

ノイズ (音) の排除
周辺物の整理等刺激を減らす
文字の大きさ、フォントの変更
文字色、背景色の変更

ノイズ (音) の排除
周辺物の整理等刺激を減らす
文字の大きさ、フォントの変更
文字色、背景色の変更

ノイズ (音) の排除
周辺物の整理等刺激を減らす
文字の大きさ、フォントの変更
文字色、背景色の変更

児童・生徒の指導支援に迷ったとき、悩んでいるときに、本チャートに沿って進むと具体的な手立の提案を確認することができます。 
指導支援の改善にお役立て下さい。

指導前の姿/改善の目安

教科書がすらすらと読める

[改善の目安] 
既習の物語文が文の区切りを判断してなめらかに音読できる

状態の確認

環境を調整する

ハイライト、分かち読み
意味区切りを加えて読ませる

読みの確認をさせて読ませる 
調べる方法を持たせて読ませる

ハイライト、分かち読み
読んでいる行がわかりやすい工夫を加
えて読ませる

支援の工夫 ①
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範読を聞かせる 
おい読みをさせる

ルビをつける ルビをつける
音の補助をつけて確認させる

支援の工夫 ②

読上げを活用させる 読上げを活用させる 読上げを活用させる

補う (代替手段/補助)
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各ページには「しおり」からもジャンプできます

P31 P35 P38



書いているうちに、どこを写しているかわからなくなる。

時間内に課題を終えたり、板書を写したりすることができない。

支援前の姿

困難の背景の予想

不注意が高く、今どこを書いているのかがわからなくなるのではないか?

黒板に書かれた内容を記憶しておくことが難しいため、何度も見返すので時間がかかるのでは
ないか?

時間配分の見通しが立ちにくく、作業がおくれがちになるのではないか?

いつもおくれがちになり、書き終えられない経験を重ねていく中で、意欲が低下し、取りかか
りが難しくなっているのではないか?

ねらい

確認の方法を持たせることで、どこを書いているのかを捉えやすくする。

書き切れる見通しが持てるよう、書く量を調整していく。

工夫

黒板と手元のノートの字数や行数をそろえておくことで、確認しやすくした。

関連情報：ビデオ 「課題提示に関して」 (『はじめのいっぽ！ 』 93、94 ページ) 
https://www.youtube.com/watch?v=eDQl90HoTls
http://hon.gakken.jp/book/1340363000

行の一番上に番号を打っておき、確認できるようにした。
関連情報：ビデオ 「次の行をおいやすく」 
http://www.youtube.com/watch?v=OPuXv5E9aSI
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http://hon.gakken.jp/book/1340363000
http://www.youtube.com/watch?v=OPuXv5E9aSI
ttp://www.youtube.com/watch?v=OPuXv5E9aSI
http://hon.gakken.jp/book/1340363000
https://www.youtube.com/watch?v=eDQl90HoTls


確認の方法ができたことで、間違いにくくなった。

手元で確認できることで、作業にかかる時間が減った。

量や時間の調整をしたことで、最後までやり切ろうとする姿が出て来た。

可能な量の課題に取り組んで書き慣れていく中で、書くスピードが上がって来
た。

書き取る内容をメモにして渡し、手元のメモを見ながら書けるようにした。

ワーク シートを用意しておき、書く量を減らした。
関連情報：ビデオ 「課題提示に関して」  (『はじめのいっぽ！  』 93、94 ページ)
https://www.youtube.com/watch?v=eDQl90HoTls
http://hon.gakken.jp/book/1340363000

書きとる内容の量を調節することで、やり終える体験を支えた。

書き慣れていく体験を重ねるために、視写に取り組んだ。

短い文章を書き切る体験を重ねるために、聴写に取り組んだ。

時間の目安を個別に声がけした。

支援後の姿

関連情報
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各ページには「しおり」からもジャンプできますコラム ① 「視写のポイント」P41

コラム ② 「聴写って大事」P43

アナログ教材情報
ビデオ 「書きやすいえんぴつ」
　http://www.youtube.com/watch?v=IVmtKqDis3o
　(『国語のじかん  』 59 ページ) 　http://hon.gakken.jp/book/1340492600

「補助具」 (『国語のじかん  』 60 ページ)
「デスク シート」http://www.gomuq.com/desk/index.html
　(『国語のじかん  』 61ページ) 　http://hon.gakken.jp/book/1340492600 

「消しやすい消しゴム」 (『国語のじかん 』 62 ページ)

　 　http://hon.gakken.jp/book/1340492600
「音読に関して」 (『はじめのいっぽ！』 69～71 ページ) 
　ビデオ 「黒定規」 https://www.youtube.com/watch?v=9VkrlIMBMEY
　ビデオ 「次の行をおいやすく」 http://www.youtube.com/watch?v=OPuXv5E9aSI
　ビデオ 「ことばのかたまり」 　http://www.youtube.com/watch?v=8KGkSPzr5kc
　ビデオ 「課題提示に関して」 http://www.youtube.com/watch?v=eDQl90HoTls
　　 (『はじめのいっぽ︕  』 93、94 ページ　http://hon.gakken.jp/book/1340363000

https://www.youtube.com/watch?v=eDQl90HoTls
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手元で確認できることで、作業にかかる時間が減った。

量や時間の調整をしたことで、最後までやり切ろうとする姿が出てきた。

予測変換を活用することで、文章を書くスピードが上がった。

確認の方法を持たせることで、どこを書いているのかを捉えやすくする。

書き切れる見通しが持てるよう、書く量を調整していく。

予測入力を活用することで、文章を書くスピードが上がった。
関連情報：ビデオ 「予測入力機能で、書く負担を減らす」 
https://www.youtube.com/watch?v=Ermc_naXGas&list=PLqXTqAxw8JJKvJq 
kHzE85pFxOjpshaW4x&index=1

コラム ③ 「読みの状態が書きに影響しているケース」P45

デジタル情報キーワード

写真で撮影し拡大して手元にお手本を表示させることで、ノートをとりやすくする。
関連情報：ビデオ 「写真撮影で拡大」 

https://www.youtube.com/watch?v=gDxy7B4EX5k

手元の画像を、書き写した列から動かして非表示にしていくことで、どこまで書いたのかをわ
かりやすくする。
関連情報：ビデオ 「ドラッグして非表示」 

https://www.youtube.com/watch?v=5-y-DHiCqb0

複雑な内容や量が多い時には、カメラで黒板を撮影して、ノートにはりつける。
関連情報：ビデオ 「写真で代替」 

https://www.youtube.com/watch?v=vk3Y7iU3IwY

キーボードや手書き入力を使い、予測入力を活用することで、すらすら書けるようにする。
関連情報：ビデオ 「手書き入力機能で文字を入力する」
https://www.youtube.com/watch?v=0mGQsLs_21c&list=PLqXTqAxw8JJKvJq 
kHzE85pFxOjpshaW4x&index=2

ねらい

工夫

支援後の姿

関連情報
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ビデオ 「写真撮影で拡大」 
https://www.youtube.com/watch?v=gDxy7B4EX5k

ビデオ 「ドラッグして非表示」 
https://www.youtube.com/watch?v=5-y-DHiCqb0

ビデオ 「写真で代替」 
https://www.youtube.com/watch?v=vk3Y7iU3IwY

ビデオ 「手書き入力機能で文字を入力する」
https://www.youtube.com/watch?v=0mGQsLs_21c&list=PLqXTqAxw8JJKvJqkHzE85p 
FxOjpshaW4x&index=2

ビデオ 「予測入力機能で、書く負担を減らす」 
https://www.youtube.com/watch?v=Ermc_naXGas&list=PLqXTqAxw8JJKvJqkHzE85p 
FxOjpshaW4x&index=1
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筆圧がうまくかからず、整った文字が書けない。

