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第１章 事業について 

 

1 事業趣旨     

 障がいのある児童生徒が、将来の自立と社会参加に向けた学びの充実を図るためには、

障がいの状態や特性等を踏まえた教材を効果的に活用し、適切な指導を行うことが必要

である。また、各学校における必要な教材の整備、新たな教材の開発、既存の教材を含

めた教材の情報収集に加え、教員がこれらの教材を活用して適切な指導を行うための体

制整備の充実が求められている。 

 従前より、大阪市では特別支援学級在籍児童を含め学習上困難のある支援の必要な児童

が、通常学級で学びあう「交流及び共同学習」の基盤があり、教室や学校内でのユニバーサ

ルデザイン化の取組が進んでいる。 

大阪市では、平成 27年４月から、教育委員会の特別支援教育担当部署である「特別支援

教育担当」を「インクルーシブ教育推進担当」と名称変更し、本市の基本的方向である「共

に学び、共に育ち、共に生きる」教育をさらに充実・深化すべく事業を推進している。 

本市の「全国学力・学習状況調査」で、小学校においては、B問題における「読むこと・

話すこと」に関して平均正答率において全国平均との差がある。小学校低学年段階での読む

こと、話すことに対するつまずきが、改善されてない状況であり、平均正答率の低さに影響

している可能性がある。学力向上のためには、言語活動の基礎・基本となるひらがな、カタ

カナを読み書きできる力が備わっている必要があるとともに、数概念や基礎計算能力の向

上が、国語科、算数科のみでなく、他教科の理解にも肯定的な影響を与えられると考えられ

る。 

新しい学習指導要領では、「通常の学級においても、発達障害を含む障害のある児童（生

徒）が在籍している可能性があることを前提に、全ての教科等において、一人一人の教育的

ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう、障害種別の指導の工夫のみならず、各

教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意図、手立てを明確

にすることが重要である。」としている。そして、学習指導要領解説の全ての教科において、

困難さに応じた指導の工夫を示している。 

これまで以上に通常学級において、「だれもがわかる・できる」授業の工夫が求められて

いる。 

 

２ 事業目的                     

 平成 29年度本事業の委託を受け、国語では、長音、拗音、促音、撥音の特殊音節が表記

できること、読むことができること、文字に関する事項として基礎的なひらがな、カタカナ

の習得をめざすこと。算数では、数概念の理解（大小を比較できること、数の配列を理解し

ていること）、基礎的な計算を正確かつスムーズに解くことを低学年、中学年において徹底

的に繰り返し学習することによって、定着をはかることをめざした。 
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国語、算数とも、スクリーニングテストとプログレスモニタリングテストの簡易検査を使

用し、学習効果を測定する指標とした。検査実施後、通常学級を中心とした一斉指導を行い、

学習効果について検証した。必要な児童には集中して支援を提供する等指導方法について

は、十分な実践ができなかったため、平成 30年度の課題とした。 

 

３ 指定校選定理由 

① 大阪市立東淡路小学校 

平成 21、22、23、25 年度は本市「発達障がい支援体制モデル研究実施校」として、

発達障がいを視野にいれた校内体制の構築に努めた。校内委員会を全職員参加で、月に一度

行い、児童の実態把握や情報交換を行った。教育委員会からは、学期に１度指導主事等が訪

問を実施し、教職員の疑問や課題に対して指導・助言を実施した。平成 25 年度以降は、通

常学級で行う授業のユニバーサルデザイン化に着目し、全ての学年、学級で「わかる授業」

をめざした指導・支援について校内研修会等を開催し、その実践を広げている。 

特別支援学級コーディネーターを複数名指名し、学級担任と特別支援学級担任の視点か

ら、できるだけ早期に適切な支援ができるよう校内支援体制を構築しようとしている。 

また、大阪市教育委員会では、本市のインクルーシブ教育システム構築のために、独自

事業として、障がいのある児童生徒の指導・支援に関わり指導場面での実践的なアドバイ

スを行い、教員資格を有する「インクルーシブ教育推進スタッフ」を平成 27 年度から、

市内の小学校、中学校にモデル校として配置してきた。平成 2９年度は小学校 13 校、中

学校 6校を拠点校としてスタッフを配置し、「特別支援教育サポーター（特別支援教育支援

員）への研修および助言等の実施、特別支援教育担当教員への支援、関係機関との連絡・

調整等を行い、校内における特別支援教育の質的向上を図る」よう努めてきた。東淡路小

学校は、その内の１校であり、本市の特別支援教育を進める拠点校である。 

 現在、特別支援学級は３学級であり、従前より、特別支援学級と通常学級の交流及び共同

学習にも継続して取り組んでおり、毎年その実践を紀要にとりまとめ、広く周知していると

ころである。  

 校内の研究体制も整備され、各教科、領域に関する研究授業を実施している。所属教員は

少なくとも年に１度は研究授業をすることになっており、校内・校外での授業力向上のため

研鑽している。 

 

② 大阪市立すみれ小学校 

平成 27.・28年度大阪教育大学野田航准教授の基礎学力支援研究に協力している。 

平成 27 年度は２年生と５年生が「算数チャレンジ」（調査用紙）に取り組み、平成 28

年度には１～６年まで全学年が取り組んでいる。本事業を受嘱することにより、４年間分の

調査データから、発達障がいの可能性のある児童にはどのような指導法、発問が有効かを調

査・分析・実践が可能である。 
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在籍児童の多くは、これまでに「算数チャレンジ」を経験しており、「もっとやりたい」

「次いつやるの？」といった声も多く聞かれ、取組を積極的に受け入れることができている。 

 

４ 指定校での事業内容の概略          

 通常学級において発達障がいの可能性のある児童が、国語と算数において学習上のつ

まずくポイントを明らかにし、効果的な教科指導の方向性について研究する。 

読み・書き・計算の基礎的・基本的な知識・技能は、小学校低学年や中学年において

体験的な理解や繰り返し学習を重視するなど、発達段階に応じて徹底して習得すること

が求められている。 

 国語では、長音、拗音、促音、撥音の特殊音節の表記、読みができること、文字に関

する事項として基礎的なひらがな、カタカナの読み書きと使い方が確実にできることが

あげられる。算数では、数概念の理解（大小を比較できること、数の配列を理解してい

ること）、基礎的な計算を正確かつスムーズに解けることがあげられる。 

 これらについて、低学年の早い段階で学習上で困難のある児童を見つけ、早期に適切

な指導・支援を実施する。また、その効果について検討し、必要な児童には集中して支

援を提供する等指導方法、指導時間、指導体制などを学校組織として体系的にモデル事

例としてできるよう検討・構築する。 

 教科教育スーパーバイザー（大学教員）から担当教員が直接的にアドバイスを受ける。 

特に小学校低学年の国語科における読み書き困難のある児童の困難さ克服のため、実態

把握に基づいた指導内容・指導方法を示し、その実践事例を整理、蓄積し、報告書にま

とめるとともに、HPにより周知・公開する。 

 

５ 実施内容・方法                

（１）教育委員会における実施内容 

教育委員会は、教科教育スーパーバイザー（大学教員）と協働し、研究指定校への

助言を行う。進捗状況を常に確認するとともに、実践事例が、学校組織としての指導

モデルとなり、他校にも汎化できるよう支援する。（図１、図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 研究体制図 
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  図２ 研究の役割 

 

（２）指定校における取組内容  

①〔指定校名：大阪市立東淡路小学校 〕 

①  研究を実施する教科  国語 

②  目的・目標・取組概要 

小学校低学年で多くみられる特殊音節（拗音・促音・長音・撥音）の表記や読みのつまず

きについて、簡便なアセスメントツールである「かな 10単語聴写テスト」の結果により、

個人の誤りの傾向を分析し、児童に対する指導･支援を実施した。 

指導については、教科教育スーパーバイザー（大学教員）と協働し、①学級担任ができる

支援、②学校としての支援（時間、場所）、③通級指導教室の連携といった３つの観点から

研究を行う。学級担任ができる支援としては、「音韻の指導」、「音記号カードの指導」、「絵

カードでの指導」、「文字をまとまりで区切る指導」などを実施する。教科教育サポーターを

派遣し、学級担任の負担軽減に資するよう、採点業務、印刷業務、教材作成業務等のサポー

トを行った。 

定期的に効果を集計、分析するとともに、エビデンスから好事例の蓄積を行い、組織的な

取組として、他校に汎化させる。 

平成 30年度は、中学年における漢字指導の取組も実施した。 

学校 

専門家 教育委員会 

 

 

・インクルーシブ教育推進担当・・・

事業全体の管理

派遣スタッフとの日程調整

進捗管理

報告書原稿作成

他部署との調整

物品購入

 

・教科教育アドバイザー・・・大学准教授

発達障がいの専門家

スクリーニングテストの指導

その後の効果的な指導・支援

のアドバイス

・教科教育サポーター・・・大学院生、研究生など

スクリーニングテストの採点業務

担当教員の授業の支援

支援の必要な児童の支援
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  【かな 10単語聴写テスト】 

 

②〔指定校名：大阪市立すみれ小学校 〕 

①  研究を実施する教科 算数 

②  目的・目標・取組概要 

通常学級において算数の基礎（数概念、計算）で困難のある児童を把握するため、アセス

メントツールである「さんすうチャレンジ」を使用し、児童の困難さの状態を把握する。「さ

んすうチャレンジ」によるアセスメントは、将来に算数領域に困難を抱える児童のスクリー

ニングに利用できることがこれまでの研究から明らかになっている（野田, 2016）。組織的

な階層的支援を実施するために、第１層（通常の授業で伸びがみられる）～第３層（集中的

な指導が必要）に分け、階層に応じた効果的な指導を実施した。 

「さんすうチャレンジ」は①数字の大小、②数列理解、③計算の３つの課題から構成され

ている。各課題は１分でできる簡易検査である。 

指導については、教科教育スーパーバイザー（大学教員）と協働・連携し、指導効果を把

握するため、モニタリングを実施。学習の伸びが低い児童に対しては、指導の集中など指導

方法と内容を検討し変更する。教科教育サポーターを派遣し、学級担任の負担軽減に資する

よう、採点業務、印刷業務、教材作成業務等のサポートを行った。 

 エビデンスを検証し、他校に汎化できるよう検討した。 

 【さんすうチャレンジ】 
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第２章 １・2 年生のひらがな・カタカナ学習の取組について 

 
１ はじめに 

ひらがなの読み書きは、小学 1 年から指導が始まり、１年の１学期に終了する。そ

の後、特別な時間を設定して指導されることは少なく、習熟が十分でない児童は読み書

きで困難を示すことが考えられる。カタカナの読み書きは、1 年 2 学期以降、授業の

中で随時指導されるが、ひらがな指導に比べて指導時間が少ないという課題が指摘され

ている。そのため２年児童には「カタカナ文字が書けない」という誤りが多い。また、

カタカナ文字は、漢字の部首になったり漢字の一部に含まれたりするため、カタカナ文

字が書けない場合、漢字の書字困難につながる可能性が高い。これらのことから、ひら

がな・カタカナの学習の習熟は低学年児童における重要な学習課題であるといえる。 

 

