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活動報告書 
報告者氏名：赤池 睦子  所属：板橋区立蓮根第二小学校  記録日：２０２０年３月３０日   

【対象児（群）の情報】 

・学年  

小学校６年 男児 

 

・障害と困難の内容 

〇読み 

学年平均程度の漢字は読めるが読みの速度が遅い 

 

〇書き 

板書を正しくノートに書き写すことは苦手である。また、字形も整わない。 

 

〇計算 

学年平均程度の計算ができる。 

 

〇話す 

学年平均程度の応対ができる。 

 

〇感覚過敏 

アーレン（光過敏）がある。白用紙黒文字での読みが苦手である。 

  ※アーレン（光過敏）：ある波長の光の感受性が高いために起こる視知覚の困難がある。 

 

【活動目的】 

・当初のねらい 

 〇環境を調整しながら、必要な支援を求めて、課題に前向きに取り組むことができる。 

 

〇パソコン、タブレットを活用し、自己の学習に活かすことができる。   

 

〇語彙の数、熟語の読み、意味の理解について、当該学年程度の定着を図る。 

  

・実施期間 

２０１９年９月～２０２０年 ２月末 （全 個別指導１５回で実施（２学期１０回・３学期５回）） 

（参考） 

ＳＴＥＰ ＵＰ 教室 週１回 ２時間（小集団４５分+個別４５分） 

小集団では、コミュニケーションの学習や運動動作の学習を行っている。 

個別学習では、ＳＳＴ学習と読み書きに関する学習を行っている。 

 

・実施者 

 

特別支援教室（板橋区では、ＳＴＥＰ ＵＰ教室と呼んでいる） 巡回指導教員 赤池 睦子 

 

※以下、ＳＴＥＰ ＵＰ教室と記載する。 

 

・実施者と対象児の関係 

 

ＳＴＥＰ ＵＰ教室 巡回指導教員（２０１９年４月より 対象児 ＳＴＥＰ ＵＰ教室担任） 
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【活動計画】 

・対象児に配慮を行う前の状況 
 〇読み  
①タブレットを活用した文字の拡大 
②デジタル教科書の活用 

〇書き 
①ノートアプリＯｎｅ Ｎｏｔｅの活用      
②板書撮影→ワークシートへの入力  
〇テスト  
 タブレットの活用なし。通常のテスト用紙で受けている。 
  ５年生のときは、テスト用紙を拡大コピーし行っていた。 
 〇宿題 
 タブレットを活用せず、漢字練習の宿題は未提出。  
・具体的な活動の計画 
①タブレットを活用したテストの実施 
②タブレットを活用した宿題の実施 
③タブレットを活用した在籍学級掲示（めあて・俳句等）の作成 
④語彙の数、熟語の読みの定着を図る。 
⑤DO-IT Japan のコンセプトの学習の実施 