消すことを嫌がり、書き終えたものを見返すことが出来ない。

書くことをつよく拒否したり、避けようとする姿が見られる。

支援前の姿

困難の背景の予想

不器用さがあり、筆記具がうまく操作できていないのではないか。

書くことを避けてきた時期が長かったため、書き慣れておらず、文字のバランスが崩れがちな
のではないか。

高学年ということもあり、書く内容も多く、自分の書いたものをでは読み返せないため、より
拒否的になっているのではないか。

ねらい

書きやすさを支える環境調整を行うことで、書くことの負荷を下げていく。

書きやすい状態で書くことを繰り返す中で、書き慣れさせていく。

ワーク シートを中心にノート テイクしていくことで、見返しやすくする。

工夫

日常の筆記具として、書き味が滑らかなボールベーンを使用した。

関連情報：ビデオ 「書きやすいえんぴつ」  
　http://www.youtube.com/watch?v=IVmtKqDis3o
　(『国語のじかん 』 59 ページ)
　https://hon.gakken.jp/book/1340492600
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20

ノートをとること自体への抵抗が少なくなってきた。

確認の手だてを持って書く機会を繰り返し持つことで、書き慣れていく姿が見
られた。

自分の文字が読みにくいと感じる時でも、ワーク シートの枠組みがあるた
め、見返して内容を捉えられるようになった。

https://www.youtube.com/watch?v=xgwwzHdxlmk&list=PLExP7SCGH9VKp6Y
4QgLMJI0X-DMwcXb7b&index=24

どこに何を書けばいいのかがわかりやすいドリルやノートを使うことで、繰り返し書くこと
への見通しを持ちやすくした。

教科書準拠のノートやワーク シートを使うことで、見返した時に内容を捉えやすくした。関
連情報：ビデオ 「教科書準拠のノート」 

支援後の姿

関連情報

ねらい

拡大して手元にお手本を表示させることで、ノートをとりやすくする。

まとめたものを見返す機会の多い、社会や理科のノート テイクについては、キーボード入力を
取り入れて、書いたことを見返していけるようにする。

複雑な内容や量が多い時には、カメラで黒板を撮影して、ノートにはりつける。

https://www.youtube.com/watch?v=gDxy7B4EX5k

お手本を撮影し、手元で大きく表示させることで、確認しやすくした。
関連情報：ビデオ 「写真撮影で拡大」 

工夫

アナログ教材情報
ビデオ 「教科書準拠のノート」
https://www.youtube.com/watch?v=xgwwzHdxlmk&list=PLExP7SCGH9VKp6Y4QgLMJI 
0X-DMwcXb7b&index=24

ビデオ 「書きやすいえんぴつ」  (『国語のじかん  』 59 ページ)
http://www.youtube.com/watch?v=IVmtKqDis3o

「補助具」 (『国語のじかん  』 60 ページ)

「デスク シート」  (『国語のじかん  』 61 ページ) 

「消しやすい消しゴム」 (『国語のじかん  』 62 ページ)

『国語のじかん』http://hon.gakken.jp/book/1340492600
『デスクシート』http://www.gomuq.com/desk/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=xgwwzHdxlmk&list=PLExP7SCGH9VKp6Y 4QgLMJI0X-DMwcXb7b&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=xgwwzHdxlmk&list=PLExP7SCGH9VKp6Y4QgLMJI 0X-DMwcXb7b&index=24
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確認の手だてを持って書く機会を繰り返し持つことで、書き慣れていく姿が見
られた。
手元で確認できると書きやすいという見通しができたことで、他の場面でも意
欲的にカメラを活用するようになった。

OneNoteの活用で、学習した内容をまとめたり見返したりすることが出来るようになった。 

情報が見返しやすくなっただけではなく、まとめていく作業が効率的に行える
ようになったため、理解の状況も好転した。

テンプレートを活用することで、書きやすくなるだけでなく、まとめ方に統一
感が出て、後から見返しやすくなった。

時間いっぱいは、手元の画像を手がかりに書いていき、時間がきたら、残った
ものは画像で補う等、自分なりの書くことと代替えとの組み合わせができるようになった。

OneNote を使って、ノート テイクを行った。
関連情報：ビデオ 「OneNote でノートテイク」 

https://www.youtube.com/watch?v=mC16AukxSQ8
PowerPoint でテンプレートを作っておき、そこに入力していくことで、ノートをまとめてい
く見通しを持たせた。 

関連情報：ビデオ 「PowerPointのノートテンプレートを活用する」 
https://www.youtube.com/watch?v=_tSu-RLaQz4&list=PLqXTqAxw8JJKvJqk 
HzE85pFxOjpshaW4x&index=3

ビデオ 「PowerPointのノートテンプレート作成方法」 
https://www.youtube.com/watch?v=JgYsKIPDxb8&list=PLqXTqAxw8JJKvJqk 
HzE85pFxOjpshaW4x&index=8

ビデオで紹介しているテンプレートをダウンロードしていただけます。 (60.8 KB) 
http://download.microsoft.com/download/F/C/8/FC8EF226-0A18-42B0-96F2-
8505AFFDC54D/rekishi_template.pptx

コラム ④ 「書く「時間」の調節という視点」P46

デジタル情報キーワード
写真撮影でお手本を手元に 
ビデオ  「写真撮影で拡大」https://www.youtube.com/watch?v=gDxy7B4EX5k

ビデオ  「OneNote でノートテイク」https://www.youtube.com/watch?v=mC16AukxSQ8

ビデオ 「PowerPointのノートテンプレートを活用する」 
https://www.youtube.com/watch?v=_tSu-RLaQz4&list=PLqXTqAxw8JJKvJqkHzE85pFx 
OjpshaW4x&index=3
ビデオ「PowerPointのノートテンプレート作成方法」  
https://www.youtube.com/watch?v=JgYsKIPDxb8&list=PLqXTqAxw8JJKvJqkHzE85pFx 
OjpshaW4x&index=8
ビデオで紹介しているテンプレートをダウンロードしていただけます。
http://download.microsoft.com/download/F/C/8/FC8EF226-0A18-42B0-96F2-8505AFF
DC54D/rekishi_template.pptx

 (60.8 KB) 

支援後の姿

関連情報
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漢字の定着が進まず、毎日書いている漢字でも思い出せなかったり間違えたり
する。

漢字を使おうという意欲が低下しており、ひらがなだけで書こうとする。

お手本を見ながら書いても、漢字の構成や線の位置関係を間違えてしまうこと
が多い。

間違いに気づかず、そのまま練習してしまうことも多い。

運筆の方向がわからない。

支援前の姿

困難の背景の予想

見ただけでは、漢字の構成や線の位置関係や方向性を捉えることができにくいのではないか?

漢字を構成に分解することが出来ないので、絵を描くように一字ずつを再生しようとするた
め、定着が進まないのではないか?

ねらい

多感覚を活用した漢字学習の方法をとりいれることで、漢字の構成を捉えなおしていく。

「調べて書く」ことへの負荷を下げることで、わからなかったときの学習方法への見通しを持
たせていく。

「調べて書く」ことを繰り返す中で、定着を進めていく。

工夫

http://hon.gakken.jp/book/1340492600

新出漢字について、一画ずつシールで色分けしながらはっていき、さらにそれを指で触って確
認することで、線の構成を触覚からも意識づけた。
関連情報：「シールで漢字」 (『国語のじかん』 86 ページ)

22
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線のつながりや動きを意識して漢字が書けるようになった。

「調べて書く」ことが定着し、日常の書く活動の中で習慣化していったこと
で、使う頻度の高い漢字から定着が進んだ。

漢字の見直し歌で、確認する所を焦点化する。
関連情報：ビデオ「漢字の見直し歌」  (『漢字のじかん  』 78 ページ)

http://www.youtube.com/watch?v=4C1VxksKJHk

漢字のにんにん体操に取り組むことにより、線の要素について、体感を通しての意識づけを行 
った。
関連情報：「漢字のにんにん体操」 (『漢字のじかん  』 70 ページ)

http://hon.gakken.jp/book/1340604400

にんにん体操の言葉を使ったワーク シートを使うことで、構成要素に分解して書いていきやす
くした。

日記で漢字名人や調べやすい漢字辞典など、情報を絞って調べやすい手立てを準備すること
で、「調べて書く」ことへの負荷を軽減した。
関連情報：ビデオ 「日記で漢字名人」  (『国語のじかん 』 94 ページ)

http://www.youtube.com/watch?v=4C1VxksKJHk

支援後の姿

関連情報

コラム ⑤ 「「許容範囲」を考える」P48

アナログ教材情報
「シールで漢字」 (『国語のじかん  』 86 ページ)