（１）通常学級におけるかな読み書きへの早期対応の必要性 

読み書き困難な児童は、本人や家庭のニーズが示されなければ、支援開始の時期が遅

くなったり、場合によっては、卒業まで支援を受けずに過ごしたりすることがある。ま

た、国語の学習にとどまらず、他の教科を含めた学力全体に影響する可能性もあること

は言うまでもない。読み書き困難に対して、早期に適切な対応が行われないと、不登校

など二次的な課題が起こるケースもある。何よりも児童生徒本人が自己の課題を理解で

きず、低い自己評価に苦しむことがよく見られる。 

これらの問題への対応として、通級指導教室に入室し個別指導を受けるという支援が

行われる。しかし、読み書き困難に対する保護者の理解の遅れや通級指導教室の利用へ

の躊躇により、支援開始が遅れがちになることが多い。その中で、児童の読み書き困難

に対して早期に対応するためには、通常学級で、ひらがな・カタカナの読み書きの力を

つけることがまず求められる。通常学級において、読み書きの習熟状況を適切に評価し、

実態に応じた支援を行うことが必要となる。言い換えると、個別指導を行う前に、まず

学級全体の授業の中で個々の誤りに応じた指導をすることが大切である。 

 

（２）読み書き困難の要因について 

①児童個人の要因について 

読み書き困難の要因は多様である。読み書きに必要な力として、「音韻認識」「語い力」

「構文」「字形の認知」「巧緻運動」「目と手の協応」「姿勢保持」「集中力」「記憶」等が

挙げられる。これらの能力の発達は個人差が大きく、読み書き困難の「個人要因」と考

えられる。ＬＤ等の発達障がい児についてもＷＩＳＣ等の結果から、情報処理能力にお

ける個人内差が指摘されている。 

これらの「個人要因」は、児童の読み書きの誤りに反映される。例えば、特殊音節の

促音を含む単語（「かけっこ」）を聴写させると、①「かけこ」、②「かっけこ」、③「か
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けッこ」、④「か○っこ（○は「け」の鏡文字）」のような誤りが見られる。「聴写」と

は「聞いて書く」という情報処理によって行われる。これらの解答はいずれも「0 点」

とされるが、4 つとも誤っているところは異なり、情報処理の課題も違う。当然、支援

の方法も異なってくる。これらの誤りを適切に把握し、誤りにあった支援方法が求めら

れるのである。したがって、教員は読み書きの誤りを的確に評価するスキルが必要とな

る。読み書きの誤りが的確に把握されると、それに応じた指導を計画することはそれほ

ど困難なことではない。 

②指導側の要因について 

「個人要因」に対して、「指導要因」が合わせて考えられる。「指導要因」としては、

1 点目に、評価方法が挙げられる。学級で使用できる簡便な読み書きアセスメントが少

なく十分に用いられていないことである。学級でのかな読み書きの評価は、学級児童全

員が対象となる。また、短時間で実施でき、担任教員がテストできるものでなければな

らない。このように通常学級で簡便に使用されるテストがまず求められる。 

2 点目として、アセスメント結果に対応した指導方法が用いられているかどうかとい

う点である。通常学級や通級指導教室でよく行われている指導方法に、「プリント学習」

がある。「プリント学習」は教材が手軽に入手でき、多くの児童に用いることができる。

しかし、個人の誤りに対応したプリントが使用されていないことがある。また、プリン

ト学習で児童が正しく解答できない場合、どのような指導方法を用いて学習の困難を改

善するかが十分検討されずに使用されることも多い。読み書き困難改善の指導方法を、

通常学級の担任がよく理解し、授業で実施できることが必要となる。 

３点目として、教員の指導経験の差が大きいことが挙げられる。現在、小学校では経

験の短い教員が多くなり、ベテラン教員が退職によって減少している。そのため、経験

の短い教員が児童の間違いやすい個所を十分理解できていなかったり、学習のポイント

を適切に繰り返して指導しなかったりする可能性がある。こうした教員の指導経験の差

を埋める工夫が必要になる。 

４点目に、指導形態の課題が挙げられる。学校では、通常学級での授業における全体

指導、昼休みや放課後の少人数指導、通級指導教室における個別指導等の指導場面が考

えらえる。しかし、これらが同時並行的に行われるのではその効果が少ないといえる。

まず、通常学級の授業における全体指導が第一段階として行われ、十分な成果が認めら

れない場合は、昼休みや放課後等での少人数指導、通級指導教室における個別指導学習

の段階に進むような多層的学習構成が必要になる。 

 

（３）読み書き困難の指導の方向性について 

これまで述べた「個人要因」と「指導要因」を克服する対応は、特異的な読み書き困

難児童（ＬＤ児等）だけに当てはまるものではない。むしろ、学級全員の児童が、読み

書きに困難を示さないよう、早期の対応として求められるものである。そのため、通常
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学級の授業における全体指導が第一段階として行われる必要がある。しかし、全体指導

だけでは十分な成果が認められない児童がいると考えられ、その中には特異的な読み書

き困難児童（ＬＤ児等）が含まれることが予測される。その場合は、第二段階、第三段

階となる、昼休みや放課後等での少人数指導、通級指導教室における個別指導に進み、

より適切な指導を受けられるシステムが必要となる。 

以上の方向性をふまえ、本研究では、読み書き困難な児童に対して第一段階の指導と

して行われる、通常学級の授業をとりあげる。学級全員の児童をアセスメントし、読み

書きの課題を把握するとともに、誤りに応じた支援を授業の中で早期に行うことをねら

いとする。そのためには、①通常学級で実施できる読み書きアセスメントの使用と評価

の検討、②通常学級における効果的な一斉指導の検討、③支援の必要な児童への指導方

法の検討、④学校全体の指導体制の検討が課題といえる。本研究では、以上４点の課題

を検討したい。 

 

２ 研究目的 

本研究の目的として、次の４点を設定した。 

①１・２年児童がひらがな、カタカナ表記の習得ができることを目標とする。特に、長

音、拗音、促音、撥音等の特殊音節の読み書きができることをねらう。 

②通常学級で簡便に実施できる読み書きテストを用い、支援方針の決定や学習効果を測

定するためのテストとしての有用性について検討を行う。 

③読み書きテスト結果に基づき、通常学級における授業の中で一斉指導を行い、その学

習効果について検討する。 

④支援の必要な児童への指導方法、指導体制について検討する。 

 

３ 研究方法 

（１）かな１０単語聴写テストの概要 

本研究では、吹田市立教育センター（2005）で作成された「かな 10単語聴写テ

スト」を用いた。「かな 10 単語聴写テスト」の長所として、後段表１の 5 点が考

えられる。まず、テストの内容が、児童の読み書きの学習内容と関連していることが

あげられる。そのため、授業中に学級担任が実施することができる。対象はＬＤ児等

だけに限らず、学級の児童全員をテストすることができ、学級児童全員の読み書き学

習を支援することが目的とされている。また、授業内容と関連したテストであるため、

標準化された心理検査と違い、テストをする際に保護者の了解を得る必要はない。テ

ストから得られた結果から、個人・学級の目標が明らかになるため、個別の指導計画

が導きやすくなるとともに、学級の指導目標が明確になる。 
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表１ かな 10 単語聴写テスト」の長所 

１ 学習内容と関連している 

２ 学級の児童全員をテストできる 

３ 学級担任がテストできる 

４ 保護者の了解を必要としない 

５ 個別の指導計画を導きやすい 

   

 

（２）かな 10 単語聴写テストの内容  

①かな 10 単語聴写テストのテスト問題 

かな文字の読み書きは情報処理過程から、視写（文字を見て書く）、聴写（ことばを

聞いて書く）、読み（文字を見て読む）の３過程が考えられる。この中で、児童にとっ

て最も困難な読み書き処理過程は、「聴写」である（森田 1993）。聴写の「聞いて書

く」プロセスには、「文字の形の理解」、「手指や姿勢の機能」「音韻認識」「音と文字の

一致」など、読み書きの基本となる機能が含まれている。そのため、聴写が可能になる

ことは、かな書字の基本的習得につながると考えられる。聴写する場合、単文字、単語

（有意味語・無意味語）、文などの対象があるが、「かな 10単語聴写テスト」では、通

常学級で児童全員に検査が可能であること、音と文字の一致・書字などの多様な情報処

理過程を含んでいることから、「単語聴写」をテスト方法として用いている。 

評価する文字は、ひらがなとカタカナである。検査に用いる単語数は、ひらがなとカ

タカナともに 10 単語である。この単語数なら通常学級でも、10 分ほどの短時間でテ

ストすることが可能となる。集中時間が短い子どもたちへの配慮がされている。10 単

語には、清音の他に、児童が間違いやすい特殊音節（長音・拗音・促音・拗長音・拗促

音・撥音）や濁音・半濁音が含まれている。また、用いられている単語は、日常的に児

童がよく知っていて、なじみのある単語で構成されている。テストに用いる単語は図３、

４に示した。 

 

②かな 10 単語聴写テストの手順 

テスト用具は、児童が聞いた言葉を書き取るために、Ｂ５の記入用紙を使用する。 

検査の手順は次のように設定されている。 

（ア）検査を始める前に子どもたちに、次のように指示する。「先生が言うことばをよ

く聞いてひらがなで、書いてください」。カタカナテストのときは、「カタカナで」

と言う。 

（イ）「ひらがなの文字を思い出せないときには、「○（丸印）」をつけ、その文字を抜

かして書きます。」と指示する。 
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（ウ）指示が終わると、ゆっくりと正確な発音で、単語を 2 回ずつ読む。「め・が・ね」

のように一音一音切らずに続けて読む。 

（エ）全員の子どもが書き終わるのを確認して次の単語を読む。 

（オ）消しゴムは使わない。間違ったときは、間違った文字の上に斜線を引いて、横に

新しく書く。 

（カ）10 単語の聴写を終了した後、もう一度、「１番、めがね、２番、ぺんぎん」と

いうように全問を通して読む。 

 

10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

し
ょ
う
ぼ
う
し
ゃ 

し
ょ
っ
き 

き
ゅ
う
り 

し
ゅ
く
だ
い 

お
と
う
さ
ん 

ふ
う
せ
ん 

か
け
っ
こ 

き
っ
ぷ 

ぺ
ん
ぎ
ん 

め
が
ね 

 

図３ ひらがな 10 単語聴写テストの 10 単語 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ カタカナ 10 単語聴写テストの 10 単語 

 

