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活動報告書 
報告者氏名：保田 美紗子    所属：川崎市立久本小学校        記録日：令和２年３月２６日   

【対象児（群）の情報】 

・学年 小学６年生 

 

・障害と困難の内容 ADHD、発達性ディスレクシア 

 ①文字想起が遅く、ひらがなや特殊音節で誤記入がある。カタカナ、漢字はほとんど書けない。 

 ②漢字の読みが苦手。 

 ③作文などで何を書いてよいのかわからない。 

 

【活動目的】 

・当初のねらい 

 学校で機器を活用して教科書を読んだり、ノートをとったり、テストを受けたりし、学習に参加できるように

なってほしい。 

読み 音声教科書が本児の持っているタブレットではダウンロードできなかった。教科書の漢字にルビが

あったり、音声で聞いたりすることで、より理解が深めることができる。 

書き 書く代替手段の方法を知り、ノートテイクの方法やテストを受ける方法など、基本的な機器の操作

ができる。 

漢字 漢字の読みがスムーズになることで、本児の読むことへのハードルを下げ、語彙の拡充を図る。 

話す 話型を使って何を話すのか決めることができる。また、話せることになることで書くことへつなげ

ていく。 

 

・実施期間 

 令和１年９月～令和２年２月（６か月） 週１回１時間 

〔本児の通級期間 平成２８年１０月～令和２年２月（３年６か月）〕 

 

・実施者 

 川崎市立久本小学校 通級指導教室 言語 保田 美紗子 

 

・実施者と対象児の関係 

 通級指導教室の担当教員 

 

【活動計画】 

・対象児に配慮を行う前の状況〔６年前期４月～１０月 指導回数１２回〕 
読み 興味をもった本（「あらしのよるに」シリーズや「なぜ？どうして？科学のお話」など）を購入し、

読む様子が見られ、読みに対してのハードルは下がりつつあった。しかし、学校の教科書を読むこ

とはほとんどなく、理由を聞くと「難しいからよくわからない。漢字も読めない。」とのことであ

った。テストはルビありのものを購入してもらうようにお願いしていた。 

書き ６年生の４月より、本児のタブレットを使用し、ノートは黒板の写真を撮るようになっていた。家

で写真をもとに授業内容を話し、授業に参加していることをほめてもらった。撮ることにはすぐに

慣れたため、撮ってきた授業の写真を一つ選び、感想を１，２文程度書く（入力する）ことを行っ

た。フリック入力が一番入力しやすい方法だったが、授業中にノートテイクができるほどの速度は

なかった。代筆するとたくさん話すようになっていたが、フリック入力では文量が少なかった。 

また、テストは記号で答えるものは丸をしたり、読み取りの課題であれば本文に線を引いて矢印

で回答欄までひっぱって回答したりしていたが、記述のものは空欄が多かった。 
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漢字 漢字テストは受けていなかった。文章入力の際、正しい変換を選ぶことができていた。また、「漢

字イラストカード」を活用し、４年生までの漢字を読むことができるようになっていた。 

話す やりとりは問題ない。５W１Hなどの話型を使うことで整理して話せるようになってきていた。 
 
・具体的な活動の計画 
・Windowsの OneNoteを活用して学校でノート提出やテストを提出していきたい。 

・音声教科書を活用して、教科書を読めるようにしたい。 
  

 学校 通級 

読み ・マルチメディアデイジー教科書（音声教科書）で、

総ルビ機能を活用し、漢字にルビをふることで読め

る言葉を増やすと共に内容理解を深める。 

・テストをルビありのものに変え、自力で読み解く。 

・興味のある事柄の文を読み、大意をつかむこ

とができる。 

書き ・写真を活用して黒板の文字などを写し、書くこと

への負担を軽減する。 

・OneNoteを活用したノートテイクをし、担任の先

生とノートを共有する。 

・OneNoteを使ったテストを担任の先生へデータも

しくは印刷して共有する。 

・フリック入力に慣れるため、感想や要約など

話したことを入力して記録することができる。 

漢字 ・漢字テストは OneNoteを使い、正しい漢字を入力

できれば丸をもらえるようにする。 

 

・「漢字イラストカード」（学研教育出版）を活

用し、漢字のもつ意味やその熟語の意味を知り、

５、６年の漢字を読むことができる。 

話す ・授業に参加し、自分の意見を発言する。 

 