・アセメントなどのエビデンスをどのように取得するか 
 〇ＷＩＳＣ－Ⅳ 

教室利用時、判定会添付資料 
 〇Ｋ－ＡＢＣ 
  対象児童の通院先にて検査 

〇ＳＴＲＡＷ－Ｒ（漢字読み・書き検査） 
  ＳＴＥＰ ＵＰ教室担任が、検査実施 

〇ＵＲＡＷＳＳⅡ（書き速度・読み速度 代替の有無に関する検査） 

  ＳＴＥＰ ＵＰ教室担任が、検査実施 
〇ＲＥＹの複雑図形 

 今回、DO-IT Japan スタッフによる検査実施 

〇音韻認識（音韻削除・逆唱） 

 今回、DO-IT Japan スタッフによる検査実施 

〇２学期の国語単元テストを従来の紙ベースのテストとタブレットを活用したテスト結果との比較 

 タブレットを活用した結果の方が、通常のテストで行うより、よい結果が得られた。そこで、３学期より国語

の単元テストは、通常学級においてタブレットを活用して行うこととした。 

 《２学期国語単元テストで 通常のテスト結果と ＩＣＴを活用したテスト結果の比較》 

 通常のテスト結果 タブレット活用テスト結果 

第１回（読解）100 点満点 ３８ ６０↑ 

第１回（漢字） 50 点満点 １５ ５０↑ 

第１回（言語） 50 点満点 ３０ ３５↑ 

第２回（読解）100 点満点 ５０ ７０↑ 

第 2回（漢字） 50 点満点 ５ ３５↑ 

第２回（言語） 50 点満点 ４５ ４５  

・学校で作成している個別の指導計画 

  【３学期目標】 

  〇環境を調整しながら、必要な支援を求めて、課題に前向きに取り組むことができる。 

〇パソコン、タブレットを活用し、自己の学習に活かすことができる。  

〇語彙の数、熟語の読み、意味の理解の当該学年程度の定着を図る。  

〇言葉で説明する力の向上を図る。 

〇状況に応じたコミュニケーションができる。 

〇身の回りの整理整頓をする。 

〇話を聞くとき、話すときに姿勢の保持ができる。 

※下線部は、DO-IT Japan スクールプログラム活動参加後に加わった目標である。  
 

 

指導に使用したICT機器等

・学校ノート型パソコン

20

・貸与タブレット２台Ｍicrosoft Surface
１台 教員用 １台 児童用

・対象児Aさん所有
ⅰＰａｄ

・学校用プリンター
・対象児Aさん所有自宅用
Ｍicrosoft Surface

 

対象児Ａ さん学級での様子～2019． 9． 30

14

算数 学習のめあて
「今まで学んだ図形に
ついて 拡大図、縮図
の関係を調べよう」

Ipadで写真を撮る
ワークシートを
画像へ取り込む

回答（入力する）

自分の考えを
友達ヘ説明
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【活動内容と対象児の変化】 

・対象児の事前の状況 

〇小４年２学期から ＳＴＥＰ ＵＰ教室へ  

週１回 ２時間（小集団４５分+個別４５分）  

            小集団活動では、コミュニケーションの学習や運動動作の学習  

            個別学習では、ＳＳＴ学習と読み書き学習 

〇４年生のときに 読み書き困難等の理由から、一時不登校になった経緯あり 

〇小５より ハイブリッド・キッズに通塾 

 〇小４より 学校へタブレットを持ちこみ 学習に活用 

 〇小５では 拡大教科書、プリントやテストを拡大して提示 

 〇小６で  ハイブリッド・キッズ全講習修了 

 

・活動の具体的内容（DO-IT Japan スクール プログラム参加後） 

１．特別支援教室で行った指導 

※下線部は、DO-IT Japan スクールプログラム参加後に行った支援です。 

（１）「読み」に関する指導 

 ① 簡単な文章を読み取らせる指導 

② タブレットを活用した文字の拡大       ③ 魔法の定規使用による読みの指導 

                  

 ④ アクセシビィリティガイドブックの活用（カラーフィルタ・ハイコントラスト） 

対象児童の見やすさに合わせたカラーフィルター、ハイコントラストの機能を活用することで、より見やすく

なった。 

        

        

       カラーフィルタ                 ハイコントラスト 
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⑤ 印刷文字の拡大 

⑥ 代読 

 デジタル教科書（国語）、アクセスリーディング、音声タッチペン教科書の代読を試し、対象児童に使いやすい

ものを選ばせた。今回の対象児は、「機械的な音声は、内容が読みとりにくい。」との相談（要望）があったので、

個人購入のデジタル教科書（国語）を使用することとした。国語の単元テストにおいては、ＳＴＥＰ ＵＰ教室担

任が音声を録音し、パワーポイントに張り付け、３学期から音声補助付きタブレット活用でのテストを実施した。

その他の教科においては、図や表、イラスト等が多く、文字を読むことの困難さが国語科に比べると少ないという

ことで、代読やタブレット活用は行わなかった。 

           

（２）「書き」に関する指導 

 ①映し出された文字を記憶し書き取る指導 

②めあてや、スピーチ、感想等をパソコンを活用して書く活動 

                
 ③ローマ字入力打鍵練習（ソフト：夜の森・寿司） 

        