 ③ 採点と解釈 

採点は、全問正解を 10点満点とし、１問間違うごとに－１点とする。 

学級全員の得点を出したのち、表２のような一覧表にまとめる。表の縦軸は児童の出

席番号、横軸は 10 単語が示されている。一覧表作成の手順は以下の（ア）から（オ）

に示した。 

（ア）児童が正解した単語は無記入とする。誤答の場合は、児童が誤った単語をそのま

ま記入する。想起できなかった文字は「○（丸印）」を記入する。字形の誤りは

「☆（星印）」を記入する。 

（イ）「単語ごとの誤答数合計」を記入する。 

10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク 

ソ
ー
セ
ー
ジ 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ 

サ
ッ
カ
ー 

パ
ジ
ャ
マ 

コ
ロ
ッ
ケ 

ペ
ン
ギ
ン 

ミ
シ
ン 

ダ
ン
ス 

キ
ツ
ネ 
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（ウ）正答が 7 点以下の児童の出席番号と得点のセルに青色をつける。 

（エ）正答が 7 点以下の児童の人数を記入する。 

（オ）「誤答率」を算出し、該当欄に記入する。誤答率は「全誤答数÷全問題数×100」

で求められる。「全誤答数」は、全児童の誤答数を数えて欄に記入する。「全誤答

数」と「単語ごとの誤答数の合計」が一致しているか確認する。「全問題数」は、

「テストを受けた児童数×10」で求められる。 

解釈は、「①支援の必要な児童」、「②学級で誤りが多い表記」、を明確にする。「①支

援の必要な児童」は、正答が 7 点以下の児童とする。7 点以下の児童には一覧表に色

をつけて示しているので、対象児童は、一覧表を見ると一目でわかる。 

 

表２ ひらがな 10単語聴写テスト クラス結果一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「②学級で誤りが多い表記」は、表の下部にある単語ごとの誤答数を確認する。学級

によって、促音の誤答が多かったり長音の誤答が多かったりする。一学年に複数学級が

ある場合には、学級によって誤りの内容が異なることがある。指導の際には誤りに応じ

た支援が必要となる。 

学級全体のかな表記の達成度は、「誤答率」を見ることで求められる。指導前・指導

後の誤答率を比較することで、学級全体のかな表記の変化がとらえられ、指導効果が確

拗音　　　促音　　　長音　　　字形☆　　濁・濁音

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

めがね ぺんぎん きっぷ かけっこ ふうせん おとうさん しゅくだい きゅうり しょっき しょうぼうしゃ

10

10

10

7 ぷうせん しょくだい しゃうぼうしゃ

8 ふう鏡ん おとおさん

8 しよっき しょうほおしゃ

8 きゃ○○ ○○○

8 きっ鏡 しょおぼうしゃ

8 しょ鏡だい しようほうしゃ

10

欠席

8 かっけっこ しょ　ぼうしゃ

8 ○○○○ 未記入

10

9 しょ　き

10

8 しゅくたい

9 しょくだい

7 しょくだい き○うり しょ　ぼうし○

10

9 しょ　き

3 ぺんげん きうぷ かけ　こ ふ　せん しょくだい きょっき しょうばうしゃ

7 おとおさん しょゅっき しょうぼおしゃ

10

10

4 ふーせん おとおさん ○くだい ○りーり ○っき ○○うぼ○

10

8 てんぎん き　ぷ

9 しょうぼ　しゃ

10

10

5 べんぎん か鏡っこ しょくだい きょうり しょ　ぼうしゃ

8 かけ　こ しょう　ばうしゃ

10

0 3 3 4 3 3 9 6 6 13

　青　　　　　　 ６　人
　空欄：は正
　解を示す

☆印：字形に
誤り

全誤答数 50 誤答率 15%

○年〇月○ 日

ひらがな10単語聴写テスト　　○年○組の結果

番号 得点

誤答数合計

は、３問以上の誤答
があった児童

誤答率=全誤答数÷全問題数
×100
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認できる。 

④検査の実施時期 

 ひらがな 10 単語聴写検査は、児童がひらがなを学習し終わる１年１学期終了時から

実施可能である。カタカナ 10 単語聴写テストは、実施時期が明確に決められないが、

学習の進度に合わせて実施する。 

  

⑤対象児 

大阪市内のＡ小学校、1学年・2 学年に在籍する児童を対象とした（表３）。 

 

表３ 対象児の学年と人数 

 

⑥研究の経過 

 平成 29・30年 4 月において、かな 10 単語聴写テストの実施方法と解釈および

ひらがなの読み書きの支援方法について、学校全体で研修を行った。その後、1・2 年

児童に対して、表４の通りに、指導前テストを行った。その後、通常学級の担任が指導

を行い、指導後テストを実施した。 

表４ 指導前・後テスト実施と指導時期 

 
４ 平成 29年度 テスト結果と指導、考察 

（１） 1年児童のひらがなテスト結果と指導、考察（平成 29 年度） 

①平成 29 年度 1 年：ひらがな 10単語聴写テスト、指導前の結果 

 ひらがな 10 単語聴写テストの結果について、1)支援の必要な児童、2)学級におけ

るひらがな１０単語聴写の課題、3)支援の方向について述べる。 

年度 学年 学級数 児童数（人） 

2017 

（平成 29） 

1 年 2 54 

2 年 2 56 

2018 

（平成 30） 

1 年 2 68 

2 年 2 54 

年度 学年 指導前テスト実施 指導開始 指導内容 指導後テスト実施 

2017 

（平成 29） 

1 年 ６月末 9 月中旬 ひらがな 12 月 

2 年 ６月末 9 月中旬 カタカナ 12 月 

2018 

（平成 30） 

1 年 7 月 9 月中旬 ひらがな 11 月 

2 年 5 月末 9 月中旬 カタカナ 11 月 
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１）支援の必要な児童 

  正答が 7 点以下の児童は、全 54 名中 20 名であった。中でも、0 点の児童が 1

名、2 点の児童が 1 名、3 点の児童が 2 名、4 点の児童が 1名みられた。一方、8・

9・10 点をとった児童は 33 名いた。正答が 7 点以下の児童が支援の対象と考えら

れる。 

 

２）学級におけるひらがな 10 単語聴写の課題 

  誤答率（全誤答数÷全問題数×100）は、1組が 18.9％、2組が 22.3％である。

1 組の誤答特徴は、拗音の誤りが多くみられた。次に促音の誤りが多い。長音はほと

んど誤りが見られなかった。濁音の誤りはないが半濁音は「ぺ、ぷ」などが未記入で

あった。 

  2 組の誤答特徴は、拗音・長音・促音ともに誤りが多く、省略・置換・付加・転位

の誤答が見られた。「しょうぼうしゃ」は 26 人中 16 人が間違った。特殊音節全般

の復習が必要と考えられる。濁音の誤りはないが半濁音は「ぺ、ぷ」などが未記入で

ある。 

 

３）支援の方向 

  指導後に、児童が全員 8 点以上を取り、学級の誤答率を５％以下にすることを全

体目標とする。そのため 1 組では、拗音、促音の正しい聴写ができることが目標と

なる。また、同時に半濁音は「ぺ、ぷ」について目標とする。 

  2 組では、拗音・長音・促音といった特殊音節全般の聴写ができることが目標とな

る。半濁音は「ぺ、ぷ」について目標とする。 

 

②1 年生：ひらがな指導の内容（平成 29 年度） 

  指導に当たっては、通常学級での指導を原則とし、学級担任が行った。学級担任は

２名とも経験豊かな教員である。主な指導内容は以下の（ア）～（シ）の内容である。

指導は、国語授業の一部の時間、生活の時間、授業が早く終わったとき、朝の自主学

習、宿題等で行われた。そのため、指導時間や指導回数は明確に記録されていない。 

（ア）ひらがな 50 音表を学級一斉に読む。50 音表の各段を横に（「あかさたな…」）

読む。各段を横に読むことによって、清音・濁音・半濁音に含まれる母音（「ａ・ｉ・

ｕ・ｅ・ｏ」）を意識することができる。これらの母音が正しく理解できることは、

拗音や長音の指導の際に欠くことのできないレディネスになる。 
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（イ）しりとりゲームをする。清音・濁音・半濁音・撥音を含むことばを唱えながら、

リズムに合わせて両手を叩く。しりとりによってことばの「語頭・語尾」の音を意識

するとともに、自分の知っていることばを唱えながら一音ずつ拍手することで、こと

ばの音韻認識がより確実になる。 

（ウ）拗音の小さく書く文字を赤ちゃんに見立て、「や」「ゆ」「よ」の赤ちゃんペー

プサートを作る。赤ちゃんペープサートを 50 音表の清音・濁音・半濁音に当て、お

母さんになれる（拗音化する）ひらがなを探す。お母さんになれるひらがなは「い段」

のひらがなだけで、「あ・う・え・お」の段の文字は、お母さんになれない（拗音化

しない）ことを理解する。（写真１） 

 

 

 

 

 

写真１ 拗音の小文字を赤ちゃんに見立てる  

（エ）国語の「ことばあそびうたをつくる」単元の授業で、「もこもこ」「ぽりぽり」

「しゃきしゃき」等のことばを、リズムに合わせて読む。 

（オ）拗音を音韻分解する手順を教える。拗音は 1 音節で 1 拍のため、聴写させると

小さく書く字が分からない誤りが多い。児童は、／Sha／という拗音を聞いて、「し

ゃ」の小さく表記される文字（「し○」の○の部分）が音韻的に分解できず、分から

なくなるのである。この場合、まず「小さく書く文字」は「や・ゆ・よ」の 3 文字

だけであることを教える。次に「や・ゆ・よ」のどの拗音が小さく書く文字になるか

は、「のばして発音すると、見つかる」と教える。手順としては拗音／Sha／をのば

して発音すると、母音の／ａ／が発音される。「や・ゆ・よ」では母音の／ａ／を含

むのは、「や（ａ）・ゆ（ｕ）・よ（ｏ）」なので、小さく書く文字は「や」である

ということが分かる。 この手順がすぐに覚えられない児童がいるので、教室には写

真２のヒントを掲示しておいたり、児童個人にヒントカードを持たせたりした。 
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     写真２ 拗音をのばすとわかる 

（カ）拗音（「しゃ・しゅ・しょ」）のビンゴゲーム。拗音の表記学習が進んでくると、

ビンゴゲームをして楽しんだ。あらかじめ拗音をますに書き入れ、担任が言った拗音

に丸（○）をつける。（写真３） 

 

 

 

 

    写真３ 拗音のビンゴゲーム 

（キ）促音を音韻分解する手順を教える。促音の表記の指導（東京書籍, 2015）では、

「清音等のところは両手で拍手し、つまる部分をグーで示す」と書かれている。しか

し、音韻認識の苦手な児童では、この方法ではうまくできないことが多い。「つまる

部分をグーで示す」ためには、まず「促音部分を「視覚化」して理解させ、次に理解

した促音部分を「グー」のように両手で運動化する」と説明している。つまり、与え

られたことばの促音部の位置をまず理解して、その上で手の動きで表すという手順を

踏む。「ねっこ」のように２文字の清音の間の促音なら理解できる子どもは多い。し

かし、「びっくり」や「かけっこ」のようなことばでは、音韻認識ができている子ど

もは「グー」で示すことができるが、音韻認識の難しい児童では、どこをグーにすれ

ばいいのか悩んでしまう。 

多くの子どもが分かりやすい方法は、図５のように「指でリズムを取らせる」方法

である。 
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図５ 促音をリズムで理解する 

 