・話型を使うことで何を話したらよいのか明確

にし、文章で話すことができる。 

・話せるようになることで、短い作文を入力し

て書くことができる。 

 

・アセスメントなどのエビデンスをどのように取得するか 
認知 ・WISC-Ⅳ 

・KABC‐Ⅱ 

読み ・ひらがな、カタカナの４６字の読み 

・ELC 

・LCSA（音読、読解） 

・Reyの複雑図形模写課題（再認課題） 

書き ・ひらがな、カタカナの４６字の書き 

・１年生の漢字 

・ひらがな聴写テスト（特殊音節の書き） 

・Reyの複雑図形模写課題 

話す ・PVT-R（語彙） 

・LCSA（語彙、表現） 
 
・学校で作成している個別の指導計画 
保護者からの主訴 

・自分に合った方法で読み書きの力を高めたい。 

・言葉の使い方を考えられるようになってほしい。 

 

ひらがな、

カタカナ

の書きの

様子。 
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主訴に対する見立て 

音韻操作課題に落ち込みが見られ、デコーディングも時間がかかっていることから、読みはやや苦手である。

形の再認は平均並みにできており、漢字が読めるのではないかと思われる。模写は難しく、手を使った再生

に課題があると思われる。書きに関しては、写すことさえも難しさがあるため、機器を活用していく。語彙

力はあり、口頭指示理解や聞き取りが平均域であることから話を聞いて理解する力はあると思われる。 WMI

が低いが、絵や意味と絡めて覚えることは得意なのでそこを生かして漢字の読みや文章の読みの力を伸ばし

ていきたい。検査中に早合点が多く、後から修正する様子が何度か見られた。会話でも時折、こちらの意図

とはずれた返答をすることがあり、単語や内容から自分なりに解釈して答える様子が見られる。衝動的に動

いたり発言したりするのは ADHD の特徴ではないかと思われる。話のまとまりのなさは、WMIの低さや ADHD の

衝動性などから話がとんでしまい、うまくまとめられないのではないか。 

長期目標      

① 自分に合った学習方法で学習をすすめることができる。（学校） 

② 自分の気持ちを素直に表現できるようになる。（学校） 

③ 読んで文の内容を理解することができる。（通級） 

④ 機器を活用しながら自分の意見を整理し、簡潔にまとめて書くことができる。（通級） 

⑤ 漢字を読むことができる。（通級） 

 

【活動内容と対象児の変化】 

・対象児の事前の状況〔６年前期４月～１０月〕 
学校での前期目標 学校での支援(合理的配慮を含む) 学校での前期評価等 

①書くことを補うための自

分に合った学習方法を使う

ことができる。 

②簡単な日記やメモをとる

ことができる。 

②周囲の人からの支援を受

けてもよいことを知ること

ができる。 

 

 

・自分の状態を担任と一緒に考え

ていくことで、客観的に自分を振

り返られるようにする。 

・結果ではなく、できたところま

での頑張りを褒める。 

 

 

・タブレットでは、メモを取ったり写真を

撮影したりするなどの活用方法が見られ

た。普段の授業で書くことに代わる手段と

して大いに機能している。 

・周囲からの支援に対して拒む態度が徐々

に見られなくなってきている。柔らかい表

情が多く見られた。 

・今後は、教師が子どものノートを見て評

価するように、タブレットで学習したデー

タを、担任がスムーズに評価に活用できる

ような体制を整えていくことが必要だと

思われる。 

通級での前期目標 通級での指導 通級での前期評価等 

③簡単な文章を読んで内容

を理解することができる。 

 

④機器の使い方を知り、写

真や文字入力で表現するこ

とができる。 

 

 

 

⑤５年生までの漢字を読む

ことができる。 

③文章を読んで、タブレットで感

想や要約を書くことができる。 

・科学の本（５・６年） 

④タブレットで写真に線を引いた

り、メモしたり、読み上げたりす

る方法を知る。 

・タブレット（カメラ・メモ機能） 

・音声教科書 

⑤イラストでイメージや熟語の意

味を知りながら漢字を読む。 

・イラスト漢字（５年） 

・熟語の意味 

・科学の本は興味をもって読むことができ

た。自分の考えや感想、書かれていた内容

などをタブレットにフリック入力するこ

とができた。タブレットの使用方法はすぐ

に覚えて、使いこなすことができるように

なってきた。 

・漢字を読むだけでなく、語義説明をした

り、漢字や言葉の意味を想像したりしなが

ら取り組むことができた。５年生の漢字は

読むことができるようになった。 

・今後、授業中にできるノートの取り方や、

まとめ方を音声入力や手書き入力方法、読
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み上げ機能などを活用しながら伝えてい