ビデオ
http://www.youtube.com/watch?v=4C1VxksKJHk

http://hon.gakken.jp/book/1340492600

 「漢字の見直し歌」  (『漢字のじかん  』 78 ページ)

「漢字の見直し歌」 (『漢字のじかん  』 70 ページ)

ビデオ
http://www.youtube.com/watch?v=IECt5Ha-BDc

http://hon.gakken.jp/book/1340604400

 「なぞり書き用プリント」 (『漢字のじかん  』 85 ページ)

ビデオ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=OEkFUbnZXWg

 「日記で漢字名人」 『 国語のじかん  』 94 ページ)

『漢字のじかん』http://hon.gakken.jp/book/1340604400
『国語のじかん』http://hon.gakken.jp/book/1340492600
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動画で線の動きが確認できたことで、構成や方向性を間違いにくくなった。

間違いにその場で気づけるため、気が付かないうちに間違いを練習しておぼえ
てしまうという事態を避けられるようになった。

確認の方法が持てたことで、「わからない時は調べて書く」ことが定着して
いった。

工夫

PowerPoint の書き順教材を使って、線の構成や方向性を一画ずつ確認できるようにした。
関連情報：「文字スライドの説明・ダウンロードはこちら」

http://www.microsoft.com/ja-jp/enable/ppt/moji.aspx
ビデオ 「PowerPointの書き順つき文字スライド」

http://www.microsoft.com/ja-jp/enable/ppt/moji.aspx

書き順ロボのアプリを使って、視点と方向性を確認しながら、一画ずつ指なぞりをして捉え
なおしてから、書きこみ式のドリルで練習していくことを繰り返した。

レインボー国語辞典を使うことで、確認することへの負荷を下げた。
関連情報：ビデオ 「レインボー国語辞典」

支援後の姿

関連情報

コラム ⑥ 「筆順を考える」P50

デジタル情報キーワード・アプリ 
ビデオ 「レインボー国語辞典」 　https://www.youtube.com/watch?v=99tyS7xMmzk

ビデオ 「PowerPointの書き順つき文字スライド」 
https://www.youtube.com/watch?
v=cLh169OBCT4&index=9&list=PLqXTqAxw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x
「文字スライドの説明・ダウンロードはこちら」
http://www.microsoft.com/ja-jp/enable/ppt/moji.aspx

書き順ロボ
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日常の会話に問題はなく、語彙も豊富なのに、文章を書こうとすると過度に時間
がかかったり、書けなかったりする。

書きたいことはあるが、文章に書こうとすると途中でわからなくなってしまう。

「・・・しました」「・・・が楽しかったです」といった一文は書けるが、前後
を補ったり、理由や状態を加えたり、時系列で整理したりということができな
い。

視写はできるが、ちょっと感想を書くといった場面になると、取り組めなくなる
ことが多い。

文章を書くことに対して苦手意識が強くなってきていて、最初から取り組もうと
しない。

支援前の姿

困難の背景の予想

考えていることに書く速さがついていけなくて、それをしている間に書きたいことが分からな
くなっているのではないか?

思いつくことはあっても、それを文章としてどう構成していけばいいのかの見通しがつかない
のではないか?

ねらい

確認の方法を持つことで、途中でわからなくなっても思い返せるようにする。

キーワードや短い文章など、現在できることを手がかりに、それを再構成していくことで文
章化への負荷を軽くする。
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一度話して内容をイメージ化していたことと、付箋のキーワードがあるため、途
中で書きたいことが分からなくなっても確認して書いていくことが出来た。

ワーク シートのような形であれば書けるという見通しが出てきたことで、向か
える場面が増えた。

家庭で日記を書く際も、メモを書いて自分で並べ替えて文章にするようになっ
た。

書きたい内容について、最初に話させた。

話した内容に関わるキーワードを付箋で示し、そのキーワードについて一文ずつメモに書きこ
み、付箋の下に並べていった。

キーワードとメモを見ながら、書く順番を話し合い、並べ替えた。

出来上がった構成メモを見ながら、接続詞を補い、文章にまとめていった。

授業の中で考えをまとめて書く場面については、ワーク シートを用意して、キーワードごとに
一問一答で答えてから文章化させていった。

長く書くことをはじめから求めず、短くても「文章としてまとめられる」という体験を重ねて
いった。

確認の方法を持つことで、途中でわからなくなっても思い返せるようにする。

キーワードや短い文章など、現在できることを手がかりに、それを再構成していくことで文章
化への負荷を軽くする。

マインド マップ アプリにテーマとキーワードを入れておき、それについて思いついたことを
メモしていった。それを並べかえたり修正したりして作文の構成を作り、それを見ながら文章
にまとめていった。

関連情報：ビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=__fH2amTPzY&index=4&list=PLqXTq
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

 「文章化するためにマインドマップアプリを活用する 」

https://www.youtube.com/watch?v=2q16iFAHAqg&index=10&list=PLqXTq
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

思いついたことを音声認識機能を使ってテキスト化し、不自然なところを直したり、付け加え
たい内容を書き加えたりして、作文にまとめた。 
関連情報：ビデオ 「音声認識機能を使ってテキスト化する」 

工夫

支援後の姿

ねらい

工夫
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話すことには負荷がない子なので、音声入力や録音という方法は取り組みやす
く、文章化していく助けになった。

読み上げさせることで、助詞の間違いにきづけたり、場面にあった表現の仕方を
考えることができるようになった。

「音声でメモを取る」ことは、本人にとってはわかりやすかったようで、出先で
スマホに感想を録音しておき、帰ってからそれを聞きながら日記を書く姿も見ら
れた。

何度も聞き返すことができることで、書いている途中にわからなくなっても確認
できた。

支援後の姿

関連情報
コラム ⑦ 「アプリのマッチングを考える」 P52

デジタル情報キーワード 
ビデオ 「文章化するためにマインドマップアプリを活用する 」 
https://www.youtube.com/watch?v=__fH2amTPzY&index=4&list=PLqXTqAxw8JJKvJq 
kHzE85pFxOjpshaW4x
MetaMoJi Note

ビデオ 「音声認識機能を使ってテキスト化する」 
https://www.youtube.com/watch?v=2q16iFAHAqg&index=10&list=PLqXTq 
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

ビデオ 「Wordの読み上げソフト「和太鼓」」 
https://www.youtube.com/watch?
v=1Hqn6VvdgXM&index=11&list=PLqXTqAxw8JJKv JqkHzE85pFxOjpshaW4x

MetaMoJi Note でキーワードについて話した内容を録音しておき、それを何度も再生させな
がら文章にしていった。
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書きたいことが浮かばず、1 人では作文に取り組めない。

質問には短く答えることができ、「それを書いてごらん」というと書ける。

書いた内容を「もう少し詳しくしよう」と言っても、どうしていいのかわからな

い。

体験したことでも、「こんなことしたよね」とヒントを出さないと、自分からは
思い浮かばないことがある。

気持ちを表す言葉や表現の幅が狭く、どんな場面でも「楽しかったです」と書
く。

視写、聴写はできる。

支援前の姿

困難の背景の予想

イメージ化に課題が大きく、書きたい場面が思い浮かばないのではないか?

語彙が少なく、どんな言葉で表せばいいのかが分からないのではないか?

見通しを持つことが苦手で、文章の構成が思い浮かばないのではないだろうか?