図５の方法は、指で 1音ずつリズムをとって円（○印）を打ちながら進む。「かけっこ」

を例に挙げると、促音は発音しないため一拍分指の位置が高くなる。「かけっこ」では、

「け」と「こ」の間で指が高くなることが分かる。そこに「っ」が隠れていると説明す

ると、理解できる子どもが多くなる。 

（ク）ひらがな 50 音表を教室に掲示する。 

（ケ）個別に支援が必要な児童には、机の中にひらがな表を入れておき、授業中に見て

もよいこととする。 

（コ）特殊音節プリントを国語の復習タイム、朝の学習タイムで行った。 

（サ）特殊音節プリントを宿題として持ち帰らせた。 

（シ）ことば遊び、カルタ遊びに取り組んだ。 

③1 年生：指導後の変化と考察（平成 29 年度） 

 9 月中旬から指導を始め、12 月に指導後テストを実施した。指導前・後の１年生ひ

らがな 10 単語聴写テストの比較を表５に示す。 

 

表５ 平成 29 年度 1年生ひらがな 10 単語聴写テストの比較 
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表５から、指導前の正答は 7 点以下の児童 20名が、全員８点以上となった。 

誤答率は、1 組が 18.9％から 2.7％に減少した。2 組は 22.3％から 2.6％に減

少した。 

1 組の全誤答数は 260 問中 7 問で、拗音の誤りが 4 問みられた。促音の誤りは

なくなり、長音は１問、半濁音「ぺ」、清音「め」の未記入が 1 つであった。 

2 組の全誤答数は、270 問中 7 問であった。誤答特徴は、誤りが多かった拗音・

長音・促音について、長音の誤りが 6、拗音の誤りが１に減少した。 

 

１）促音の指導方法について 

  1 年担任からは、「つまる部分をグーで示す」方法は、聴写困難な児童には難しい

方法だということが指摘された。児童は、どこでグーをすればいいか悩んでいること

が多かったという。 

  「つまる部分をグーで示す」方法と比較すると、「指でリズムを取らせる」方法は、

児童にとって分かりやすく、正解することが増えた、とのことであった。 

 

２）担任の意欲向上 

  かな 10単語聴写テストの指導前の結果をみて、担任教員は「こんなにできていな

いのか！」と驚かれた。児童の実態を一覧表で見ることや誤りが数値化されることに

よって、読み書きの習熟度が正確に把握できたと思われる。そこから「スイッチが入

った（校長のことば）」。指導目的が明確になったため、研修で聞いた指導方法を用い

たり、教材を工夫されたりした。拗音の小文字を赤ちゃんに見立てる「赤ちゃんペー

プサート」などはその例である。また、ゲーム的な楽しい授業が展開された。指導時

間についても、教員の裁量で少しの時間を有効に利用された。 

 

（２）２年児童のカタカナテスト結果と指導、考察（平成 29年度） 

①平成 29 年２年：カタカナ 10 単語聴写テスト、指導前の結果 

カタカナ 10単語聴写テストの結果について、１）支援の必要な児童、２）学級にお

けるカタカナ１０単語聴写の課題、３）支援の方向について述べる。 

 

１）支援の必要な児童 

正答が 7 点以下の児童は、全 55 名中 17 名であった。0 点の児童が 1 名、2 点

の児童が 2 名、3 点の児童が 2 名、4 点の児童が 2 名みられた。6・7 点の児童は

10 名であった。一方、8・9・10 点をとった児童は 38 名いた。正答が 7 点以下の

児童が支援の対象と考えられる。 
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２）学級におけるカタカナ 10 単語聴写の課題 

誤答率（全誤答数÷全問題数×100）は、1組が 15.6％、2 組が 31.8％である。 

  1 組の誤答特徴は、「ツ・ネ・ミ・シ」などのカタカナ文字の誤りが見られた。特

に長音部の表記で「長音符号」を用いず、「ウ」と表記した誤りが多く見られた。 

  2 組の誤答特徴は、「ツ・ネ・ロ・コ・ケ・ミ・サ・ソ・セ」などのカタカナ文字

を書けなかったり、字形が異なったりする誤りが多く見られた。特殊音節の誤りも見

られるが、1 組と同じく長音部の表記で「長音符号」を用いず、「ア・イ・ウ・エ・

オ」と表記した誤りが多く見られた。 

 

３）支援の方向 

各学級の児童が全員 8 点以上を取り、学級の誤答率を５％以下にすることが全体

目標となる。そのため 1 組では、①「ツ・ネ・ミ・シ」などのカタカナ文字を正し

く表記できること、②長音部の表記で「ア・イ・ウ・エ・オ」と表記せず、「長音符

号」を用いることを目標とする。 

  2 組では、①「ツ・ネ・ロ・コ・ケ・ミ・サ・ソ・セ」などのカタカナ文字が正し

く表記できること、②「長音符号」を用いて、長音表記できること、③特殊音節全般

の正しい表記を目標とする。 

 

４）２年生：カタカナ指導の内容 

  指導に当たっては、通常学級での指導を原則とし、学級担任が行った。学級担任は

２名とも経験豊かな教員である。主な指導内容は以下（ア）～（シ）の通りである。

指導は、国語授業の一部の時間、生活の時間、授業が早く終わったとき、朝の自主学

習、宿題等で行われた。そのため、指導時間や指導回数は明確に記録されていない。 

（ア）カタカナ 50 音表を学級一斉に読む。50音表の各段を横に読む（「アカサタナ

…」）。 

（イ）しりとりゲームをする中で、清音・濁音・半濁音・撥音を含むことばを唱えなが

ら、リズムに合わせて両手を叩く。 

（ウ）舌の体操（ラ行を中心に）。 

（エ）拗音を含むカタカナ単語を１人ずつ発表する。 

（オ）長音（長音符号）を含むカタカナ単語を１人ずつ発表する。教員が板書する中で、

長音符号の説明をする。ひらがな単語には、長音符号を使わない点も説明する。

表６は、2年児童が考えた長音を含むカタカナ単語の例である。 
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       表６ ２年児童が考えた長音を含むカタカナ単語 

ジュース スラッシャー カービー 

ソーセージ ミッキーマウス パイレーツオブカリビアン 

カード スプラトゥーン ホットケーキ 

プーさん マリオカード ミニー 

ケーキ ボール ジョーカーズ 

かめんライダー サッカー テーブル 

スキー ゲーム トレーナー 

プール リード コーヒ－ 

（カ）クリスマスパーティの絵を描いて、その名前をカタカナで書く。生活科の時間で

行った。最初に絵を描き、その絵にカタカナで名前を書き入れた。 

 

 

 

 

 

写真４ クリスマスパーティー 

（キ）サラダの材料の野菜を書き出してみる。サラダの材料となる野菜等の名前を、１

人ずつ発表する。発表された野菜を教員が黒板に書き、児童はノートに写す。 

 

 

 

 

 

  写真５ サラダの材料 
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（ク）連絡帳をカタカナで書いてみた。カタカナを書く機会を増やすために行った。保

護者にはあらかじめ学級だよりで知らせておいた。 

   

 

 

 

 

           写真６ 連絡帳をカタカナで書いてみた 

（ケ）カタカナ表を教室に掲示する。 

（コ）個別に支援が必要な児童には、机の中にカタカナ表を入れておき、授業中に見て

もよいこととする。 

（サ）カタカナプリントを国語の復習タイム、朝の学習タイムで行った。 

（シ）カタカナ特殊音節プリントを宿題として持ち帰らせた。 

 

②２年生：指導後の変化と考察（平成 29 年度） 

 9 月中旬から指導を始め、12 月に指導後テストを実施した。指導前・後のカタカナ

10 単語聴写テストの比較を表７に示す。表７から、全 53人中 45 人が 8 点以上とな

った。５点以下 7名が 4 名に減少し、7～6 点は 10 名から 4 名に減少した。 

誤答率は、1組が 15.6％から 7.7％に減少した。2 組は 31.8％から 18.5％に減少 

した。１組の誤答は 260 問中 20 問で、長音符号の誤りが７問、拗音の誤りが 3 問、

促音の誤りが 3 問、文字の未記入が 5 問（ネ、ニ、シ、ン、マ）みられた。長音の誤

りは１問であった。 

 2 組の誤答は 270 問中 50 問で、文字の未記入、ツとシの字形の誤り、特殊音節の

誤り等が、まだ多数見られた。 

これらの結果から、学級におけるカタカナ指導の結果については、8 点～10 点の児

童が、38人から 45 人に増え、0 点～7点の児童が、17人から 8人に減少しており、

一定の成果が認められた。しかし、ひらがな指導に比較すると十分な成果が得られなか

ったといえる。誤答率は減少したものの、1 組が 7.7％、2 組は 18.5％であり、その 
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  表７ 平成 29年度 ２年生カタカナ 10 単語聴写テストの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
誤り内容も多岐にわたっている。引き続き指導が必要と思われた。 

 

５ 平成 30年度 テスト結果と指導、考察 

（１） 1年児童のひらがなテスト結果と指導、考察（平成 30 年度） 

①平成 30 年 1 年：ひらがな 10 単語聴写テスト、指導前の結果 

１）支援の必要な児童 

正答が 7 点以下の児童は、全 67 名中 24 名であった。0 点の児童はいなかった

が、1 点の児童が 1 名、2 点の児童が 4 名、4点の児童が 4 名、5 点の児童が 5名

みられた。6・7 点の児童は 10 名であった。一方、8・9・10 点をとった児童は

43 名いた。正答が 7点以下の児童が支援の対象と考えられる。 

２）学級におけるひらがな 10 単語聴写の課題 

誤答率は、1 組が 15.2％、2 組が 32.4％であった。１組の誤答は 330 問中 50

問で、誤りの特徴は拗音が 13、長音が 13、文字の置換が 12、未記入が 9、促音の

誤りが 6 みられた。 

  2 組の誤答特徴は 340 問中 110 問で、長音が 28、拗音は未記入が多く、文字

の置換や未記入は多数見られた。 

３）支援の方向 

指導後に、児童が全員 8 点以上を取り、学級の誤答率を５％以下にすることを全

体目標とする。そのため 1 組では、拗音、長音の正しい聴写ができることが目標と

なる。また、文字を再度正しく学習し、他の文字と混同しないようにすることを目標

とする。 

  2 組では、未記入の誤りが多いため、清音の置換・特殊音節全般の聴写ができるこ

とを目標とする。 

②1 年生：ひらがな指導の内容（平成 30 年度） 

  指導に当たっては、通常学級での指導を原則とし、学級担任が行った。学級担任は

２名とも経験豊かな教員である。主な指導内容は 2017 年度の内容に準じて行った。
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指導は、国語授業の一部の時間、生活の時間、授業が早く終わったとき、朝の自主学

