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教科書は読んで理解できる？

まったく読めないわけではありません。
漢字が読めません。読めれば文章を理解できると思います。

対象生徒の情報 読むことについて

テスト勉強はほとんどしませんでした。
教科書眺めても、とても疲れるので、ほとんど読んでいません。

英語はまったく読めないですし。

テスト勉強はどうやって進めているの？

テストの問題文は読めているの？

読めない漢字はとばします。
なんとなく、勘で読んでいることもあります。



自分で書いているノートは、テスト勉強で見直したりしてる？

見ません。見ても、自分の字は汚くて読めないですから。
汚い字なので、周りに見られたくないノートです。

対象生徒の情報 書くことについて

思い出せません。
というより、書くことに精一杯で、話を聞く余裕はありません。

ノートは読めなくても、その時の授業で先生が話していた内容を思い出すことはある？

テストの解答は正しく書くことができているのかな？

わかっていたのに、字を間違って、×になることはあります。

ノートテイクで苦しいところは？

僕は漢字が苦手なので、漢字を書き写すのが苦しいです。



パソコンを使ってノートテイクしたりすると便利みたいだけど、やってみたい？

いや～それは、、、。目立っちゃうのはいやですよ。

対象生徒の情報 PC活用について

それは、田中先生の仕事だから、いいですよ。
僕に教えてくれるんですよね。

大学の先生が学習でのパソコンの活用方法を田中先生に教えてくれる研修があるんだけど、
田中先生が参加してみてもいいかな？

パソコンを活用して学習に参加していく姿を目指した通級指導を進めるからね？

わかりました！

パソコンには興味ある？

興味あります。ユーチューバーとフォートナイトのプロになりたい！



対象生徒の情報



対象生徒の情報

◯中学1年生 男子生徒（発達性読み書き障害）
◯全般的な知的水準は「平均の下から平均」の範囲（WISC-Ⅳ）

＜読むことの苦手さについて＞
◯漢字を正しく読むことが苦手。文章を読むときは、漢字をとばして読んだり、読み方や意味を推測しながら読

むことが多く、内容を正しく理解できないことがある。

⇨STRAW-R（漢字単語音読課題と漢字126語音読課題）の結果から、漢字音読の苦手さが認められる。
◯長文を読むと疲れる。
◯読字速度が遅い。

⇨STRAW-R（音読の流暢性課題）の結果から、読字速度の遅れが認められる。
◯行をとばして読んだり、同じ行を繰り返し読んでしまったりする。
⇨WAVESの結果から、視覚的注意と眼球運動の苦手さが認められる。