ねらい

手掛かりを持つことで、書きたい場面についてのイメージ化を助ける。

選択肢やテンプレートを活用していくことで、負荷をおさえながら文章化していく作業に慣れ
させる。

選択肢を少しずつ増やしていきながら、場面に合った語彙を身につけさせていく。
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関連情報：

テンプレートがあれば、文章化していくことはできるようになり、いくつかのテ
ンプレートから自分で場面に合ったものを選ぶこともできるようになった。

写真を手掛かりにすることで、場面の様子を思い出して書けるようになってきて
いる。

工夫

https://www.youtube.com/watch?v=2q16iFAHAqg&index=10&list=PLqXTq
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

作文を書く場面の写真を時系列で示し、それぞれの場面でしたことや感じたことをメモしてい 
った。
関連情報：ビデオ 「ひとこと感想ステップ」(『国語のじかん 』 123 ページ)

接続詞や気持ちを表す言葉を付箋で用意しておき、メモに付け加えたり、メモを取る時にそこ
から合う言葉を選んだりした。気持ちを表す言葉の付箋は、カテゴリに分けて色分けをしてお
くことで、よりイメージを持ちながら使えるようにした。

作文をまとめながら形容詞や副詞を付け加えていく時にも、いくつかの選択肢を付箋で示すよ
うにした。使った付箋はボードに残し、次の作文を書く際に参照できるようにした。

文章化していくイメージが持てるように、テンプレートに単語を書きこんで文章を完成させ、
それをノートに視写していく活動にも取り組んだ。

ビデオ
http://www.youtube.com/watch?v=D4VVCzUGNT8

『国語のじかん』http://hon.gakken.jp/book/1340492600

 「感想文プリント ステップ」 (『国語のじかん』 124 ページ)

支援後の姿

関連情報

アナログ教材情報
ビデオ
http://www.youtube.com/watch?v=MMqoxVJh2B4

 「ひとこと感想ステップ」 (『国語のじかん  』 123 ページ)

ビデオ
http://www.youtube.com/watch?v=D4VVCzUGNT8

 「感想文プリント ステップ」  (『国語のじかん  』 124 ページ)

ねらい

手掛かりを持つことで、書きたい場面についてのイメージ化を助ける。

選択肢やテンプレートを活用していくことで、負荷をおさえながら文章化していく作業に慣れ
させる。

選択肢を少しずつ増やしていきながら、場面に合った語彙を身につけさせていく。

『国語のじかん』http://hon.gakken.jp/book/1340492600
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動画の提示は、場面の状況を思い出しやすい上に、自分で書きたい場面を選べる
良さがあった。

「ことば辞典」に書き加えていくことで、書き言葉のバリエーションが増えてき
た。

自分で撮影したり、その時のコメントを残しておいたりすることで、あとで振り
返って文章にしていきやすかった。

作文のテーマになっている活動について、動画や画像を見ながら、書きたい場面を選んでいった。
キーワードや書き出しをマインドマップで表示させておき、そこに続けて書きこんでいくことで、
文章化できるようにした。
関連情報：ビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=__fH2amTPzY&index=4&list=PLqXTq
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

 「文章化するためにマインドマップアプリを活用する」

選択肢として示した言葉を、OneNote で「ことば辞典」としてカテゴリに分けて記録してお
くことで、次に作文を書くときに参照しやすくした。
関連情報：ビデオ 「OneNote での「ことば辞典」づくり」 

https://www.youtube.com/watch?v=6hsIs8zgp9Q&index=12&list=PLqXTq 
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x
OneNote の特徴や基本機能、活用術をこちらでご紹介しています。 
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/onenote/default.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=WZ7gbON3pxs&index=13&list=PLqXT 
qAxw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

できあがった作文を読み上げさせることで、体験や感じたことを文章にした時のイメージを持
てるようにしていった。
関連情報：ビデオ 「書かれている文章をタブレットに読み上げさせる」 

自分で作文を書きたい場面について動画をとる。その際、場面の状況やそこで感じたこともコ
メントしておくことで、あとで文章にするときに自分の思いが反映しやすいようにしていった。

デジタル情報キーワード・アプリ
動画の撮影と再生

画像の撮影と再生
ビデオ 「文章化するためにマインドマップアプリを活用する」 
https://www.youtube.com/watch?v=__fH2amTPzY&index=4&list=PLqXTqAxw8JJKvJq 
kHzE85pFxOjpshaW4x
ビデオ 「OneNote での「ことば辞典」づくり」 
https://www.youtube.com/watch?v=6hsIs8zgp9Q&index=12&list=PLqXTqAxw8JJKvJq 
kHzE85pFxOjpshaW4x
OneNote の特徴や基本機能、活用術をこちらでご紹介しています。 
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/onenote/default.aspx

ビデオ 「書かれている文章をタブレットに読み上げさせる」 
https://www.youtube.com/watch?v=WZ7gbON3pxs&index=13&list=PLqXTqAxw8JJKv 
JqkHzE85pFxOjpshaW4x

工夫

支援後の姿

関連情報

30

https://www.youtube.com/watch?v=__fH2amTPzY&index=4&list=PLqXTq Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x
https://www.youtube.com/watch?v=6hsIs8zgp9Q&index=12&list=PLqXTq Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/onenote/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=WZ7gbON3pxs&index=13&list=PLqXT qAxw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x
https://www.youtube.com/watch?v=__fH2amTPzY&index=4&list=PLqXTqAxw8JJKvJq kHzE85pFxOjpshaW4x
https://www.youtube.com/watch?v=6hsIs8zgp9Q&index=12&list=PLqXTqAxw8JJKvJq kHzE85pFxOjpshaW4x
https://www.youtube.com/watch?v=WZ7gbON3pxs&index=13&list=PLqXTqAxw8JJKv JqkHzE85pFxOjpshaW4x
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/onenote/default.aspx


拾い読みになってしまいがち。

特殊音節を頻繁に読み間違う。

言葉の塊でないところで切ってしまったり、つなげるべきでない場所をつないで
読んでしまったりする。

読みながら、何度も止まって考えている様子がある。

1 人ではテストに解答できない。

間違った読み方をしていても、読むことで精いっぱいで不自然さに自分で気づけない。

支援前の姿

困難の背景の予想

文字が音とうまく一致していないのではないか?

一文字ずつ音と結び付けていくことでせいいっぱいな状態で、意味が入ってこないのではない
か。

知っている言葉でも、一音ずつ変換しているとそれが意識できず、塊の区切れが見通せないの
ではないか。

言葉の塊で捉えられていないことで、区切り方を間違えやすいのではないか?

ねらい

「音を補う」ことや言葉の塊を意識させていくことを通じて、音と文字を一致させていく。

多感覚を活用して、音と文字の一致を図っていく。

視覚語彙を増やして、見た文字を言葉の塊で捉えていくことが出来るようにする。

確認の方法を持つことで、言葉の塊を意識できるようにする。

音を補ってテストを受けることで、自信を失わせない。

工夫

学校でも家庭でも、「追い読み」で音読をした。最初は短いスパンで、慣れてきたら少しずつ
長い塊で「追い読み」させた。
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追い読みから慣らしていくことで、単元の終わりには、ほぼ正しく読めるように
なった。

特殊音節や言葉の塊が読みやすくなった。

視覚語彙カードの取り組みで、塊で読もうとする意識が出てきている。

読み上げでテストを行うことで、内容が理解できていることを示すことができ、
意欲が支えられた。

音を補って読んでいくことを繰り返し、すらすらと読めるようになったことで、
読解の正確性も増した。

特殊音節の読みについて、体操やプリントの課題に取り組んだ。
関連情報：ビデオ 「くちびるマークをさがせ」  (『国語のじかん  』 64 ペー
ジ) 

「拗音バスケット」 (『国語のじかん 』 70 ページ) 
ビデオ
http://www.youtube.com/watch?v=2bxiKAxbG6I

 「文字もじがっちゃんこゲーム」  (『国語のじかん  』 71 ページ)

言葉の塊を意識できるように、単音からの言葉作りに取り組んだ。

言葉の塊での区切りにスラッシュを入れておくことで、わかりやすくする。

次の単元に出てくる言葉をカードにして、見て答える練習をした。

 』 84 ページ)
読み間違いやすい似た文字をカードにして、カルタ遊びに取り組んだ。

http://www.youtube.com/watch?v=ZijuN5aE3uI
関連情報：ビデオ 「カタカナ間違いカルタ」 (『国語のじかん 

テスト場面では、教師による読み上げを行った。

アナログ教材情報
ビデオ 「くちびるマークをさがせ」 (『国語のじかん  』 64 ページ)
https://www.youtube.com/watch?v=AjL2l0dnyXc&list=PLExP7SCGH9VKp6Y4QgLMJI0 
X-DMwcXb7b&index=23&spfreload=10
ビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=ecS_JTL-70k&list=PLExP7SCGH9VKp6Y4QgLMJI0
X-DMwcXb7b&index=22

 「拗音体操」  (『国語のじかん 』 67 ページ)