習、宿題等で行われた。そのため、指導時間や指導回数は明確に記録されていない。 

③1 年生：指導後の変化と考察（平成 30 年度） 

 9 月中旬から指導を始め、12 月に指導後テストを実施した。指導前・後の１年生ひ

らがな 10 単語聴写テストの比較を表８に示す。 

 

表８ 平成 30 年度 １年生ひらがな 10 単語聴写テストの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表８から、指導前の正答が 7 点以下の児童 24名が 8 名に減少した。特に 0 点か

ら 5 点の児童が 14 名から 2 名になり、指導の効果が認められる。また、8 点以上

の児童は 43名から 60名に増加した。11 月の指導後テストで 4 点の児童は、2点

から 4 点に向上した。また、5点の児童は、4点から 5 点に変化した。この 2名に

加えて 6･7点の 6 名については引き続き指導が必要と思われる。少人数指導の検討

も必要になろう。 

誤答率は、1組が 15.2％から 5.0％に減少した。2 組は 32.4％から 16.2％に減

少した。1組の誤答は 340 問中 17 問で、拗音の誤りが６、促音の誤りが 8、長音

の誤りは５であった。濁音・半濁音の誤り 3、文字の置換等の誤りが 8 であった。

未記入はなくなった。 

2 組の誤答は 340 問中 55 問で、長音の誤りが 20、促音の誤りが 13、拗音の誤

りが 9 みられた。文字の置換・字形の誤りは４で、未記入は 12 であった。2 組に

ついては 1年後半で、学級の指導を充実させていく方向が求められる。 

 

（２）2 年児童のカタカナテスト結果と指導、考察（平成 30年度） 

①平成 30 年２年：カタカナ 10 単語聴写テスト、指導前の結果 

カタカナ 10単語聴写テストの結果について、１）支援の必要な児童、２）学級にお

ける聴写の課題、３）支援の方向について述べる（表９）。 

１）支援の必要な児童 

正答が 7 点以下の児童は、全 52名中 7 名であった。1 点の児童が 1 名、4 点の児
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童が 2 名、5 点の児童が 4 名みられた。6・7点の児童は 13 名であった。一方、8・

9・10 点をとった児童は 32 名いた。正答が 7 点以下の児童が支援の対象と考えられ

る。 

２）学級における聴写の課題 

誤答率（全誤答数÷全問題数×100）は、1 組が 24.6％、2 組が 20.0％である。

１組の誤答は260問中64問で、字形の誤りが最も多く24であった。その中で「ツ」 

の誤りが 15と最も多く見られた。特殊音節では、長音の誤りが 27 で、ほとんどは長

音符号を使用しない誤りであった。促音の誤りは５、拗音の誤りは 3 となり、誤答は

少なかった。カタカナ文字の未記入が 17（チ、ユ、ネ等）みられた。 

 2 組の誤答は 260 問中 52 問であり、長音の誤りが 22 と最も多くなった。文字の

未記入、ツとシの字形の誤り、特殊音節の誤り等が、まだ多数見られた。やはり、ほと

んどは長音符号を使用しない誤りであった。次に字形の誤りが 16、文字の未記入が

11 となり、カタカナ文字が十分習得できていないと思われた。促音の誤りは 5、拗音

の誤りは 2となり、1組と同様、誤答は少なかった。 

３）支援の方向 

各学級の児童が全員 8 点以上を取り、学級の誤答率を５％以下にすることが全体目

標となる。そのため 1組、２組とも、「より正確なカタカナ文字の習得」、「長音表記の

際に、長音符号を使用するルールを学習すること」を目標とした。 

 

②２年生：カタカナ指導の内容 

  指導に当たっては、通常学級での指導を原則とし、学級担任が行った。学級担任は

２名とも経験豊かな教員である。主な指導内容は平成２９年度の内容に準じて行った。

指導は、国語授業の一部の時間、生活の時間、授業が早く終わったとき、朝の自主学

習、宿題等で行われた。そのため、指導時間や指導回数は明確に記録されていない。 

 

③２年生：指導後の変化と考察（平成 30 年度） 

 9 月中旬から指導を始め、12 月に指導後テストを実施した。指導前・後のカタカナ

10 単語聴写テストの比較を表９に示す。表９から、全 54人中 54 全員が 8 点以上と

なった。５点以下の児童は 7名から 0名、６～７点の児童は 13名から 0名となった。

大きな変化が認められる。 

誤答率は、1 組が 24.6％から 0.1％に、2 組は 20.0％から 0％に減少した。ほぼ、 

全員の児童がカタカナの聴写が可能になったと考えられる。 

1 組の誤答は 270 問中 3 問で、いずれも不注意をうかがえる誤りであった。 

 2 組の誤答は 270 問中 0 問で、学級全体で誤りはなかった。 
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表９ 平成 30 年度 ２年生カタカナ 10 単語聴写テストの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 全体考察と課題 

（１）ひらがな、カタカナ表記指導の成果について 

平成 29 年度と平成 30 年度の 2 年間において、１年生のひらがな書字、２年生の

カタカナ書字に対する通常学級での指導の結果、10 単語聴写テストにおいて十分な成

果が認められた。日本語の書字で難しいといわれる特殊音節（長音、拗音、促音、撥音、

拗促音、拗長音）の表記においても誤りが少なくなり、ほぼ、全員の児童が 8 点以上

の得点となった。 

これらの結果から、通常学級において、適切な評価を行い、誤りの特徴を明らかにし、

誤りの特徴に応じた指導をすることで多くの子どもたちの読み書きのニーズに対応で

きることが明らかになった。これまで、小学校 1・2 年の読み書き指導では、「毎時間

の指導、確認テスト、宿題の提示、単元終了後のテスト実施、プリントによる復習の実

施」という経過で指導が行われていたと思われる。しかし単元終了後に行われるプリン

トによる復習は児童の実態に沿ったものが少なく、また、数回の復習で終了するため、

子どもたちは一時的に知識を得たとしても、忘れてしまうことがあったといえる。 

今回の研究では、その点、通常学級の担任がクラスの読み書き目標に沿って、毎日少

しずつ、多くの復習回数をとり、生活に結びついた内容を楽しく学習することで、より

定着したと考える。特にカタカナ表記に関しては、ひらがな表記と比べると生活の中で

書く機会が非常に少ないため、意識的に指導時間を設定する必要があると思われた。ま

た、読み書きの誤りを分析し、誤りに応じた指導方法が用いられたことが成果につなが

ったと思われる。一方、今回の研究では、指導時間、指導回数、指導内容が担任に任さ

れたため、具体的な指導の全容が明らかでない。この点は次回の研究課題としたい。 

 

（２）経年指導の重要性 

本研究で注目されるのは、平成 29 年度、30 年度の 2 年生に対するカタカナ指導

の結果の差である。これは表１０に示した。 
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表１０ （ａ）平成 29年度と（ｂ）平成 30 年度のカタカナ 10単語聴写テスト結果 

（ａ）平成 29 年度カタカナ 10 単語聴写テスト結果    （ｂ）平成 30 年度カタカナ 10 単語聴写テスト結果 

 

 

 

 

 

 

 

表１０（ａ）から、平成 29 年度の 2 年の結果において、指導前（6月）と指導後 

（12 月）を比較すると、正答 8 点以上の児童は 38 人から 45人に増加し、7 点低下

の児童は 17 人から 8 人に減少した。このことから、平成 29 年度の 2 年生において

は、一定の成果が認められている。しかし表１０（ｂ）に示された平成 30 年度の 2

年の結果では、指導前（5 月）と指導後（11 月）を比較すると、正答 8点以上の児童

は 32 人から 54 人に増加し、7 点低下の児童は 20 人から 0 人に減少した。明らか

に 28 年度 2年生の学習定着が良いと考えられる。この差の原因はどこにあるのか。 

2 年生の担当教員は両年度とも、経験の長い教員が 2 学級を担任した。指導内容も

大きく変化していない。両者の違いとして考えられる理由は、「1 年時のひらがな指導

を受けているかいないかの差」である。29 年度の 2 年生は 1 年時にひらがなの指導

を受けておらず、30 年度の 2 年生は 1 年時にひらがなの指導を受けている。29 年度

の 1 年生のひらがな指導結果（表５）をみると、53 人全員が 8 点以上を取り、41 人

が満点となっている。つまり、ほぼ全員の児童が、1 年生終了段階で、ひらがな単語表

記における清音・濁音・半濁音、特殊音節を正しく書けるようになっていたといえる。

したがって、2 年でカタカナ学習を開始するときには特殊音節の表記に困ることは少な

く、余裕を持ってカタカナ学習を行えたと思われる。カタカナ学習で困難になった点は、

カタカナ文字の表記と長音における長音符号の使用が中心となった。これは、平成 30

年度 2 年生のカタカナ指導前（5 月）の誤りを見ると、カタカナ文字未記入（28）、

カタカナ文字字形（40）、長音（49）の誤りに対して、濁音・半濁音（10）、拗音（4）、

促音（16）の誤りが少なくなっていることからも分かる。 

以上のことから、小学校で読み書き指導を行うには、該当学年の学習においてできる

だけ習熟を完了し、次の学年に向かうという「経年指導」の重要性が指摘できる。この

経年指導の考え方は、学級担任や学年だけでは実施することが難しく、学校全体で共通

理解をしてシステム化していく必要があると考える。 

 

（３）支援の必要な児童への指導体制、指導方法について 

学習単元が終了した時点で行ったかな 10 単語聴写テストでは、平成 29年度の 4
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学級、平成 30 年度の 4 学級、合計 8 学級において 5 点以下の得点だった児童が 2

名～11 名みられ、平均 4 名の児童が読み書きに支援が必要と考えられた。一方、ど

のクラスにも全問正答した児童は多数いることが分かる。このことから、学習単元が

終了した時点では児童の習熟度には大きな差があることが指摘された。これまで、読

み書き困難への対応は、特異的な読み書き困難児童（ＬＤ児等）への支援として考え

られることが多かった。しかし、この結果から、児童の読み書きの習熟を高めるため

には、通常学級の児童全員を対象として評価し指導することの重要性が認められた。 

今回、読み書き困難と考えられた児童に対して、「小集団の指導、個別の指導」は

行わなかった。しかし、前述したように、読み書きの誤りを分析し、誤りに応じた指

導方法が用いられた点、通常学級担任が学級の課題を意識し、通常の授業の中で丁寧

に繰り返し指導した点によって、低得点の児童も多くは学習成果が向上した。本研究

では、特異的な読み書き困難児童（ＬＤ児等）の診断を受けた児童は在籍していなか

った。しかし、未診断の児童が在籍していた可能性もあり、今後得点が低下する児童

もいると考えられる。引き続き日常の学習の様子を観察していくことが求められる。

また、支援が必要となる場合には、小集団の指導や個別の指導を行ったり、通級指導

教室との連携も検討したりすることが必要になる。 

読み書き困難の状態が続いて観察される児童に対しては、個別に実施できる「個別

の誤り分析シート」が作成されている。また、小集団の指導として、10回で完結す

る指導パッケージが完成している。各回 20 分程度で実施可能な指導内容で構成され、

10 回分の指導略案が作成されている（辻本・森田, 2009）。 

指導方法に関しては、促音の指導において「指でリズムを取らせる」方法が有効で

あることが示唆された。しかし、運動のリズムがとれない児童では、「指でリズムを

取らせる」方法でも理解が困難な報告（森田, 2007）があり、今後検討が必要と思

われる。また、1年児童では語彙自体が少ない児童が見られた。単語を聴写させると、

単語自体が分からないため書き取れないケースも観察された。読み書きの指導が単に

聴写や読みなどで収束しない、幅広い指導であることが確認できた。 

カタカナ文字表記では、「ツとシ」「ソとン」の書き分けが難しいことが知られてい

る。本研究では、「シ」を書くときに、「ミ」の文字から教え、「ミ」の最終画を斜め

右に跳ね上げる方法が、児童に覚えられやすいと報告された。加えて、カタカナ拗音

では、小文字で書く文字が「ヤ・ユ・ヨ」以外に「ア・イ・ウ・エ・オ」を含む単語

が児童から多く出された。例えば「パーティー」等の単語である。これらのカタカナ

単語をどのように教えるかについては、今後検討が必要と思われた。 

 