（３）学習環境の調整 

①個別学習室での刺激の少ない環境での指導 

②学習予定の流れの視覚化 

③明るさの調整 

 １２月中旬に東京大学先端科学技術センターより Rey(RCFT)、補足検査として図形の模写の訪問検査を行った。 

明るい部屋で実施したときと比べ、暗い部屋で実施した方がよりよく見えるという検査結果から、白黒反転、コ

ントラスト設定等明るさの調整が必要ということが分かった。また、検査結果が年齢平均より低い位置にいるこ

とが分かり、各種検査結果と合わせ、３学期からのＩＣＴ活用の国語単元テスト導入への根拠資料となった。 

                    

                   暗い部屋で実施した様子 

 

（４）その他 
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①支援を求められるようにする指導 

 「文字が読みにくいので、拡大してもらえますか。」等自分の困った様子を伝えられるようにする。 

②DO-IT Japanのコンセプトの学習 

③ＩＣＴを活用した国語のテスト 

２学期に２回、国語の単元テストを通常学級で通常の方法で行ったテスト結果と、ＳＴＥＰ ＵＰ教室でタ

ブレットを活用した国語のテストと比較した。ＳＴＥＰ ＵＰ教室でタブレットを活用した国語のテストの方

法を指導するとともに、対象児童にとって取り組みやすい方法を、思考錯誤しながら実施することとした。そ

の結果、１台のタブレットを使用するより、２台（読み取り用・回答用）があった方が取り組みやすいこと、

読み取った画像にフィルターを掛け、光の調整を行った方が読みやすいこと、回答用紙には、罫線のみでなく

問題文が記載されている方がよいこと、白黒反転文字ハイコントラスト設定、代読音声の必要性が分かり、支

援を工夫することとした。 

《２学期》通常の学級にて実施             ＳＴＥＰ ＵＰ教室にてタブレットを活用し実施 

         

読解、言語に関する能力については、タブレットを使用した点数を評価に加味することはできるが、学期途

中から評価に反映すること難しかった。そこで、３学期からは、タブレットを使用した国語単元テストの読解・

言語については評価に加えることを校内で確認し、実施することとした。漢字に関しては、タブレットを使用

すると自動変換されてしまうので、選択制のテストをＳＴＥＰ ＵＰ教室で行い、個別の指導計画において評

価することとなった。  

《３学期 Excelを使用した 漢字５０問選択式テスト画面》 

       
２．通常の学級で取り組んだこと  

（１） ＩＣＴを活用した国語の単元テスト 

 《３学期》読み取り用タブレット画面                回答用タブレット画面 
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代読音声をパワーポイントに添付         通常学級でのテストの様子 

     

《３学期国語単元テストにＩＣＴを活用した結果》※３学期は通常学級でＩＣＴ活用のみテストを実施 

  

第 1回（読解）100 点満点 ８８ 

第１回（漢字） 50 点満点 ５０ 

第１回（言語） 50 点満点 ５０ 

第２回（読解）100 点満点 １００ 

第２回（漢字） 50 点満点 ５０ 

第２回（言語） 50 点満点 ー 

漢字 50問テスト（選択式）100 点満点 ７０ 

   ※コロナウィルスの休校の関係で実施回数が１回減少した。 

（２） タブレットを活用した漢字の宿題 

  