きたい。また、テストは現在ペーパーテス

トで受けているが、パソコンを使って受け

る方法を模索していきたい。 
 

・活動の具体的内容〔６年 後期１０月～２月 個別指導回数８回、グループ指導２回〕 

＜読み＞ 

学校 通級 

・マルチメディアデイジー教科書の総ルビで読む。 

 

 

 

 

・テストはルビありのものを使用。 

・興味のある「なぜ？どうして？科学のお話 ６年

生」（学研教育出版）でルビ有りの文を読み、大意

をつかむ。 

 

 

＜書き＞ 

学校 通級 

・写真を活用して黒板の文字などを写し、書くことへの負担を

軽減する。→家で授業内容を話したり、感想を入力したりする。 

 
・OneNoteを活用したノートテイクをし、担任の先生とノート

を共有する。 

・短い文をフリック入力して書くことがで

きる。 

・音声入力して書くことができる。 

 

 

 

 

 

・作った料理のレシピを作成してくる。（宿

題） 

背景は黒、文字は黄色、 

ルビは緑が読みやすい。 

!
紅
茶
$
%
&
'
(
) 

!
*
+
*
,
-
.
赤
0
$
(
等
)
読
3
題

材
,
自
分
8
選
択
;
<
= 

  

（音声入力）日曜日に

家族全員でららぽー

とに行くことになっ

たんですけど… 
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・OneNoteを使ったテストを担任の先生へデータもしくは印刷

で共有する。 

  ⇓ 
本人の意思で書くようになった。 

 

 

 

 

＜漢字＞ 

学校 通級 

・漢字テストは OneNoteを使って受ける。 

 

 

 

 

 

・「漢字イラストカード」（かもがわ出版）を活用し、

漢字のもつ意味やその熟語の意味を知り、読むことが

できるようになる。 

 

 

 

＜話す→書くにつなげる＞ 

学校 通級 

・授業に参加し、自分の意見を発言することができる。 

・考えを話して整理して書く。 

 
 

・話型を使うことで何を話したらよいのか明確にし、

単語ではなく、文章で話すように促す。 

  

 

 

 

 

 

・話せるようになることで、短い作文を入力して書く

ことができる。 

漢字は正しい字を入力（選択）できればよ

いことにしてもらった。 

今まで空欄が多かったが、埋め

るようになった。 

読み誤った漢字は短文を

作ることで言葉の意味や

漢字のもつ意味を考える

きっかけにした。 

話型・「５W1H」 

  ・「はじめ、次に、それから、最後に」 

  ・「わかったこと＋感想」 

  ・「理由は、～だからです。」 

                   など 

 

何を書いてよいかわからなかった卒業文集も話

すことで内容が決まり、書くことができた。 
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・対象児の事後の変化〔６年 後期１０月～２月 個別指導回数８回、グループ指導２回〕 

 

学校での後期目標 学校での支援(合理的配慮を含む) 学校での後期評価等 

①書くことを補うための自

分に合った学習方法を使う

ことができる。 

②簡単な日記やメモをとる

ことができる。 

②周囲の人からの支援を受

けてもよいことを知ること

ができる。 

 