（４）通常学級で簡便に実施できる読み書きテストの有用性について 

  通常学級で簡便に実施できる読み書きテストとして「かな 10 単語聴写テスト」を

使用した。担任がテストでき、保護者の了解を必要としないテストであり、通常学級
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で使用しやすいテストであるといえる。また、学級児童の結果が一覧表になり、支援

の必要な児童とその課題が一目でわかるため、教員が指導課題を理解しやすいと考え

られた。指導結果の解釈では、指導方針が具体的に方向づけられるため、指導目標が

立てやすいといえる。指導後の学習効果測定においては、個人の変化だけでなく、学

級の誤答率や誤り特徴の変化が導かれ、より多様な解釈が可能になると思われる。し

かし、テスト結果をまとめた一覧表から誤り特徴を導く作業は、教員に対するより専

門的な研修が必要と思われた。 

一方、1 年担任から「かな 10 単語聴写テストでは、正解できるようになったが、

作文では特殊音節の誤りがまだ多く見られる児童がいる」という反省が聞かれた。か

なの読み書きのゴールは、作文の中で正しく表記できることだといえる。「かな 10

単語聴写テスト」の正解に止まらず、最終ゴールとして、「正しい作文表記ができる

こと」を位置付けたい。 

 

（５）担任の指導意欲向上と児童の学習態度の変化 

かな 10 単語聴写テストの結果から、児童の読み書きの実態が一覧化され、誤りが数

値化されることによって、担任教員は児童の読み書きの習熟度を正確に把握できた。そ

の上で、学級での指導目標が明確になったことにより、様々な教材研究や指導実施時間

が自主的に工夫された。これらの担任の指導意欲向上が今回の成果に結びついていると

考える。学級全体の明確な目標設定とそれを可能にする正確な実態把握の重要性が示唆

された。 

今回の８名（うち 3 名は同じ教員）の担任教員はいずれも教員経験が長く、授業や

学級指導では大ベテランである。授業スキルや学級経営スキルは十分に有している。学

級の授業ルールは守られ、児童は自分に与えられた役割を十分果たし、友人関係にトラ

ブルは見られない。このことから、読み書き指導が成立する前提のひとつに、これらの

授業スキルや学級経営スキルが必要であると思われた。特別支援教育が提案する「ユニ

バーサルデザインの授業・学級経営」の重要性が改めて確認できたと考える。 

１年・２年児童は、ひらがな・カタカナの読み書きに十分な成果を示した。それ以上

に「学習態度」面に変化が見られたことが担任によって報告されている。 

３０年度の 1 年生は、次の 3 点が示された。 

①読み書き学習に意欲的で、書くことが好きになった。 

②間違った所の書き直しは、これまで嫌がることが多かったが、すぐに書き直しをし

ようとする。 

③自分から「これでいいですか」と、担任によく聞くようになった。 

  ３０年度の２年生は、次の 3 点が示された。 

① 誤ったカタカナ単語を読ませると、誤りに気付くようになった。 
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② 漢字学習の中でカタカナを見つけることができるようになった。グループでルー

ルを決めて、「漢字のカタカナ見つけ」で遊ぶようになった。 

③ 漢字の筆順に注意を向けられるようになった。 

   1 年児童は、文字を書くことへの意欲が高まり、積極的に学習している様子が観

察される。2 年児童では、漢字の中のカタカナとか筆順に注目するようになっている。

意欲だけでなく学習の広がりを感じさせる。このような学習への積極的な意欲は、次

の読み取りや漢字学習につながると思われる。 

 

７ 漢字指導に向けた方向性 

これまで、ひらがな、カタカナの表記に困難を示す児童への指導について述べてき

た。しかし、国語の読み書き指導ではひらがな、カタカナの指導に止まるのではなく、

「漢字をどのように指導するか」という課題が次のテーマとなる。そのため、本研究

では漢字指導のための先行的研究として、以下の内容を平成 30 年度に実施した。結

果を概略的に示すとともに、今後の漢字指導の方向性について検討する。 

 

（１）漢字指導の視点について 

①漢字の情報処理要素と児童の困難 

 漢字は、「意味・形・読み」の 3 つの情報処理要素からなる。また、それらの要素を

組み合わせて新しい漢字が作られる。「意味」を手がかりに、字形を組み合わせて作ら

れた漢字が「会意文字（田+力→男、山+石→岩）」である。また、「読み（音）」を手が

かりに組み合わされた漢字が「形声文字（生→星・性・姓・牲など）」である。漢字の

読み書きの苦手な児童は「意味理解、形の認知、読み」に課題をもつことが多いため、

漢字学習が進まない実態がある。また、小学校で学ぶ漢字が 1006 漢字（新学習指導

要領では 1026 漢字）と多く、更に複数の漢字から熟語が作られ、訓読み・音読みな

ども求められるため、児童にとっては難しい読み書き課題であるといえる。 

②漢字指導の方向  

既存の漢字の組み合わせによって新しい漢字が作られる点に注目し、宮下（2000）

は、「基本となる 101 漢字」を提案している。宮下によると、「全ての合わせ漢字は、

そのおおもとを探っていくと「101 漢字」を中心とした基本漢字にたどりつく」とし

ている。言い換えると、基本となる 101 漢字を読み書きできるようになると、多くの

漢字について、字の構成を理解しやすくなり、漢字学習の効果が期待できると考えられ

る。101 漢字は 1 年配当の漢字が 54 漢字、2年配当の漢字が 36 漢字、3 年生配当

漢字は 5 漢字、4年が 1 漢字、5年が 1 漢字、6 年が 2 漢字、中学校配当が 1 漢字、

教育漢字から削除された 1 漢字で構成されている。90漢字が 1・2 年配当であり、こ

れらの漢字を正しく書けることが、その後の複雑な漢字を書くレディネスになるといえ

る。 
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漢字指導の方向としては、1026 漢字を教科書にしたがって順に覚えていくのでな

く、まずカタカナ学習に習熟し、次に 101 漢字が書き取りできるようになるステップ

が必要である。カタカナ、101 漢字を書けることが、新出漢字の形を分けることにつ

ながり、その表記が容易になる、と思われる。 

 

（２）漢字指導のための先行研究の概要 

①方法 

 101漢字のテストを資料 1・2のように作成した。このテストを平成 30年 5月に、

大阪市立Ａ小学校 4 年 2 学級 63 人に実施した。その結果は表 1１の通りである。 

5 月の結果では、95 漢字の内、5 漢字以上の誤りを示した児童は 20 人であった。

これらの児童が支援の対象となる。誤りの多かった漢字は、「矢、麦、皮」であり、10

人以上の児童が間違った。 

 

表 1１ 平成 30 年度 ４年生 101 漢字テストの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤答の内容は「未記入、形（矢→失、万→方、力→刀、止→正、など）、意味（魚→

海、歩く→回く、竹→林など）、読み（矢→屋、川→皮、多い→大い、戸→取など）、

注意（毛いと→糸いと、交つう→通つう、など）、不明」の 6 種類の誤りパターンが

見られた。 

指導目標は、指導後テストで、4 年生全員が 101 漢字テストで満点をとるとした。 

指導方法としては、担任が授業で、学級に多い誤りを指導する、5 漢字以上誤った児童

に対して個別の誤りに応じた課題を出す、の 2つの方法を中心に行った。個別の誤り

に応じた課題とは、個人が誤った漢字について学習するとともに、誤答漢字 1 字ごと

に誤りパターン（未記入・形・意味・読み）に応じたプリントを 1枚作成し、個人の

誤答分のプリントを配付して学習させた（図６）。また、児童ひとり一人の誤答を誤り

パターンごとに示し、自分の間違いの特徴を確認させた。なお、4 漢字以下の誤りの児

    10月実施① (61 人＋欠席 1、転出２)  

   4 年生  ５月実施① (6３人＋欠席 1)  
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童は、当該学年の漢字を学習した指導時期は 9月の中旬から始め、10 月 2 日までと

し、朝の学習時間や宿題として実施した。 

②指導結果と考察 

 10 月に行った指導後のテスト結果も表 1１に示している。この結果から、誤答なし

は 4 人から 15 人に増加した。5 漢字以上の誤答は 20 名から 6 名に減少した。この

後更に 2期目の指導を行った結果では、誤答なしは 15名から 26名に増加している。

一方、5 漢字以上の誤答は 6 名から 7 名に増加した。この理由としては、書けるよう

になっていた児童が漢字を忘れたり、学習習慣が継続しなかったりしたことが考えられ

た。 

図６ 誤りパターンに応じた個別プリント 

これらの結果から、101 漢字の書き取りには一定の指導効果が見られたものの、「4

年生全員が 101 漢字テストで満点をとる」という目標には到達できなかった。また、

101 漢字を書けることが、新出漢字学習を効果的に進められるという仮説については、

資料不足のため、十分な検討ができなかった。今回、対象となった 4 年児童のひらが 

な・カタカナの習熟状況については評価していないため、不明である。しかし、1 年時

から経年学習によってひらがな・カタカナを習熟した児童においては、101 漢字が学

習しやすくなり、新出漢字を効果的に身に付けることが期待される。今後の研究課題と

したい。 

4 年児童については、「自分一人のためのプリント」を喜び、意欲的に取り組もうと

する児童が見られた。また、自分の学習プリントが、残り少なくなることを励みに学習

する児童も見られた。個別の課題、目標の理解、誤りパターンに応じたプリントは、児

童の意欲を喚起しやすいと考えられる。 
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第３章 ２・５年生の基礎的計算学習の取組について 

 