＜書くことの苦手さについて＞
◯書字速度が遅い
⇨URAWSSⅡの結果から、書字速度の遅れが認められる。

◯漢字を書くことが苦手。
⇨STRAW-Rの結果から、漢字を書くことの苦手さが認められる。
◯字形が崩れる。

⇨WAVESの結果から、形態知覚や空間知覚、図形構成等の苦手さが認められる。



活動目的

＜ねらい＞

◯学習を進めていく上で、自身に必要となる支援・配慮について理解すること

◯学習を進めていく上で、自身に必要となる支援・配慮について表明していく（相談していく）こと

◯学習を進めていく上で、自身に合った学び方を取り入れて授業やテストに参加していくこと

・実施期間 ⇨2019年6月～3月 約2週間に1度、1時間、個別の指導を計画（全18回）

・実施者 ⇨田中雄三

・実施者と対象生徒の関係 ⇨通級指導教室担当として、通級による指導を実施

・指導では、タブレット型PC（Microsoft Surface Pro）を使用



通級による指導の方向性



指導内容と対象生徒の変化



4月～7月：自己理解を促す

◯読み書きに関するアセスメントを実施 ⇨自身の読み書きの苦手さへの理解を促す



4月～7月：自己理解を促す

◯読み書きの苦手さを補うための方法（支援・配慮）の紹介

◯合理的配慮に関する基礎的な知識を教示
・合理的配慮の目的

・合理的配慮例
・合理的配慮提供のプロセス

苦手さ 支援・配慮／スキルの活用

今すぐにできること

読む

ルビ付きの教科書・問題文の使用
教科書や問題文の拡大
リーディングスリットの使用

テストでの時間延長

書く
手元の情報を書き写す
ワークシートや解答欄の拡大
テストでの時間延長

これからできるようになること
読む 音声教材や読み上げ機能の使用

書く ノートテイクやテストでのPCの使用

本人が担任教師および特別支援教育コーディネーターに相談

ルビ付きの問題文の使用・試験時間の延長・別室受験を実施



9月～1月：①音声教材やPCの読み上げ機能活用の有効性を理解する

①音声教材やPCの読み上げ機能の有効性を判断するために、A・Bを行い、結果を比較する

活動内容 採点（20問中） 活動時間

A 教科書・問題文を読んで、解答する 14問正答 25分

B
デイジー教科書および問題文の読み上げを聴いて、
解答する

20問正答 10分

＜結果＞

◯音声教材を使うことで、文章内容の理解が高まる
◯活動時間が大幅に短縮される

＜主観的評価＞
◯Bの方が負担が軽く、取り組みやすかった。僕にとって、デイジー教科書は効果的だど思う。



◯テスト勉強でデイジー教科書を活用する ＜結果＞

◯デイジー教科書をテスト前の学習に活用した
2教科の得点が最も高かった。

＜主観的評価＞

◯中間テストのときは何をしていいのかわから
ず、教科書を眺めているだけだったので、不

安があった。

◯両親に問題を出してもらいながら、勉強した
ことで、安心感が高まった。

◯デイジー教科書を活用したところ、テスト勉
強の負担がだいぶ軽くなった。

＜課題＞

◯自筆したノートがテスト勉強には活用できな
い（自分の字が読めない）

9月～1月：①音声教材やPCの読み上げ機能活用の有効性を理解する



9月～1月：②音声教材やPCの読み上げ機能の活用方法を理解する

◯デイジー教科書：ダウンロード方法、フォントの変更方法、ルビ設定、読み上げ速度や文字の大きさの調整



9月～1月：②音声教材やPCの読み上げ機能の活用方法を理解する

◯Word Talker：Word文書の読み上げ方法

◯Text To Wav：WEBページ上の文章の読み上げ方法

◯Office Lens：紙媒体や画像上の文章を写真に撮り、イマーシブリーダーを活用して文章を読み上げる方法

教材写真利⽤：https://www.swordart-online.net/



＜ノートテイクの現状＞

◯授業開始から終了までのほとんどの時間をノートテイクに費やしている

◯時間をかけて書き写したノートだが、自身で読み返すことができないため、学習に活用できていない
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本児の活動

聞く時間 書く時間 休憩

9月～1月：③PCを活用したノートテイクの方法を理解する



9月～1月：③PCを活用したノートテイクの方法を理解する

◯One Note：セクションの作成、ページの追加とページタイトルの入力方法、画像や表の挿入方法



9月～1月：③PCを活用したノートテイクの方法を理解する

◯Office Lens：紙媒体のワークシートを写真に撮り、One Noteに貼り付ける方法



9月～1月：③PCを活用したノートテイクの方法を理解する

◯One Note：Surface Penで手書きした文字をテキスト化する方法

※フリック入力だと、他の生徒から「なぜ鉛筆で書かないの？」と言われるかもしれない、、、 ⇨不安

※フリック入力よりも、手書きに近い状況（Surface Penの使用）を生み出すことで、不安の軽減を図る

※Surface Penで手書きした文字は、字形が崩れ、誤認識されることが多かった。時間もかかる。

※Surface Penの活用は（本児には）適していないということがわかった。



9月～1月：③PCを活用したノートテイクの方法を理解する

◯One Note：オンラインビデオを挿入する方法
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◯宿題：課題文章をフリックで入力する