・自分の状態を担任と一緒に考えてい

くことで、客観的に自分を振り返られ

るようにする。 

・結果ではなく、できたところまでの

頑張りを褒める。 

・テストや評価の方法を模索していく。 

①②タブレットを使用して学習する

ことで、書く負担を減らし、意欲的に

学習に取り組むことができた。メモや

板書の写真を撮るなど、簡単な操作は

できている。 

②支援が必要な場面では、自分から頼

むことができるようになってきた。 

・タブレットを使って学習に取り組む

ことは継続していく必要がある。今後

は、教師が子どものノートを見て評価

するように、タブレットで学習したデ

ータを、中学校でも、スムーズに評価

に活用できるような体制を整えてい

くことが必要だと思われる。本人のタ

ブレットと学校のネットワークをう

まく連携させることが課題である。 

通級での後期目標 通級での指導 通級での後期評価等 

④簡単な文章を読んで内容

を理解することができる。 

⑤機器の使い方を知り、

様々な方法で記録したり表

現したりすることができ

る。 

⑥６年生の漢字を読むこと

ができる。 

④文章を読んで、タブレットで感想や

要約を書くことができる。 

・科学の本（５・６年） 

・感想の書き方 

⑤ノートの取り方やテストの受け方な

どを知り、表現の幅を広げる。 

・ONE NOTE（ノート・テストの受け方） 

・音声教科書 

⑥イラストでイメージや熟語の意味を

知りながら漢字を読む。 

・イラスト漢字（６年）  

・熟語の意味 

・科学の本は、一度読むだけで文の内

容把握ができていた。読んでわかった

ことや感想を音声入力やフリック入

力で短くまとめることができた。 

・ ONE NOTEを使ってテストの受け

方やノートの取り方を伝え、学校で実

践することができた。 

・6年生の漢字を読むことができるよ

うになった。訓読みで読めることが多

くなり、漢字のもつ意味をよく捉えら

れていた。 

・この 3年間、障壁となっている「読

み書き」をどう楽にしていくかを考え

て指導してきた。漢字は、意味付けし

たり、イメージをもったりすることで

読めるようになった。文の読解も漢字

にルビがふられていたり、絵があった

りすることで理解することができて

いた。また、機器を活用することで、

文章が書けるようになった。中学校に

進学しても、自分の学びやすい方法を

その都度選択しながら学びを深めて

いってほしい。 
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【報告者の気づきとエビデンス】 

 学校 通級 

読み ・マルチメディアデイジー教科書（音声教科書）で、

総ルビ機能を活用し、漢字にルビをふることで読み

進める姿が見られた。 

・テストをルビありのものに変えた。テストを受け

ようとする意識が芽生えてきた。 

・興味のある事柄の文を読み、大意をつかむこ

とができた。質問に対して文を読み返して回答

する様子が見られ、どの文にどのような内容が

書かれているかがわかっていた。また、面倒く

さがらずに読み返せていること、その行為が正

しい回答を導き出せていることを本児に伝え、

自覚できるようにした。 

書き ・写真を活用して黒板の文字などを写し、書くこと

への負担を軽減することができた。 

・OneNoteを活用したノートテイクをすることもあ

ったが、毎授業取り組むことは難しかった。内容が

途中で終わってしまうことも多く、集中がもたない

ことや途中であきらめてしまうこと、はじめから取

り組まないこともあった。先生とノートを共有する

には、ネットワークや機器の問題があるため、中学

校では、印刷をしていく予定だそうだ。 

・話せるようになることで、短い作文を入力す

ることができるようになり、入力スピードも高

まってきている。フリック入力に慣れつつある

が、今後はより早くなることが望ましい。 

漢字 ・漢字テストは OneNoteを使い、正しい漢字を入力

できたが、時間切れのこともあった。テスト時間の

延長もあるが、集中の課題もあるため、入力速度を

高めていくとよいと思われる。 

・「漢字イラストカード」（かもがわ出版）を活

用し、漢字のもつ意味やその熟語の意味を知り、

６年生までの漢字を読むことができるようにな

った。意味をもつ訓読みでの読み方ができてい

た。複数の読み方まではできなかったが、漢字

の意味から予想をつけて読む様子が見られるよ

うになった。 

話す ・授業に参加することが増え、自分の意見を発言す

ることができた。 

 

・話型を使うことで何を話したらよいのか明確

にし、文章で話せるようになった。 

・話せるようになることで、短い作文を入力し

て書くことにつなげることができた。 

 

 

・課題とその解消策 

・手書きよりはフリック入力の方が書きやすいと感じていたようであるが、まだまだ入力速度は遅い。ゲームア

プリ等を利用してより入力速度を高めていけば授業へのノートやテストなどに活用していけると思われる。 

・思考を整理するマインドマップなどは、本児が話型を使うことで話せるようになっていたことと、入力するこ

とを嫌がったため活用しなかったが、今後は一人で考えていく際により良いツールになると思われる。 

・機器を用いることで授業に参加する機会が増えてきたが、まだまだ書く量や内容の充実を図っていく必要があ

る。言葉での表現を豊かにしていくためにも読書やニュースなどを通して日常から文に触れていき、入力速度を

上げていくことで、より表現力を高めていけるとよいと思われる。また、未習得の学習への積み上げも必要であ

る。中学校から支援級に在籍する予定のため、そこで積み上げていくことで、より授業への理解度を高めていっ

てほしい。 

 