「拗音バスケット」

ビデオ 

(『 国語のじかん』 70 ページ)

「文字もじがっちゃんこゲーム」  (『国語のじかん  』 71 ページ）

http://www.youtube.com/watch?v=2bxiKAxbG6

ビデオ 「カタカナ間違いカルタ」  (『国語のじかん  』 84 ページ)
http://www.youtube.com/watch?v=ZijuN5aE3uI

『国語のじかん』http://hon.gakken.jp/book/1340492600

https://www.youtube.com/watch?v=AjL2l0dnyXc&list=PLExP7SCGH9VKp6Y 
4QgLMJI0X-DMwcXb7b&index=23&spfreload=10

ビデオ 「拗音体操」  (『国語のじかん  』 67 ページ) 
https://www.youtube.com/watch?v=ecS_JTL-70k&list=PLExP7SCGH9VKp6Y 
4QgLMJI0X-DMwcXb7b&index=22

支援後の姿

関連情報
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「音を補う」ことや言葉の塊を意識させていくことを通じて、音と文字を一致させていく。

視覚的に確認できるようにして、言葉の塊を意識させていく。

イメージを補い、書かれている言葉を予想しながら読む経験をつませる。

音を補ってテストを受けることで、自信を失わせない。

DAISY を使って、音を補い、視覚的なガイドを頼りにながら黙読することを繰り返し
た。関連情報「マルチメディア デイジーで教科書を読み上げる」 

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

「デイジーポットで、データを管理する」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

「AMIS でデイジー データを再生させる」 

https://www.youtube.com/watch?v=1Hqn6VvdgXM&index=11&list=PLqX
TqAxw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html 

AccessReading で Word 形式や EPUB 形式の教科書を入手して、読み上げや、書式調整を行 
った。
関連情報：教科書・教材・書籍のオンライン図書館「AccessReading」 

http://accessreading.org/index.html

データがあるものについては、和太鼓で読み上げを行った。
関連情報：ビデオ 「Wordの読み上げソフト「和太鼓」」 

https://www.youtube.com/watch?v=LZPOnxV40kg&list=PLExP7SCGH9VKp
6Y4QgLMJI0X-DMwcXb7b&index=7

VocaPen を使って教科書に音をつけ、読み上げさせてから「追い読み」をした。
関連情報：ビデオ 「VocaPen で紙媒体に音をつける」 

https://www.youtube.com/watch?v=KaP3ULnMVG0

物語など、動画があるものについては、事前に見せて場面のイメージをもたせた。

紙のドリルやテストについては、画像を撮影して PowerPoint で音をつけていくことで、音を
補った。
関連情報：ビデオ 「画像を撮影して PowerPoint で音をつける」 

https://www.youtube.com/watch?v=u-Gv_ipNSxE

データがないものについては、OneNote アプリの OCR 機能を使って、テキスト化してから読
み上げさせた。
関連情報：ビデオ 「OneNote アプリの OCR 機能」 
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「音の支援」があることで、理解がスムーズになった。

音を補いながら目で追っていくことを繰り返す中で、音がない場面でも読める幅
が広がってきている。

テスト場面では、教師が読み上げた時より、何度も再生させながら考えて答える
姿が見られた。

読み上げでテストを行うことで、内容が理解できていることを示すことができ、
意欲が支えられた。

音を補って読んでいくことを繰り返し、すらすらと読めるようになったことで、
読解の正確性も増した。

ハイライトがあることで、文章の意味の塊を意識できるようになってきた。

デジタル情報キーワード・アプリ 
「マルチメディア デイジーで教科書を読み上げる」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

「デイジーポットで、データを管理する」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

「AMIS でデイジー データを再生させる」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html 

教科書・教材・書籍のオンライン図書館「 AccessReading」 
http://accessreading.org/index.html

ビデオ 「Wordの読み上げソフト「和太鼓」」 
https://www.youtube.com/watch?
v=1Hqn6VvdgXM&index=11&list=PLqXTqAxw8JJKv JqkHzE85pFxOjpshaW4x

ビデオ 「VocaPen で紙媒体に音をつける」 
https://www.youtube.com/watch?v=LZPOnxV40kg&list=PLExP7SCGH9VKp6Y4QgLMJ 
I0X-DMwcXb7b&index=7

ビデオ 「画像を撮影して PowerPoint で音をつける」 
https://www.youtube.com/watch?v=u-Gv_ipNSxE

ビデオ 「OneNote アプリの OCR 機能」 
https://www.youtube.com/watch?v=KaP3ULnMVG0
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熟語を間違えて読むことが多い。

熟語が正しく覚えられていないだけでなく、読めそうな文字に先に目が行くた
め、全く違う読み方をしていても気づけないことがある。

不注意が高く、今どこを読んでいるかを見誤りやすいのではないか?

熟語の読みが定着していないのではないか?

注目すべき所を明確にすることで、注意がそれにくくする。

確認の方法を持つことで、読み間違いを防ぐ。

熟語の読みを先行して練習しておくことで、読み間違いを防ぐ。

単元に入る前に、その単元で出てくる熟語について「漢字名人」で練習してお
く。関連情報：ビデオ 「漢字名人」(『漢字のじかん』 52 ページ)

http://www.youtube.com/watch?v=kXcliL_E0CA

漢字の陣取りで、熟語を見たらその読みが浮かぶ体験を繰り返す。
関連情報：「漢字の陣取り」 (『国語のじかん』 120 ページ)

読めない熟語についてはあらかじめルビを打っておき、音読の練習の中で読めるようになって
きたら消していく。
関連情報：ビデオ 「読みがな付き教科書」 ① (『国語のじかん』 136 ページ) 
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http://www.youtube.com/watch?v=c8rgd4QZDP8

ビデオ 「読みがな付き教科書」 ② 
http://www.youtube.com/watch?v=V9OQQiARYE8
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熟語の読みに事前に取り組んでおくことで、読み間違いがかなり減った。

正しく読める場面が増え、内容理解も進んだ。

アナログ教材情報
ビデオ 「漢字名人」 (『漢字のじかん  』 52 ページ) 
http://www.youtube.com/watch?v=kXcliL_E0CA
「漢字の陣取り」 (『国語のじかん  』 120 ページ)

ビデオ 「読みがな付き教科書」 ①  (『国語のじかん  』 136 ページ) 

注目すべき所を明確にすることで、注意がそれにくくする。

確認の方法を持つことで、読み間違いを防ぐ。

熟語の読みを先行して練習しておくことで、読み間違いを防ぐ。

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

DAISY や Word 形式の教科書を使って、音読練習に取り組んだ。最初はルビも音もついた状
態で練習し、2 週目からは音とルビを消して、ハイライトのみにして取り組んだ。
関連情報：「マルチメディア デイジーでハイライト機能を活用する」 

教科書・教材・書籍のオンライン図書館「AccessReading」 
http://accessreading.org/index.html

ビデオ 「Wordの読み上げソフト「和太鼓」」 
https://www.youtube.com/watch?v=1Hqn6VvdgXM&index=11&list=PLqXTq 
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

https://www.youtube.com/watch?v=kFIicemDPM0&index=5&list=PLqXTq 
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

読みが分からなくなったときは、手書き入力を活用して調べた。関連情報：
              ビデオ 「手書き入力機能で読み方を調べる」 

[自分で作る単語帳 DX] のアプリを使って、次の単元で読めない熟語について、全て単語帳に
起こしていった。

毎日の音読の前に、単語帳アプリで熟語の読み練習をした。
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DAISY のハイライト機能を活用していくことで、言葉の塊を意識したり、目で
追うことの習慣化がはかれていった。

手書きでの確認は取り組みやすく、日常的に活用することで、定着が進んだ。

単語帳に入力するという作業を通じて、熟語と読み方を関連付けることができ
た。

デジタル情報キーワード・アプリ

「マルチメディア デイジーでハイライト機能を活用する」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

教科書・教材・書籍のオンライン図書館「AccessReading」 
http://accessreading.org/index.html

ビデオ 「Wordの読み上げソフト「和太鼓」」 
https://www.youtube.com/watch?v=1Hqn6VvdgXM&index=11&list=PLqXTqAxw8JJ 
KvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

ビデオ 「手書き入力機能で読み方を調べる」 
https://www.youtube.com/watch?v=kFIicemDPM0&index=5&list=PLqXTqAxw8JJKv 
JqkHzE85pFxOjpshaW4x

自分で作る単語帳 DX
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文末を作って読んでしまったり、言葉を読み飛ばしてしまったりすることがあ
る。

行を移る時に移動先を見誤って、違う行に行ってしまうことがある。

友達の音読を聞きながらでも、今どこを読んでいるのかわからなくなることがあ
る。

間違った読み方をしていても、不自然さに自分で気づけない。

テストの場面で思い込みによるケアレスミスが多い。

支援前の姿

困難の背景の予想

不注意が高く、今どこを読んでいるかを見誤りやすいのではないか?