※読めない漢字は読み上げ機能を使い確認する

※開始時刻と終了時刻を記録するため、One Noteの
タイムスタンプを押す

◯始めはフリック入力速度が自筆速度を下回っていたが、
経験を重ねると徐々に入力速度が高まった

◯課題文の文字量を最大50文字程度に調整したところ、
フリック入力速度が安定した。

◯目標値⇨25文字／1分間

9月～1月：④授業やテストでのPC活用スキルを身につける

教材写真利⽤：https://www.swordart-online.net/



2月～3月：①PCを活用して学習参加する

◯動画授業を視聴しながらノートテイクを進める



◯模擬授業を行い、PCでノートテイクを進める

2月～3月：①PCを活用して学習参加する



◯提出課題の作成をPCで仕上げる

◯Xmind：書く内容をまとめる
◯Word：文字入力する・入力した文章を読み上げる

2月～3月：①PCを活用して学習参加する



12月～2月：②PCを活用してテストを受ける

◯PCを活用したテストの予行練習（12月）



12月～2月：②PCを活用してテストを受ける

◯通級指導教室で学習した内容の理解を問うテスト（12月）

字がきれいで見やすいから

読み上げが使えるから

問7 ノートテイクにPCを使うことの利点は？



12月～2月：②PCを活用してテストを受ける

◯在籍校の定期テストでPCを活用する（2月）

＜結果＞

◯問題文の読み上げは、本児の学習理解を正しく評価する上では必要。
◯時間が足りなくなり、前半部分の問題しか解くことができなかった。

＜主観的評価＞

◯フリック入力に時間がかかりすぎてしまった。
◯問題文にルビがあれば、文字入力が楽だったと思う。

◯（読み方がわからなくても）問題用紙から書き写せば済む答えについては、フリックではなく、自筆で解答す
ればよかった。

◯自信があった問題までたどり着かなかったことが悔しい。

＜課題＞

◯問題文にルビをふる必要がある。
◯必要に応じて代筆も可とする。

◯全教科でPC活用できるように、
検討を進めていく必要がある。



12月～2月：②PCを活用してテストを受ける

◯学習内容の理解度を評価する

＋ ＝

実際のテストの点数
29点

残りの問題を解いた点数
32点

全問題に対する理解度
61点



成果と課題



対象生徒の変容① 読むことの困難さ 教科書を読む vs 音声教材を使う

テスト勉強はどうやって取り組んだの？

勉強はほとんどやってません。
教科書眺めても、よくわからないし、英語はまったく読めないし。

デイジー教科書は使えたかな？
取り組みやすさはどうだったかな？

デイジー教科書、使いました！取組やすかったです！
聞く方が、文章内容を理解しやすかったです！

英語のリスニングの点数も高かったし、聞いて学んだ方がいいのかも！

そこに気づいたのなら、授業でも使ってみたら？

いや～、、、、
周りの目が気になります。

なんでPC使ってるの？とかいろいろ言ってくる人が多いと思う。

PC導⼊前

PC導⼊後



対象生徒の変容② 書くことの困難さ 自筆 vs PCを使う

PC導⼊前

PC導⼊後

自分で書いているノートは、テスト勉強で見直したりしてる？

見ません。見ても、自分の字は読めないですから。
見ても意味が分かりません。

ノートは読めなくても、その時の授業で先生が話していた内容を
思い出すことはある？

思い出せません。
というより、書くことに精一杯で、話を聞く余裕はありません。

通級でPCを使ってノートテイクをしてみたけれど、どうだったかな？

取り組みやすかったです！ 漢字を使用できることがうれしい。
自分でも読み返せるし、音声読み上げ機能も使えるし。

時間内に入力ができなければ、黒板を写真に撮って貼り付ける！
ワークシートもデータ化して貼り付ければ、文字入力ができる！

ただ、授業で使うのは、、、周りの目が気になります！



対象生徒の変容③ 受験方法 自力 vs PC活用

PC導⼊前
前期中間

PC導⼊前
前期期末
後期中間

君の言う通り、まったく文章が読めないわけではないよね。
でも、漢字を読むことは苦手だよね。