（３） タブレットを活用した掲示物作成 

          
３．家庭で取り組んだこと 

（１）タブレットを活用した漢字の宿題 

（２）ローマ字打鍵練習 

（３）ＳＴＥＰ ＵＰ教室で行った設定 

※下線部は、DO-IT Japan スクールプログラム参加後に行った支援です。 

・対象児の事後の変化 
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１ 「読み」について 

 国語の長文読解になると「文字が泳ぐ。動き出す。頭が痛くなる。」という本人からの訴えがあったので、特に、

国語科の読みの指導を中心に行った。漢字の読みは学年平均程度であったが、読みの速度が遅く、また、長文を読む

と頭が痛くなるとのことであった。算数科、理科、社会科等と比べると国語科は、長文の「読み」が多く、図やイラ

スト、資料等がないため、文字情報が多いことから困難さが増していることが考えられた。また、各種検査を行うこ

とで、明るさの調整、文字の大きさの調整、代読が必要であることが分かった。明るさの調整としては、紙ベースの

文章を読むときは、魔法の定規をあてて読むことで、白色紙からの光の反射を抑え、読みやすくなった。以前より、

タブレットを使い、配布されたプリントを写真にとり、文字を拡大して読むことは行っていたが、プログラム参加後

は、プラスしてカラーフィルター、コントラストの調整を行うことで、白黒反転し読むようにした。自分にあった環

境で文字を読むことができるようになったことで、「読み」についての困難さを軽減することができた。 

２ 「書き」について 

 在籍学級での掲示物、国語科の課題、ＳＴＥＰ ＵＰ教室のスピーチ原稿等を９月以降タブレットを使用し、ロー

マ字入力で作成することにした。手書きで書くよりも、負担を大幅に軽減することができた。また、完成した掲示物、

作品等は、手書きで書かれた以前のものと比べると、綺麗な仕上がりで対象児童も自信を付けることができた。 

漢字の宿題は、今まで取り組めなかったが、タブレットを使用し、自宅で新出漢字の、音読み、訓読み、熟語を入力

したものを提出することができた。 

３ その他 

 今回は、国語の単元テストについて、ＩＣＴを活用し取り組んだ。ＩＣＴを活用することで、「読み」、「書き」共

に、困難さが軽減できた。従来の紙ベースの点数より得点が上がったことで、本人の学習意欲が向上し、自信を付け

ることができた。学校生活でも、苦手なことに進んでチャレンジしようとする姿が多く見られるようになった。DO-IT 

Japan スクールプログラムに参加し、DO-IT Japanのコンセプトを学ぶことで、委員会の時間に、「先生、文字が

読みにくいので、拡大してもらえますか。」と自分から困り感を伝え、適切な支援を求め、積極的に、前向きに活動

に参加することができるようになった。 

 

【報告者の気付きとエビデンス】 

・主観的気付き 

  〇児童の変容 

① 読み、書きについてＩＣＴを活用することでできることが増えたと自覚し、学校生活が過ごしやすくなった。 

② 自信が付き、将来の夢も決まり、中学進学を楽しみにしているように見えるようになった。 

③ 苦手なことや、不安なことがあって、相談し、前向きに解決していこうという場面が増えた。 

 小学校４年生のときから、在籍学級にタブレットを持ち込み学習に活用してきた。在籍学級においてタブレットを

持ち込む土壌が学級内に十分できていた。宿題、テスト、学習成果のまとめでは、在籍学級担任と話し合いを重ね、

学級の他の児童への理解を得られるようにした。ＩＣＴ機器導入には、ほかの児童の理解が、大変重要であると感じ

た。学級全員が応援しているというスタンスで接してくれることで、前向きに学習することができ、学習意欲が向上

した。また、在籍学級担任への説明は、計画的に、丁寧に行わなければいけないことを感じた。今回は、私自身、試

行錯誤で進めていたこともあり発信が遅くなってしまった。年度当初や、学期の初めに計画を示すことができるとよ

いと感じた。それから、今回ＩＣＴを活用した指導を行う中で、一人一人の児童の困難さに合わせたＩＣＴの活用方

法があることを実感した。児童と共に、何が必要で、どのようにＩＣＴ支援を用いればよいかを確認していく必要性

を感じた。今後は、ＩＣＴを活用した支援のバリエーションや方法を考え、実際の対象児童に何が一番有効かをＳＴ

ＥＰ ＵＰ教室の個別の時間を使い、じっくり見極め在籍学級へ繋げていけるようにしていきたい。  

 

・エビデンス（具体的な数値など） 

《２学期国語単元テストで 通常のテスト結果と ＩＣＴを活用したテスト結果の比較》 

  通常のテスト結果 タブレット活用テスト結果 

第１回（読解）100 点満点 ３８ ６０↑ 

第１回（漢字） 50 点満点 １５ ５０↑ 

第１回（言語） 50 点満点 ３０ ３５↑ 

第２回（読解）100 点満点 ５０ ７０↑ 

第 2回（漢字） 50 点満点 ５ ３５↑ 

第２回（言語） 50 点満点 ４５ ４５  

 