思い込みで判断してしまいがちなため、間違いが多いのではないか?

眼球運動に苦手さがあり、追視や跳躍がうまく機能していないのではないか?

ねらい

注目すべき所を明確にすることで、注意がそれにくくする。

確認の方法を持つことで、読み間違いを防ぐ。

ビジョン トレーニングに取り組むことで、眼球運動の機能を上げていく。

工夫

最初にしっかりと追い読みに取り組むことで、正しい文章を意識させ、間違いに気づきやすく
していった。

どこを読んでいるかの意識が持ちやすいように、リーディング トラッカーや黒定規を使っ
た。関連情報：ビデオ 「リーディング トラッカー」 

https://www.youtube.com/watch?v=BWwKStBo8k4&list=PLExP7SCGH9VIJ 
ktIBcLslJX9PIVUSOzfy
ビデオ 「黒定規」 
http://www.youtube.com/watch?v=9VkrlIMBMEY

38

https://www.youtube.com/watch?v=BWwKStBo8k4&list=PLExP7SCGH9VIJ ktIBcLslJX9PIVUSOzfy
http://www.youtube.com/watch?v=9VkrlIMBMEY


間違えて読んでしまった時も「あれ、変だぞ」と気づけることが増えた。

どこを読んでいるのかを確認しやすくしたことで、行とばしがなくなった。

行の終わりと次の行の始めに同じ色のシールをはり、目で追いやすくし
た。関連情報：ビデオ 「次の行をおいやすく」 

http://www.youtube.com/watch?v=OPuXv5E9aSI

リライト教材を使うことで、行とばしを防いだ。

ビジョン トレーニングを、学習の前に取り入れた。

アナログ教材情報
「音読に関して」 (『はじめのいっぽ！』 69 ～ 71 ページ)

http://hon.gakken.jp/book/1340363000
ビデオ 「黒定規」http://www.youtube.com/watch?v=9VkrlIMBMEY
ビデオ 「次の行をおいやすく」http://www.youtube.com/watch?v=OPuXv5E9aSI
ビデオ 「ことばのかたまり」http://www.youtube.com/watch?v=8KGkSPzr5kc

https://www.youtube.com/watch?v=BWwKStBo8k4&list=PLExP7SCGH9VIJktIBcLslJX9
PIVUSOzfy

ビデオ 「リーディング トラッカー」 

「音を補う」ことで、情報の間違いや落ちを防ぐ。

イメージを補い、書かれている言葉を予想しながら読むことで、間違いにくくする。

ハイライトを活用することで、今どこを読んでいるのかを確認できるようにする。

DAISY を使って、音を補い、視覚的なガイドを頼りにながら黙読することを繰り返し
た。関連情報「マルチメディア デイジーで教科書を読み上げる」 

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

「デイジーポットで、データを管理する」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

「AMIS でデイジー データを再生させる」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

AccessReadingで入手したWord形式の教科書や、Wordのデータがある教材を和太鼓で読み上
げを行った。
関連情報：教科書・教材・書籍のオンライン図書館「AccessReading」

http://accessreading.org/index.html

ビデオ 「Wordの読み上げソフト「和太鼓」」 
https://www.youtube.com/watch?v=1Hqn6VvdgXM&index=11&list=PLqXTq 
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x
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音を補いながら目で追っていくことを繰り返したことで、音がない場面でも間違
えずに読める場面が増えた。

音を補っていくことで、テストなどでのミスが減った。

正しい情報が取れることで、間違いが減り、自信がついてきている。

ハイライトがあることで、行の間違いや読み飛ばしがなくなった。

https://www.youtube.com/watch?v=1Hqn6VvdgXM&index=11&list=PLqXTq
Axw8JJKvJqkHzE85pFxOjpshaW4x

物語など、動画があるものについては、事前に見せて場面のイメージをもたせた。
教科書以外のドリルやテストについては、画像を撮影して PowerPoint で音をつけていくこと
で、音を補った。
関連情報：ビデオ 「画像を撮影して PowerPoint で音をつける」 

https://www.youtube.com/watch?v=u-Gv_ipNSxE

データがあるものについては、和太鼓で読み上げを行った。
関連情報：ビデオ 「Wordの読み上げソフト「和太鼓」」 

データがないものについては、OneNote アプリの OCR 機能を使って、テキスト化してから
読み上げさせた。
関連情報：ビデオ OneNote アプリの OCR 機能」 

https://www.youtube.com/watch?v=KaP3ULnMVG0
家庭学習や個別の場面で、ビジョン トレーニングのソフトに取り組んだ。
関連情報：

   http://visiontraining.web.fc2.com/
「視覚機能トレーニングソフト    」

http://hon.gakken.jp/book/1340492600
 (『国語のじかん  』 46 ページ)

支援後の姿

デジタル情報キーワード・アプリ
「マルチメディア デイジーで教科書を読み上げる」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

「デイジーポットで、データを管理する」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html

「AMIS でデイジー データを再生させる」 
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/videomanual.html 

教科書・教材・書籍のオンライン図書館「 AccessReading」
http://accessreading.org/index.html

ビデオ 「Wordの読み上げソフト「和太鼓」」 
https://www.youtube.com/watch?v=1Hqn6VvdgXM&index=11&list=PLqXTqAxw8JJKv 
JqkHzE85pFxOjpshaW4x

ビデオ 「画像を撮影して PowerPoint で音をつける」 
https://www.youtube.com/watch?v=u-Gv_ipNSxE

ビデオ 「OneNote アプリの OCR 機能」 
https://www.youtube.com/watch?v=KaP3ULnMVG0

「視覚機能トレーニング ソフト」 
http://visiontraining.web.fc2.com/ http://hon.gakken.jp/book/1340492600

 (『国語のじかん  』 46 ページ)

関連情報
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コラム ①「視写のポイント」
「視写」は、さまざまな学習場面で行われて来てい
る。そこで期待される効果は、文部科学省のホームペ
ージには以下のように示されている。

① 集中力をつける。
② 字が上手になる。
③ 章表現の技法を覚える。
④ 表記のルールを覚える。
⑤ 暗誦や記憶に役立つ。

筆者も高校生の頃、「天声人語の視写」という課題をだされていたことがある。
「正確に書き写す」という作業を通じて、読み流していた時には気づけなかった
ものに気づけたり、文章表現の広がりを感じたりした実感は持っている。 
しかし、学習上の困難を抱えた子ども達にとっては、そういたさまざまな視写の
良さにたどり着く前に、いくつかの大きなハードルが待ち構えていることも少な
くない。 
そもそも「視写」という活動を可能にするためには、

文章を見て、言葉の塊で捉えることができる
見たものを書き写す間記憶しておくことができる
書きたい文字がスムーズに浮かぶ
お手本とノートの間を視線が行き来する際、間違わずに続きの部分に注目でき
る

などなど、沢山の力が必要になってくる。これらのどこかに困難があった場合、
過度に時間がかかってしまったり、間違い続けてしまったり、写すことで精一杯
になって内容や表現が入ってこなかったり、やりおえられなかったりして、学習
効果を狙ったはずのものが、かえってモチベーションを下げてしまう事態にもな
りかねない。「ただ見て書くだけだから簡単だろう」とはいかないのである。 
個々の困難の状況によって、支援内容の調整はもちろん必要だが、少なくとも視
写を課題として提示する場合には、以下の点への配慮は心がけている。
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例えば・・・