テストの問題文を読む時はどうしているの？

テストでは、漢字はなんとなく推測して読んだり、
とばして読み進めちゃいますね。

ルビつきの問題文を使ってテストを受けてみたけど、どうだったかな？

ルビがあるのは助かりました！
ルビが無ければ、点数はもっとやばかったかもしれません。

PCの読み上げ機能を使ってテストを受けてみたけれど、どうだったかな？

読み上げは必要ですね！次のテストも使いたいです！
普段は別室で受けているので、周りの目は気になりませんし！

PC活⽤
後期期末

解答入力に時間がかかってしまった！
全部の問題を解くことができなかったことが残念！



指導の成果

※最終的な指導の成果を評価するために、「通級指導教室 期末テスト」（学科・実技）を実施する計画であっ
たが、新型コロナウィルス感染拡大防止のための臨時休校により、実施することができなかった。

◯指導開始当初は、読み書きの苦手さを補うためのPC活用について強く拒否していたが、約1年間の通級による
指導、特にMicrosoft Surface Proを活用した指導により、学習場面でのPC活用スキルを高めた結果、現在
は提出課題の作成やテストにおいてPCを活用していきたいという思いを強くしている。

◯PC活用についての指導を開始する前に、読み書きに関するアセスメントを実施し、対象生徒の教育的ニーズ
を本人・保護者・在籍校教師と共有したこと、また「合理的配慮」に関する制度等の情報を本人へ教示した
こと、更には、1年間の指導方針について本人と合意形成したことは、後の指導効果や本人の自己理解とセル

フアドボカシーを高める上で効果的であったと思われる。

◯自身の心の変化を捉えていく力を育てることの重要性も感じている。支援・配慮が「なぜ必要なのか」につい
て自己理解する過程においては、その支援・配慮により自身の学びが「どう変わるのか」について分析し、支
援・配慮の「価値」を見出していく必要がある。そのために、自身の心の変化に着目することが重要であると

考えている。本報告では一部しか取り上げていないが、全ての指導において、振り返りとしてのセルフモニタ
リング支援を大切にしてきた。そのことが効果的なPDCAサイクルを生み出し、セルフアドボカシーに関する
スキルの向上につながったと考えている。



今後の課題

※在籍校での授業においてPCを使ってノートテイクを進める取り組みは3月に試行する計画としていたが、臨時
休校のため実施することができなかった。

◯対象生徒にとって、授業でのPC活用については、様々なスキルを身に付けた今現在においても、不安な気持
ちが強い状況である。他の生徒から「『なんで君だけPCを使っているの？』と言われそうで、気が重い」と
話していたことがある。文部科学省の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特

別支援教育の推進（報告）」にもあるように、周囲の生徒への理解啓発を図るという点においては、十分な取
り組みができなかったと考えている。在籍校の担任教師や特別支援教育コーディネーターとの連携のもと、通
級指導教室担当の立場からも、周囲の生徒の理解啓発を進めていくための働きかけの検討が今後必要になると

考える。

◯テストでのPC活用については、後期期末テストでの実践を再評価し、改善を図っていくことが必要である。
また、今年度は一部の教科での実施となったが、全ての教科においてPCを活用したテストの実施が進むよう、
在籍校教師との建設的対話を進めていく必要がある。本児の意思を最大限に尊重し、合理的配慮の提供につな

がるよう、在籍校での校内委員会に通級指導教室担当として参加していくことも今後必要になると考える。

◯数式の入力や作図、英単語の入力など、今年度指導を進められなかったPC活用スキルはまだまだ多くあると
感じている。実際の授業において、本児がどのような場面でどのような困難さに直面するのかについて把握す
るためには、通級指導担当者が授業の様子を観察する機会を増やしていく必要があると考える。そして、学習

場面における本人の「困り」に対応した指導を提供できるよう、教材研究に努めていきたい。