はじめに （目的・目標・取組概要） 

通常学級において発達障がいの可能性のある児童が、算数において学習上のつまずく

ポイントを明らかにし、効果的な教科指導の方向性について研究した。 

計算も読み・書き同様、基礎的・基本的な知識・技能は、小学校低学年や中学年にお

いて体験的な理解や繰り返し学習を重視するなど、発達段階に応じて徹底して習得する

ことが求められている。算数では、数概念の理解（大小を比較できること、数の配列を

理解していること）、基礎的な計算を正確かつスムーズに解けることがあげられる。 

低学年の早い段階で学習困難のある児童を見つけ、早期に適切な指導・支援を実施す

る。また、その効果について検討し、必要な児童には集中して支援を提供する等、指導

方法、指導時間、指導体制などを学校組織として体系的にモデル事例としてできるよう

検討・構築する。 

 

１ 通常学級における基礎的計算課題の取組について 

通常学級で算数の基礎（数概念、計算）で困難のある児童を把握するため、アセスメ

ントツールである「さんすうチャレンジ」を使用し、児童の困難さの状態を把握する。

「さんすうチャレンジ」によるアセスメントは、将来算数領域に困難を抱える児童のス

クリーニングに利用出来ることがこれまでの研究から明らかになっている（野田 , 

2016）。組織的な階層的支援を実施するために、第１層（通常の授業で伸びがみられ

る）～第３層（集中的な指導が必要）に分け、階層に応じた効果的な指導を実施した。 

「さんすうチャレンジ」は①数字の大小、②数列理解、③計算の３つの課題から構成

されている。各課題は１分でできる簡易検査である。 

指導については、教科教育スーパーバイザー（大学教員）と協働・連携し、指導効果

を把握するため、モニタリングを実施。学習の伸びが低い児童に対しては、指導の集中

など指導方法と内容を検討し変更した。教科教育サポーターを派遣し、学級担任の負担

軽減に資するよう、採点業務、印刷業務、教材作成業務等のサポートを行った。その結

果をもとにエビデンスを検証し、他校に汎化できるよう検討した。 

 【さんすうチャレンジ】 
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２ 計算のつまずきの要因について 

児童のつまずきを分析するために、児童が算数科でどのようにつまずいているかを読

み解くことから始めた。算数の基礎においてみられる困難さは、まず、数の大小に関す

る感覚の弱さがある。例えば３と４の大小比較である。次に数系列の理解の弱さについ

ても考えられる。６・７の次を「８」とすぐに答えられるかである。最後に一桁の計算

力の弱さである。そしてこれらの学習が十分でないとスラスラ解けない、解けるが時間

がかかり、テストの高得点に結びつきにくく、学習に対する自信をなくすということが

おこる。また、このような基礎的な学習のスキルの流暢性が、その後のより高度なスキ

ル（桁数の多い計算や文章問題を解くスキル）の習得にも影響を及ぼすことが考えられ

る。基礎学力における流暢性の重要さに注目し、指定校では、流暢性の課題（すらすら

解けないと算数はうまくいかない）と、はっきり言葉にすることから始めた。 

数字を書く、足し算、引き算、掛け算、割り算それぞれの流暢性と、算数の学力との

関連が示されている（野田, 2011)。 

 

３ 実態把握のためのテスト課題（算数チャレンジ） 

通常学級におけるつまずきを抱える児童の割合を把握するために、「算数チャレンジ」

を実施した。 

全学年、全学級を対象に、学期末ごとに実施して、数の大小、数系列、基礎計算を評

価した。数の大小に関する感覚については、２つ並んだ数字の大きいほうに丸をつける

という作業を、1 分間でできるだけ早く解く課題である。数系列の理解に関しては、横

に並んだ 4 つの数字のうち 1 つだけ空欄があり、その空欄に数字を埋めていくもので

あった。この課題も 1 分間でできるだけ早く解く課題である。1 桁の計算能力の把握

については、足し算・引き算・掛け算・割り算、そして混合問題のプリントの結果をも

とにした。それぞれ 1分間ずつできるだけ早く、解いていくという課題であった。 

 問題数は、それぞれ１ページで、数の大小は横 6 問×縦１０問、数系列は横 5 問×

縦１０問、計算問題は横９問×縦１０問であった。 
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図７ 算数チャレンジ 

 

算数チャレンジテストの結果は、関西圏の公立小学校約 2100 名のデータをもとに、

作成された基準に当てはめて分類した。成績が下位 10％未満に入る児童を「要配慮」、

成績が下位 10％以上 25％未満に位置する児童を「気になる児童」、それから下位 25％

以上については「問題なし」、と分類した。 

本事業では、データに基づく決定、実証されたエビデンスに基づく取組を計画した。

２０００人規模のデータを保有する大学の研究室と現場が連携して、様々な取り組みを

実施した。 

昨年度、1 学期末に全学年に行った最初の算数チャレンジの結果を示す。この結果を

もとに、学校、学年の全体像の把握を試みた。テストは「数の大小」、「数系列」、「基礎

計算（足し算）」である。まず、「大小比較」では、例えば、1 年生は「問題なし」の児

童が約 65％、「気になる」児童の割合が他の学年と比べて少し多く、「要配慮」の児童

も 10％を超えており、より少し多かった。一方で 2 年生に関してはほとんどが「問題

なし」で、「気になる」、「要配慮」の児童を合わせても数％であった。 

次に「数系列」についても、1 年生について、「気になる」、「要配慮」の児童の割合

が、他の学年と比べて多かった。最後に「足し算」については、6 年生に、「気になる」

「要配慮」の児童の割合が、他の学年と比べて多かった。また、「足し算」のテストに



34 

 

ついては、1 年生は 1学期に実施していなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図８ 平成 29年度 1 回目チャレンジテストの結果 

 

このように、学年ごとにまとめ、さらに、クラスごとに個別にテスト別の結果を一覧

表にまとめた。（表１２）この表を作成することによって、個々の児童について、「要配 

 

         表１２ クラスごとの個別の一覧表 
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慮」、「気になる」を色付けし、どの児童がどの課題でどの程度の困難があるのかを学級

担任に分かりやすくした。 

これらの結果をもとに、どの学年が算数における学力向上の取組を行うかを校内で検

討した。 

その結果、昨年度取り組んだ 1 年と 4 年を対象とし、翌年の 2年時と 5 年時のデー

タと比較することで、継続的な取組の効果を測ることとした。 

 

４ 2 年生と 5 年生による２年間の取組 

 

（１）２年生の取組 

2 年生は学級数３クラスであり、人数は９０名であった。 

取組時期は取組１が６月～７月、取組２が１１月～１２月であった。 

【手続き】 

取組１は 6月から 7 月までで、足し算と引き算の 1 分間テストを行った。 

個別に応じた繰り上がりなし、繰り上がりありの足し算と、繰り下がりなし、繰り下が

りありの引き算を実施した。1 回にかかる時間は 15 分であった。 

取組２は、11月から 12 月まで、「九九道場」に取り組んだ。1 回にかかる時間は 7

～8 分であった。 

「九九道場」（野田・松見，2014）の特徴は、学習心理学に基づく３C 学習法

（Skinner,Turco,Beatty, & Rasavage, 1989）の手続きに九九を組み合わせている

ことである。３C 学習法の３C とは、Cover-Copy-Compare の意味で、問題と解答

を見た後隠し、問題と解答を書く、その後隠していたものを開け、自分の書いた問題と

解答を評価する、という手続きをとる学習法である。（図９）学習心理学の考え方に「強

化」というものがある。学習者が行動をしたのちに何らかの報酬が与えられると、その

行動と報酬が強く結びつけられ、その後の行動が起こりやすくなるというものである。

報酬には、お金や物だけでなくほめ言葉なども含まれる。ちなみに報酬を与えることで

行動が増えることを「正の強化」と言い、与えることで行動が減ることを「正の罰」、

与えることで行動が減少することを「負の強化」、行動が増加することを「負の罰」と

いう。「九九道場」は、この３C 学習法の考え方をもとに、九九を組み合わせたもので

ある。「九九道場」のポイントは、以下の 3 点にある。①基本的な計算課題を見てから

覚えて答えるので、間違えにくい。②回答後すぐに結果を自分でチェックできる。③1

分間の作業量を測るので、他人との比較ではなく、自分との比較で、上達すればするほ

ど成績が伸び続ける。その結果、継続しやすく、嫌がる子がほとんどいないという利点

があった。 
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              図９ 九九道場 

 

1 学期中盤から後半に行った取組１は、５つのステージを設定し、自分にあったステ

ージのプリントを選び、1 分間取り組んだ。5つのステージは、ステージ１「１０まで

の足し算」、ステージ２「1 桁で繰り上がりのある足し算」、ステージ３「１０までの引

き算」、ステージ４「繰り下がりのある引き算」、ステージ５「繰り上がり、繰り下がり

のある足し算と引き算の混合」であった。 

次に取組２は 2 学期の後半に「九九道場」を行った。まず、最初に九九を 3 回読み、

その後プリントの左を折り曲げて九九を隠した。それから隠した状態で 3 回九九を暗

唱した。その後、空白の中に九九の問題と答えを書き込んだ。そして最後に、プリント

の左を開き、書き込んだ九九があっているかを自分で確認して丸をつけた。正解すると

次の問題に進めるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          写真７ 2 年生の取組の様子 
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【学級の取り組みの様子】 

取組中は、机をたたいてリズムを取りながら、一生懸命取り組んでいる児童もいたが、

他の児童はその音を全く気にせず、計算に取り組んでいた。どの児童も集中して取り組

んでいた。時間がたち、テストが終わると結果を自分で記録するようにした。そのこと

で、毎回の記録をすぐに自分で確認できるようになっていた。 

 

【結果】 

取組前後の比較 

 図３は、2 年間の取組の変化を示したものである。一年前の最初の算数チャレンジの

結果と一年後２学期の結果を示している。 

1 年生から 2年生にかけて、「大小比較」、「数系列」、「足し算」については、取組前

よりも取組後の方が問題なしの児童の割合が増え、要配慮、気になる児童の割合が減っ

ている。「引き算」については、要配慮の児童が少し減少した程度、「足し引き混合問題」

は、要配慮の児童の割合が減っていた。これらのことから、経年による成績の向上の可

能性はあるものの、ほぼ全てのテストにおいて、取組を行った後では、要配慮の児童が

減っていた。（図１０） 
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  図１０ 取組前後の比較（平成 29 年度 1学期と平成３０年度 2学期） 

 

【事例】 

児童 A 

 児童 A は、1 年生の時に検査を受け、その後 ADHD と診断され、計算力はあるが、

集中力が続かないという特徴がある。また、計算に初めて取り組むときは、集中して力

を発揮するが、すぐに落ち込む。しかし、今回の取組では、回数を重ねて途中で活動が

落ちず、計算力を発揮することができた。繰り下がりのある引き算では、最後にこれま

での最高得点である 20点を取ったので、次のステージの混合問題に取り組んだ。この

ように短時間でも集中して取り組む時間を繰り返し持つことによって、学習する力を伸

ばすことができる可能性があると考えられる。 

（２）５年生の取組 

５年生は学級数３クラスであり、人数は１２２名であった。 

取組時期は取組１が６月からで一週間に２回行った。 

【手続き】 

５年生は、６月から一週間に 2 回「算数チャレンジ」に取り組んだ。子どもたちは、

１分間でどれだけ速く、正確に計算できるかにチャレンジした。プリントに取り組む前

に、何点取るか目標をたて、実施した。1 分間取り組んだ後、全体で答え合わせをし、

グラフに書き込んだ。1回にかかる時間は約１０分であった。（図１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 算数チャレンジ（混合問題） 
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【結果】 