お手本と写し取る用紙の書式をそろえておく (行数や文字数)
お手本と写し取る用紙、両方の行の上に番号を打っておき、行をうつる際に確
認できるようにしておく。
行のはじめや終わりの文字をあらかじめ用紙に書いておき、その文字にならな
かった時は行の中だけを確認して直せるようにしておく。
お手本をタブレットで撮影しておき、必要な場所を拡大して表示できるように
する。

○見て取る言葉の塊が意識できるようにしておく

例えば・・・

お手本側にスラッシュを入れたり、まるで囲んだりして、「こまでを塊で捉え
る」という意識が持てるようにする。

○終了の見通しが持てるようにしておく

例えば・・・

時間なのか、量なのか、終了の見通しを伝える。
時間であれば、「課題が残った時の取り扱い方」も確認しておく。
量であれば、「やりきれる量」を設定し、集中の持続をうながす。

○筆記具の調整で負担を減らす

例えば・・・

軸の太い鉛筆を使う
しんの太いシャーペンを使う
筆圧がかかりやすい濃い鉛筆を複数本用意しておく
消しやすい消しゴムを使う
電動消しゴムを使う
ずれない下敷きを使う
書きやすいマスの大きさの用紙を使う

本来の学習目的に子ども達がたどりつくためには、「何でできないの?」「どう
してやらないの?」の前に、「できる状況」「やり終える見通し」を支えていく
必要があると感じている。

○確認の方法がある状態で始める
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コラム ②「聴写って大事」
視写に比べてマイナー感のある「聴写」だが (文科省
のホームページにもこちらの説明は無い)、実はとても
大切な要素を沢山持っている活動だ。 
「聞いて書く」という活動を可能にするためには、以
下のような前提が必要になってくる。

注意を向けて聞く
聞いた内容を記憶しておく
記憶した内容を文字に置き換えていく

そして、「聴写」という活動が成立するためには、上記全てが「スムーズ」でな
いといけない。視写の時のように、確認できるお手本が手元に無い訳だから、大
変だ。ちょっと気持ちがそれてしまうと、てきめんわからなくなってしまう。 

現場で指導をして来た実感として、「聞く」ことが苦手な子ども達が増えて来て
いると感じることは多い。「内容を考えながら聞く」となると、もっとたくさん
いる。 
だからこそ、聴写のように「意識して耳を傾ける」機会をもつことが、とても重
要だと考える。 

もちろん、最初から長いものは難しい。まずは、

日常的に書いている言葉
短いセンテンスのもの

から始めて行く。 
筆者がよくやったのは、同じ内容を書くことが多い「連絡帳」であるとか、練習
して来ている状態で取り組める「漢字テスト」からのスタートだ。 
筆記具の準備がそろったことを確認してから「聞く準備ができたかな」と呼びか
けて始める。「聞き逃すまい」という意識が教室中にあふれて、少し緊張感のあ
る静けさの中で行うことを心がけて来た。 
慣れや内容にもよるが、だいたいは「○回言うよ」といってゆっくり話し、子ど
も達が書いていく様子を観察しながら進めていく。復唱が終わった所で、黒板に
書くことで、聞き落とした子どももやり終えられるように、書けた子どもは確認
して次に向かえるようにしていく。 
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短くても「きゅっと集中して聞く」体験と、それをすぐに「出力する」経験は、
学習のさまざまな場面に生きてくると感じている。 

聴写に入る前の「意識を向けて聞く」というエクササイズには、「3 ヒントかる
た」や「クイズ」のような活動も有効だ。 
「聞いて考える」「聞いて覚える」ということは、あまりにも日常なので見過ご
されがちだが、時々こうして意識させていくことで、苦手さのある子ども達にと 
っても、大切な練習の機会になっていくと考える。

44



コラム ③「読みの状態が書きに影響しているケース」
チャートの中では、「書きの困難」の事例
は、不注意や捉えの課題が大きい子どもの

ケースを取り上げた。
確かに多くのケースでは、そうした部分の苦
手さがあることが予測される。
しかし、中には、「読みの状態」が「書き」
に大きく影響しているケースもあると感じて
いる。そういった場合は、「読みの困難」を
支えるケースに近い支援が必要となる。
このチャートの中でも「読み・書きの両方に困難があると考えられる場合は、ま
ず読みの方に進んでください」とあるのは、そのためだ。
ただ、「読みの手だて」が「書きの手だて」とどうつながっているかについて、
イメージが持ちにくいケースもあるかと思うので、それについて「書くのにとて
も時間がかかる A さんのケース」についてまとめているので、参照いただきた
い。
書くのにとても時間がかかるAさんのケース　P15
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コラム ④ 「書く「時間」の調節という視点」
学校での課題というのは、「ここで終了」というもの
が「量」でしめされる場合が多い。 
たとえばプリントやテスト、「終わったら本を読んで
いていいですよ」とか「自由帳を席で静かに書いてい
ましょう」といった具合だ。「コレが終われば次のこ
とが出来るよ」というのは、「量」を示しての終了の
見通しに他ならない。しかし、これだと「終わり」の
見通しが持てない子ども達もいる。特性が学習の状況
に反映しているケースの多くは、課題の解決に時間がかかる。そもそも課題を把
握する所から困っている子どもも少なくない。やっと始めたら、皆はとっくに終
わっていて、「やりのこし」がどんどん出てしまう子どももいる。休み時間返上
でずっとやっているケースもあれば、大量の「やりのこし」を宿題にプラスして
持ち帰る子どももいる。どちらもできずに机のおくや鞄のそこにぎゅうぎゅうと
やりかけのプリントを突っ込んでいる子どももいる。 
そうしたケースの子ども達は、一件やる気がないように見えてしまう。簡単な課
題でも、そもそも取りかかりが遅いから終わらないのだという評価もうけやす
い。彼らと話をしてみると、必ず出てくるのが「どうせできない」「無理」とい
う言葉だ。繰り返される「やり終えられない」体験が、彼らを追い込んでしまっ
ている部分もあるのではないかと感じることがある。そこで「量」の調整はとて
も重要になってくる。「コレならできそう」「ここまでならがんばるぞ」と思え
る提示は意欲を支えていく。最初に与えられる課題の量を変えておくことも、も
ちろん「量の調整」だが、「時間を調整」することで結果的に「量を調整してい
く切り口も、ぜひ考えていただきたい。 
「そんなこと考えなくても、チャイムが鳴ったら終わるんだから」というご意見
もあるかもしれない。では、チャイムが鳴った時に「終わっていないもの」は、
どうなるのか?「そこまでですっぱり終わり」であれば「時間の調整」と言える
だろうが、前述のように「終わらなかった課題を休み時間や家庭に持ち越す」の
では、「時間の調節」にはならない。 
苦手さのある子ども達は、ただでさえ間違いやすい。他の子どもよりも同じ課題
に取り組むことに対して負荷が大きい。その上、どれだけ時間がかかっても皆と
同じ量をやらなければならないとなったら、これはとても苦しいことだ。 
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「5 分間チャレンジ」「○分で終わり」計算の課題などでは、比較的こうした時
間の調整をしている場面が見られる。しかし、板書の書き写しや漢字の練習等
は、どうしても「量を終えること」を優先しがちだ。 
苦手なことだからしなくていいというわけにはいかない。方法を持ってがんばる
ことも必要だ。でも、それでも「終わらないとき」があることも視野にはいれて
おかなければいけないのではないだろうか。 
時間いっぱい丁寧に書いたら、そこで終わり。後は写真で撮って画像を貼付けて
おくノートテイクであるとか、同じ漢字を 5 回ずつ書いていく課題であれば、
まず丁寧に 2 回ずつ書く。3 回目からは時間がくるまで、時間がきたらそこで
終わり。とか。 

「ここまでがんばったら終われる」と思うから、「よーしやるぞ」もわいてく
る。ゴールの見えない課題が毎時間積み重なっていないか、見直してみること
は、子ども達の日常の学習を考えていく上で、重要なことだと感じている。
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コラム ⑤「「許容範囲」を考える」

「漢字テストのふしぎ」という動画を見たことはない
だろうか? 長野の高校生が作った動画の作品だ。東京
ビデオ フェスティバルで大賞を獲得したこの動画は、
書字の指導にあたる私たちに、大きな問題定義を投げ
かけている。 

