
1．はじめに

帝京大学教職大学院は特色の一つに「教育と医療

の連携」を掲げている。その中で板橋にある帝京大

学医学部のキャンパス内の教職大学院の分室にて平

成23年より「ワクワク学習教室」をスタートさせた。

その一年間の学習室の指導について報告する。

「ワクワク学習教室」は、発達障害等により学習

につまずいている通常学級に在籍する児童に対する

医学的な診断・評価を踏まえた上での、学習障害の

専門家による適切な学習支援を目的とする活動であ

る。大学院が掲げる「教育と医療の連携」を実践す

る臨床の場であるともに、連携の在り方を研究する

場でもあり、また大学院生に対する教育の場として

の意義を持つ。参加児童の保護者には、上記の目的

をご理解頂き、研究や院生教育にもご協力を頂いた。

詳細は触れられないが、今年度は、一名の大学院生

が課題研究の実践の場として「ワクワク学習教室」

を利用した。

学習指導担当者は 1 名であるが、医師も診察終了

後などに出来るだけ学習室を訪れ、直接に指導を見

学または補助を行った。

指導児童は、帝京大学医学部付属病院小児科外来

を通院中の児童で学習につまずきを認める児童生徒

7名であり、学年は小学校 2 年生から小学校 6 年生

で、いずれも通常学級に在籍している。臨床診断名

は、軽度発達障害、学習障害、広汎性発達障害、

ADHD、脳性マヒ、視空間認知障害、結節性硬化症、

協調運動障害などであり、重複して診断されている

児童もいる。参加児童の居住地は都内及び埼玉県内

である。

指導は、教職大学院分室（板橋キャンパス）にて

個別指導を月一回から二回設定した。指導時間を50

分とし、その内訳は45分を児童の指導に残り 5 分は

保護者との話し合いとした。保護者同席で指導を行

っているが、その中で指導時に気づいたことや保護

者からの相談を受ける。また、大学院生や特別支援

教育の研究者や公立小中学校教師他が学習指導を見

学することもあり、学習指導後には意見交換を行っ

た。また定期的に医師と学習指導担当者との間で診

療の実情・行っている医学的な支援と学習指導の内

容、さらには医師による在籍校訪門時の児童の様子

や学校の対応などを話し合い、児童の理解に繋げた。

2．指導の流れについて

児童への指導を行うためにはプロフィールの把握

が必要である。そのため以下の内容を踏まえて指導

を実施する。

①児童のプロフィールの把握をする。

・医師の診断所見と診断の確認

・心理検査（知能評価等）による評価

WISC－Ⅲ、K－ABC

＊病院での心理検査、通級での検査

・注意課題による評価（平成23年8月実施）

＊静岡英和学院大学　日比先生に依頼

・学習面での実態把握

あゆみ、児童の学校で使用しているノート、

LDI、保護者や児童からの教科に関する聴き取

り

・学習教室での学習理解、行動特性

前年度に一度施行した学習相談での観察等を参

考

②学習指導計画の作成をする。
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指導仮説→目標→指導内容

③指導の振り返りを行う。

一年後、保護者に目標を踏まえて指導の結果を

報告する。

3．指導内容の視点と配慮点

各児童には、疾患特性によると考えられる独特の

理解の仕方や表出の少なさ、内容の理解の弱さなど

が見られた。その際プロフィールで重視したことは

次のような点である。認知特性のアンバランスがあ

る学習障害の場合は、その内容の優位な内容や劣位

の内容を判断した。そして視覚的な情報を得ること

が優位なのか、それとも聴覚的な情報が優位なのか、