《３学期国語単元テストにＩＣＴを活用した結果》※3学期は通常の学級でＩＣＴ活用のみテストを実施 
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第 1回（読解）100 点満点 ８８ 

第１回（漢字） 50 点満点 ５０ 

第１回（言語） 50 点満点 ５０ 

第２回（読解）100 点満点 １００ 

第２回（漢字） 50 点満点 ５０ 

第２回（言語） 50 点満点 ー 

漢字 50問テスト（選択式）100 点満点 ７０ 

   ※コロナウィルスの休校の関係で実施回数が１回減少した。 

 《通知表の評価について》 

 

 今回、２学期の途中からＩＣＴを活用し国語の単元テストを実施した。校内では、「読む」、「書く」（文章を書く）

は、タブレットの評価を３学期から評価に加味することとした。「文字を書く」は、今の通常の学級でのあゆみの評

価項目に合わせにくいので、ＳＴＥＰ ＵＰ教室の個別の指導計画等で評価することになった。そのため、通知表の

国語の評価は１学期、２学期、３学期とも変化しなかった。個別の指導計画において行った評価は以下のとおりであ

る。 

    

・その他のエピソード 

            
 感謝の会の招待状をタブレットを活用し作成してくれた。「学習しやすいようにと、たくさん考えてくれてありが

とうございました。」と書かれていて、とても嬉しかった。また、保護者からは、「国語の単元テストを毎回苦手とし

ていたけれど、タブレットを活用することで、とても楽になった。」と本人が伝えてくれたことを教えていただいた。

合わせて、もっとたくさんの子供たちにＩＣＴ活用の支援が進むようになってほしいと今回の研究に理解を示してく

れた。 

・成果・課題とその解決策 
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〇成果 

① ＩＣＴを効果的に活用することで、学習への意欲が高まるなど児童の変容が見られた。 

② 校内で連携することができ、ＩＣＴ活用の実践例となった。 

③ ＩＣＴ機器の知識・技術等が少ないところからのスタートであったが、研修に参加することで 以前よりＩ

ＣＴを活用することができるようになり支援のバリエーションが増えた。 

④ 学校内にある身近なソフトウエア（パワーポイント、エクセル、ワード等）を使って支援することができた。 

⑤ 新しい情報を知ることで刺激になり、学びたいという気持ちが強まり特別支援教育の知識が深まった。 

⑥ DO-IT スクール プログラムの目的に向かって、プロジェクト会議では、階級・各種立場に縛られず、自由

に意見交流、協力等することができてよかった。 

⑦ 「自己決定」、「自己権利擁護（セルフアドボカシー）」の重要性を学ぶことができた。 

 

〇課題とその解決策 

① ＳＴＥＰ ＵＰ教室で児童がＩＣＴ機器を使用した活動を行うためのＩＣＴ機器の確保 

→校内の貸出タブレットを活用していく。 

② 教員の各種アセスメントの検査技術の向上 

→ＳＴＥＰ ＵＰ教室教員を中心に研修を行っていく。 

③ 校内でのＩＣＴ活用への理解浸透 

→校内でのＩＣＴ活用への理解浸透を進めるために、資料等を配布したり、研修を行ったりする。 

④ 評価についての課題 

→「評価」については、国語科単元テストでの得点は上がったが、前述のように１学期、２学期、３学期と

国語の評価（通知表）では変化が見られなかった。その背景に、読み書き障害のある児童を想定した評価の

あり方が検討されていない（含まれていない）ことが考えられた。今後どのように、評価していくか、評価

のあり方等について時間をかけ研究していく。 

⑤ 年度当初、学期当初の計画的なＩＣＴを活用した指導の流れの提示 

→先を見通したＩＣＴ支援計画を立てられるようにしていけるように、教員が指導実践を増やしていく。 

  ※下線部は特記したい項目である。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