テストで「止めの部分をはねた」ことでその漢字
が×になったことに疑問を感じた高校生が、「漢字の
表記というのは、どこまでが許容範囲とされているのか」を取材していく動画
だ。誰もが経験してきている「正しく書かなければ×」という評価に対し、高校
生達は鋭く切り込んでいく。「そうきまっている」という先生達の意見に反し
て、取材していくとそもそも漢字の表記には、かなりの許容範囲があることが明
らかになっていく様は、ある意味爽快ですらある。「保」の八画目、九画目が離
れて、カタカナの「ホ」のようになった形や「比」の下部が鋭角になっていない
もの。ほとんどの先生が×とした漢字も、文部科学省の見解に照らすと、許容範
囲になっていく。
先生によって百点になったり零点になったりする、同じ 1 枚のテスト。淡々と
進む動画を見ながら、だんだんと返す言葉をなくしていく先生達の姿に、自分を
重ねてどきどきしながら見ていた。
「正しく美しく書く」確かにそれは、すばらしいことだ。それを求めて、丁寧に
字形や運筆に向き合っていくのは、大切な学習であることに疑いはない。
でも、「絶対的な基準」ではないことも、心に留めておかなくてはいけないかも
しれないと、思う場面が増えた。
お手本を見ただけでは、線のバランスはおろか方向性やつながりも捉えることも
できない子ども達がいる。その子ども達にとっては、まず「何の文字であるか伝
わる」ことが、書字を習得していく上で優先するのではないかと思う。そもそ
も、「正しく・美しい文字」が求められるのも、それを見た相手にきちんと伝わ
るという機能面の役割が根底にはあるはずだ。
丁寧に文字と向き合っていくことは大切だ。でも、「どこまで求めていくのか」
については、子ども達の実態に即して個人差を認めていくことも、時には必要だ
と感じている。まさに「許容範囲」だ。
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誤解しないでほしいが、決して「間違ってもいい」と言っているのでも「乱雑な
字でいい」と言っているのではない。誰もが認める「正しく美しい文字」を求め
つつ、「許容範囲」をもつことで、苦手さがあっても、「書字の機会を失わせな
い」ことも。保証されていかなくてはいけないと考えているだけだ。
苦手さのある子ども達が、書くことを楽しんだり、書くことで「伝える」ことが 
できるようになったりするための手だてを考えていく時には、この「許容範囲」
を持つことが、本人も指導者も追いつめないためのキーワードの1 つになってい
く気が強くしている。

東京ビデオ フェスティバル大賞受賞作品「漢字テストのふしぎ」
http://www3.jvckenwood.com/tvf/archive/grandprize/tvfgrand_29a. html 

http://www3.jvckenwood.com/tvf/archive/grandprize/tvfgrand_29a. html


コラム ⑥ 「筆順を考える」
「漢字を覚える」ということには「正しい書き順で書
く」ことも含まれていると思っていないだろうか? 筆
者もずっとそう思って来た 1 人だ。それには、学校時
代の体験が大きく影響している。「書き順が違う」と
いうのは「漢字を間違っている」と同義とされ、書き
順を問う問題や画数を問う問題にきちんと答えられな
ければいけないと教えられて来た。 
だから、「書き順とは唯一無二のものではない」「違
うか基準も許容される」ということを知った時には、驚いた。 

書き順の指導の根拠となって来た、「筆順指導の手びき」(1958 年 (昭和 33
年))には、以下のように記載されている。

本書に示される筆順は、学習指導上に混乱を来たさないようにとの配慮から定
められたものであって、そのことは、ここに取りあげなかった筆順について
も、これを誤りとするものでもなく、また否定しようとするものでもない。 
本書に取りあげた筆順は、学習指導上の観点から、ひとつの文字については一
つの形に統一されているが、このことは本書に掲げられた以外の筆順で、従来
行われてきたものを誤りとするものではない。 

つまり、指導上の配慮から「基準」が示されているに過ぎず、他の書き順を否定
するものではないはずだ。しかし、このことを知っている現場の教員が、いった
いどれだけいるだろう? 

「書き順が間違っていると、良い字が書けないから」という理由で、書き順の間
違いを細かく指摘する先生に出会ったこともある。丁寧に熱心に見ていただいて
いたが、とても辛かった。せっかく思いだして書けたものでも「これは書き順が
違っていたね」と×をされてしまうからだ。 
特性が学び方に反映している子ども達の中には、この「書き順」で苦しむ子ども
が少なくない。「ちゃんとした書き順でないといけない」というプレッシャー
と、「漢字の形」にプラスして「書き順」も覚えなくてはいけないことの負荷
に、意欲をなくしていく子どももいる。 
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しかし、書き順がそもそも「書きやすさや形のとりやすさを考えての一基準」 
であるとするならば、もっと許容範囲が認められてもいいのではないだろうか?
例えば、左利きの子どもの「書きやすい書き順」は、そもそも「左から右」では
ないのかもしれない。「書きやすさ、整えやすさ」に個人の特性が関わってくる
としたら、許容範囲はもっと柔軟に認められるべきだろう。このあたりは、 コ
ラム ⑤ （P48）に示したあたりとも重複してくる。

とはいえ、この「書き順信仰」の根は深い。ある漫画を読んでいたとき、書き順
の間違いを指摘された主人公が「書き順を間違えたからって何か問題でもある
の?」と言い返したら、「えっ、書き順が違うと日本語じゃないでしょう」と返
されている。そうした言葉や発想が自然に出てくるほど、学校時代に「唯一無二
のもの」として教えている実態は、いぜんとしてある。 
それが否定されるものではないだろうし、そのことで書きやすさが増す子どもが
沢山いるのも事実だろう。しかし、「それが厳しさを助長する」子どももまた教
室に入るというコトについての自覚をした上で、許容範囲を考えた指導をしてい
きたいと考えている。

各ページには「しおり」からもジャンプできます



コラム ⑦ 「アプリのマッチングを考える」
アプリを学習に取り入れる際、まず課題になるのは
「どのアプリを選ぶか?」ということである。
例えば、「タブレットを活用して日記をつける」とい
う学習場面を計画したとする。検索サイトで「日記」
と入れると、沢山のアプリが出てくるが、それぞれに
違いがあり、「どれを選んでも同じ」と言う結果には
ならない。複数の選択肢の中から、子どもの特性や使
いやすさ、学習目的との一致等を考えて絞り込んでい
くことが大切になってくる。この「絞り込んでいく」という作業が、実はとても
重要である。

いくつかポイントを挙げて見る。

・入力の方法は、対象児童に合ったものが選べるのか?
「手書き入力はできるの?」「音声入力が使えるといいんだけど」「50 音キーボー
ドではできないのかな?」
・目的に照らした機能は備わっているか?
「画像も手書きのイラストも入れられるといいな」「描画ツールも、簡単にできる
ものがついていてほしいな」「タイトルと本文が入れられるといいんだけど」「カ
レンダーのように並んでいると、後から見返しやすいのよね」
・出力の方法が学習場面に沿っているか?
「印刷したものを掲示したいから、プリンターやメールへの書き出しができないと
困るな」「文章の推敲がしやすいように、読み上げができるといいんだけど」

上記のような視点を、使う子どもに合わせてより詳しくチェックして絞り込んで
いく。 
もちろん、そこまでしても、使ってみてわかる使いづらさというものもある。目
的が「タブレットを使うこと」ではなく、「この子どもの学びやすさが保障され
ること」である以上、その際は他のアプリも検討してく必要がある。 

「A さんがとても使いやすそうだったので、きっと B さんでも使えるだろう」
と考えがちだが、特性が学び方に反映している子どものケースでは、より「その
子どもにあった方法がとれるもの」を絞り込んでいくことが重要なってくる。 
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「多くの人に使いやすいもの」はあるが、「全ての人に使いやすいもの」はない
と思って、比較検討していくことをお勧めする。 

その際、より選択肢が多ければ、目的に合ったものが見つけやすくなる。 
例えば「日記を書きたい」と思った際、検索のキーワードを「日記」だけでな
く、目的に沿った要素があるものと考えて「カレンダー」「フォト ブック」な
どと広げていったり、「dairy」のように他の言語で検索してみたりするのも、
選択の幅を広げていくことにつながると感じている。
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