また処理能力として同時処理が有効か、それとも継

時処理が有効かなどを分析する。記憶においてはワ

ーキングメモリーや短期記憶、長期記憶などを心理

検査や学習の様子から把握する。ADHDの場合には

集中力の時間やどの様な内容なら集中できるのか逆

に出来ないのか、集中の切り替えなどをみたりし、

それを基に指導内容を検討した。広汎性発達障害の

場合は、興味の限定が見られることが多く、言葉で

のやり取りや教科書の内容において、どの様な内容

なら理解し興味関心をもっているのかなどを把握し

た。また、脳性マヒのための姿勢保持の特徴や目と

手の協応運動や微細運動における問題点、眼球運動

の制限、脳性麻痺に合併しやすい視空間認知の弱さ、

などについて、指導中の様子からも把握し教材や指

導方法の工夫を行った。

また児童は、学校生活の中では毎日、教科書を中

心に学習している。児童達は自分の学年での学習を

理解したいと思っている。しかし、それぞれが学習

への不安があるので、児童がどの程度教科の内容を

理解できているのか、今どの内容を指導されている

のかを把握し、分からないところはどこなのかなど

該当学年の教科の把握が必要である。また、学習内

容を予め把握することは、理解しやすい学習の組み

立てと、その方法を検討する上で重要視した。

さらに初対面での児童から積極的なやり取りがな

かなか取りづらいことや保護者が同席しているため

保護者に頼ってしまう様子や保護者の方が当然のよ

うに児童に対する質問内容を代わりに先んじて代弁

する場面も見られた。そのため、自分で取り組める

ように自己有能感を持てるような学習を組み立てて

いくことが重要と考える。そこで興味関心を持って

いるものや自分の得意なことを踏まえた課題にし、

その中に苦手な学習を取り入れていく事により、児

童自身が自信を持って取り組み、苦手な学習の理解

にも繋げていくことができるのではないかと考え

た。また、指導者も子どもと一緒に取り組むことが

互いに学習を形成できると考える。

児童がADHDのために集中力の持続が困難な場合

や記憶力の問題がある場合は、沢山のことを言われ

ても記憶できなかったり、判断できなかったりする。

その場合は、時間を短くしたり時計の見方を理解さ

せたり、方法をガイドしたり、二者択一の方法で判

断をさせたりするなどの手法が学習への取り組みを

可能にさせる。

また月に一回または二回の指導のため児童の学習

意欲を持続できるようにさせるため児童の希望を取

り入れた宿題を設定した。家族にも宿題の内容を説

明し、協力を求めたり学習のねらいを確認したりし、

次回の学習の時に提出するように約束した。結果的

に取り組めなかったときは次回にと繋げていく。

最後に児童への接し方であるが児童の失敗や取り

組む意志のない課題はあえて強要せず、出来ないこ

とを話題にしないようにする。逆にその理由を分析

し別の課題に変更して指導した。

4．指導内容

（1）「聞く」・「話す」の指導

児童の中に広汎性発達障害の児童がいるが、主な

障害の状態としてまずコミュニケーションの問題や

意味の理解が困難、興味の範囲が狭い、こだわりが

みられる。そのため、「聞く」ことが難しく、質問

してもなかなか自分から表出することが少なかった

り、母親に同意を求めて、母親が児童に説明したり、

代弁したりする場合が見られた。また、「話す」に

おいても同じ様な状態がみられた。また意味が伝わ
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らないような言い方もみられた。知的障害の場合は、