取組前後の比較 

 図１２は、2年間の取組の変化を示したものである。最初の算数チャレンジの結果と

一年後の２学期の結果を示している。 

「大小比較」については、問題なしの児童数が多いが、経年の変化はほとんど見られ

なかった。「数系列」は、要配慮児童の割合が少し増加し、「引き算」や「足し算」では

要配慮児童の増加がみられた。 

しかし、「掛け算」や「割り算」、「四則混合問題」については、気になる児童、要配

慮児童の割合が減少していた。これは、5 年生の取り組みが、「掛け算」と「割り算」

についての取組であったため、と考えられる。これらのことから、取組の経験をするだ

けでなく、継続的に基礎的な計算課題を取り組むことで、より早く計算できるようにな

る児童が増えると考えられた。 
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   図１２ 取組前後の比較（平成 29 年度 1 学期と平成３０年度 2 学期） 

 

【５年生の事例】 

B 児 

B 児は、特別支援学級に在籍していないが、いつも声かけや支援が必要である。算数

も苦手であった。B 児は 1 年時には、特別支援学級に在籍したが、支援を受けて学習

が少しできるようになると、保護者の希望で２年生は通常学級に在籍し、通常学級の担

任に学習の支援を受けていた。今回の「算数チャレンジ」の取組によって、この B 児

の計算が早くなっているか確認した。 

６月から７月までの５週間は、掛け算だけの問題に取り組んだ。B児は 1回目に 27

問できた。５週間の取組の中で、最も正当した数は 48 問で、平均は 38問だった。こ

のことから、取組を通じて、かなり計算が早くできるようになった。 

 次に、９月からの４週間は、割り算だけの問題に取り組んだ。B 児は 1 回目に 14

問できた。最もできた数は 25 問で、平均 18問であった。割り算も少しであるが、早

くなっていた。 

 そして、最後に１０月から１２月までの８週間は、掛け算・割り算の混合問題に取り

組んだ。B 児は 1 回目に 25 問できた。最もできた数は 31 問で、平均 25 問であっ

た。 
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掛け算のみ、割り算のみの問題よりも掛け算・割り算の混合問題のほうが難易度が高

く思えるが、B 児は「割り算だけ」より「混合問題」の方が、平均値が高かった。これ

は、掛け算・割り算を切り替えながら計算する力がついてきていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 「算数チャレンジ」の取組回数ごとの解答数の変化（B児） 

 

C 児 

 C 児は、学習全般において学力が低く、保護者から特別支援学級での学習を相談され

たこともあった。特に C 児は文章の読み書きと算数が苦手であった。九九の理解が完

全ではなく、4年時には九九の表を見ながら問題を解いていた。九九の練習問題や暗唱

を行ったが、定着には時間がかかっていた。算数チャレンジは 4 年生の時も行ってい

た。苦手意識がありながらも粘り強く、5年生になっても継続して続けていた。5 年時

の算数チャレンジの結果は次のとおりである。「掛け算」の問題では、最初は 18 問で

あったが、最高で 50 問まで回答数を伸ばすことができた。次に、「割り算」も最初の

結果が 27 問で、その後最高で 46 問計算力の向上が見られた。次に、「掛け算と割り

算の混合」問題においても、最初の 18問から回答数は増加を続け、最終的に 33 問ま

で回答できるようになっていた。 

C 児は算数チャレンジ以外にも九九の暗唱を続けて行っていた。そして次第に九九の

問題解答が早くなっていった。C 児は、さらに自宅でも家族と九九の問題を出し合って

練習をしたとの報告もあった。最初は苦手であった九九も算数チャレンジを毎週学校で
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行うことで解き方を理解し、自宅での練習の効果と相まって苦手意識は無くなったよう

であった。苦手であっても継続して取組を行った成果だと考えられる。（図１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４ 「算数チャレンジ」の取組回数ごとの解答数の変化（C児） 

 

D 児 

D 児は、保護者から支援の申し出はなく、学力も支援が必ずしも必要ではないが、周

りの状況を考えて行動することが苦手なところがあった。また、集中力の持続が苦手で、

ノートを写すときは、毎時間声をかけるなどの支援が必要であった。 

D 児の結果は、以下のとおりである。（図１５）「掛け算」は、かなり高い数値だが、

パフォーマンス量が上下し、最後は下がっていた。回数を重ねることでモチベーション

が下がったことが原因と思われる。「割り算」問題では、１回目は１８問、それ以降は

３６問と同じ記録で、他の問題に比べ特徴的な結果になっていた。観察とデータから、

D 児は、問題の端で揃えて終わるというこだわりのために、問題の横列の最後で必ず終

わっていることが分かった。「掛け算・割り算混合問題」では、最初の方で落ち込みも

あるが、最初よりも解答数は増加していた。（図１６） 
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図１５ 「算数チャレンジ」の取組回数ごとの解答数の変化（D児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

図１６ D 児の解答傾向             

 

５ 課題 

今回の取組によって、基礎的な計算課題を繰り返し継続して行うことによって、全体的

に計算する力が向上することが結果からみてとれた。しかし、今回の取組の中で、いく

つか課題も見受けられた。 

まず、テスト課題は１分間という短い時間の中で解けた問題数を結果としている。点
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数ではなく、問題数を測るので、やればやるほど成績が伸びていく可能性がある課題で

ある。しかし、児童の様子を観察すると、鉛筆を落としたり、芯が折れたりすることで、

大幅に問題数が少なく終わってしまう事態もよく見られた。つまり、解けた問題数が少

ない原因が、問題の難易度によるものではないことも可能性として考えられる。 

次に、児童自身のこだわりの強さから、プリントの右端で必ず終わらせる児童や、計

算を得意とする児童の中から、「だんだんと最高記録が出せなくなって楽しくなかった」

という感想があった。８週連続で、掛け算・割り算の混合問題をしたことによって最終

的に結果が伸びず、飽きてしまったことが原因として考えられた。 

また、2年生は個別に対応して、問題プリントを５つのステージに分けた。自分のレ

ベルにあった課題ができるというメリットがある一方で、担任が、1 人ひとり違うプリ

ントを配ることにかなりの労力が必要であった。課題自体は１分であるが、取組 1 回

あたり 15 分ほどかかっていた。 

 ステージ別の問題を、ICT 化ですることで、教員の労力と取組全体の時間の短縮につ

ながり、より多くの学校で容易に取り組むことができる可能性がある。 

 

６ まとめ 

本事業は、算数の学習において重要とされる基礎的な計算力の向上と流暢性の向上の

ために、「算数チャレンジ」や、３C 学習法を利用した「九九道場」等、一回が短時間

で終わる課題を継続的に行った。その結果、取組前に要支援に分類された児童の数が、

減少することが分かった。 

取組を実施する教員側の負担もみられたが、児童たちの様子や感想を聞くと、全員が

集中して意欲的に取り組んでいた。また、それぞれが記録を伸ばすために自分が書きや

すい短い鉛筆を使用したり、答えを書きながら次の問題を見たりするなど、楽しみなが

ら工夫している様子も見られた。さらに、毎回結果を記録し、グラフ化することによっ

て自身の成績の向上が次の意欲につながることも分かった。 
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第４章 まとめ 

 

 本報告書では、文部科学省から「発達障害の可能性のある児童生徒に対する教科指導

法研究事業」の委嘱をうけ、通常学級において発達障がいの可能性のある児童が、国語

と算数において学習上のつまずくポイントを明らかにし、効果的な教科指導の方向性に

ついて研究した。 

読み・書き・計算の基礎的・基本的な知識・技能は、小学校低学年や中学年において

体験的な理解や繰り返し学習を重視するなど、発達段階に応じて徹底して習得すること

が求められている。国語では、長音、拗音、促音、撥音の特殊音節が表記できること、

読むことができること、文字に関する事項として基礎的なひらがな、カタカナの習得を

めざすこと。算数では、数概念の理解（大小を比較できること、数の配列を理解してい

ること）、基礎的な計算を正確かつスムーズに解けることがあげられる。 

第２章では、読み・書きについての実践を報告した。低学年である小学校１・２年生

を対象に、教科における学習上のつまずきを把握するための方策として、「ひらがな・

カタカナ１０単語聴写テスト」を行った。テスト終了後一覧に誤答を書き出し、つまず

きを把握した。教科における学習上のつまずくポイントは、特殊音節の省略や転移、濁

点・半濁点の省略、表記ルールの誤り、拗音の小文字の置換などがあった。それらに対

し、つまずくポイントにおける効果がある指導方法や内容として、特殊音節の視覚化、

特殊音節の動作化、連絡帳の内容をカタカナで書く、特殊音節の言葉集めゲーム、リズ

ムに合わせてのしりとりなどであった。事前につまずかないようにするための指導の工

夫や内容としては、ひらがな・カタカナ１０単語聴写テストの実施により、つまづいて

いる児童や学級のつまづきの傾向を把握することが有効であった。また、中学年である

4 年生に対して行った１０１漢字テストにおいても、４つの誤りパターンごとのプリン

ト作成や、誤答漢字 1 文字ごとに誤りパターンに応じたプリント作成などの支援を行

うことで、誤答なしの児童が増加し、10漢字以上の誤答した児童の数は減少した。以

上のことから、間違いの実態に応じた指導を継続することでその効果がみられることが

分かった。 

 第３章では、基礎的計算課題の習得についての実践を報告した。対象児は 2 年生と 5

年生で、昨年度 1 年生と 4 年生時に同様の取組を行った児童であったので、2 年間の

取組の成果も報告した。各学期末に児童のつまずきを把握するために「さんすうチャレ

ンジ」を実施した。内容は数の大小、数系列、基礎計算である。1 分間テストを個別の

レベルに対応した 5 段階に分けて実施したり、３C 学習法の考えをもとに作成された

「九九道場」を使用したりすることで児童たちが積極的に課題をこなした。その結果、

要配慮の児童数が減少するという結果が得られた。 

これらのことから、読み書き、算数において、低学年の早い段階で学習困難のある児

童を見つけ、早期に適切な指導・支援を実施することの有効性が認められた。今後の課
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題として、より詳しく効果について検討し、必要な児童への支援を提供する等、指導方

法、指導時間、指導体制などを学校組織として体系的にモデル事例としてできるよう検

討・構築することが重要であると考えられる。また、このような取組を継続するために

は、指導者への負担をできるだけ減らし、短時間で楽しみながらできるようにする工夫

が有効であることが分かった。 
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