はっきり言葉で伝えられず自分の思うような展開が

なされないと学習に参加しないなどがみられた。そ

こで日常の家庭や学校の話を基に保護者を交えなが

ら話をしたり、経験した行事や遠足のことを話した

りしていった。また、家族で外出した場合、写真を

撮ってきてもらい、それを見ながら行き先や印象的

な場面について話をしていった。また、宿題などを

出す場合は、取り組み方や期間、方法を説明し、児

童自身が取り組むという意志のもとに家族のかかわ

り方などを話し合って進めた。

（2）「読む」の指導

読むことには、音読や文章が書かれている内容の

理解があるが、なかなか文章を読むことを好まない

児童が多く、教科書の文章の全部に家族にふりがな

を振ってもらっている児童もいた。

そこで視覚的な理解が優位な児童に対しては、内

容を理解させやすい図や写真を手がかりに工作の説

明書や折紙の折り方に書かれている折り方の内容や

クッキングブックなどを教材とした。説明文は図な

どの下に書かれ短文であることが多く、またふりが

なが振られている場合もあるため、児童が苦手意識

を持たずに取り組みやすい。

また、社会科が好きな児童には地図や歴史を中心

にし、学習状況を踏まえて地名の読み取りや歴史上

の人物などを学習に取り上げていった。また文章で

分からない言葉は国語辞典や漢字辞典を使用し、そ

の箇所を一緒に開き、その箇所を確認して読むよう

にさせた。

漢字の読み方やひらがな、カタカナの単語の正し

い読み方は、長音や促音が難しい場合が多く、一緒

に読んだり、文字に書き換えたりすることで間違い

に気づかせるようにした。児童が書いた文字が間違

っている場合には自分で読ませ、長音や促音の間違

いを訂正するようにさせた。また、何度も同じ間違

いがある場合は、簡単な理解レベルに戻し取り組ま

せた。漢字も似たような漢字があるため意味調べを

させ、その違いを理解できるようにさせた。

（3）「書く」の指導

文字を書く場合は、ひらがな、カタカナ、長音、

拗音、促音がある。また漢字も学年が上がるほど複

雑な漢字となる。児童が書いた文字の様子は、脱字

やバランスの悪い文字がみられる。また、同じよう

な文字を書いてしまい、「白」と「自」を間違えて

書いている等、正確さに欠ける場合がみられた。

そこで学習の予定表を作成し、毎回、日時や名前、

課題の内容、感想、次回の指導予定日、宿題などを

書き込むようにさせたが、その際に、書き方や文の

内容を一緒に進めていった。時には書くことを嫌が

ることもあったが、その場合は代筆して内容を伝え

るようにさせた。文が浮かばない場合は、内容を二

者択一にして提示し、判断させその内容を書くよう

にさせた。

漢字指導では、偏や旁に注目させ、漢字の問題を

作らせ合体させたり、熟語作りではカードに書かれ

たそれぞれの漢字を選択して熟語を完成させたり、

同じ文字から浮かぶ漢字を考えさせたりした。

文章理解や文章構成においては、興味ある内容を

基に新聞作りや旅行での写真の内容を文章化させ

た。児童の興味関心は予想以上の内容で鉄道や野球、

歴代の首相の年表は時間をかけて取り組むことがで

きた。内容の構成や方法には家族の協力を必要とし

たが、その内容に取り組む意欲は高く、課題を完成

したことが児童の自信になっていると感じられた。

また、文章の形を意識した指導として5W1H方式を

取り入れ、「誰が、いつ、どこで、誰と、何を、ど

うしたか」の項目を掲げ、一言感想として指導を行

った。そのため始めに内容を言葉で言わせてから文

章へと繋げていった。また、クイズ作りでは興味の

ある歴史上の人物や地理に関するクイズを考えるこ

とや「ポケモンクイズ」の本を読み、答えを予想さ

せ、答えの欄を読んで確認するなど楽しみながら進

めていった。また、4 年生からローマ字の学習があ

るが、理解が不充分な児童に対し、ローマ字表を見

せ、更にローマ字が書かれてあるプレート板を用い

てアルファベットから単語作りを行った。

帝京大学教職大学院　第 3号（2012年 8 月）
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（4）計算の理解と類推の指導

計算については教科書で指導される内容の理解度

と理解が困難な内容を確認し、その箇所の内容を説

明したり、計算を公式に併せて再確認させたりする

指導を行った。またドリルでの指導は、主に学年で

の理解が難しい場合に下学年の問題のドリルを基に

指導を行った。特に文章問題において使用した。減

算の 2 桁になると理解が出来ない場合は、学年で算

数や理科などグラフの学習が入っているかを確認し

てから、グラフに自宅の室内の一階と二階の温度差

を調べて二本の折れ線グラフを完成させたり、新聞

の天気予報の欄から気温の箇所を見て、二つの地域

を決め、その地域の最高と最低温度を記入させたり

するようにした。この記入作業は 2 位数の計算や数

の多少を視覚的に理解できるようにするため一ヶ月

間継続した観察と記録をするようにさせた。また、

ゲームを通して10の補数、2 つの数の大小の学習を

行った。特に児童にとって取り組みやすいボーリン

グゲームを毎回取り組ませた。20，30，40などの数

をもとにした双六ゲームで数の順序や加算、減算な

どを具体的な場面で理解できるように取り組んだ。

また、単位の理解が分からない場合、児童が好き

な紙飛行機を作らせ、その紙飛行機を 3 機ほど飛ば

してその飛行距離の比較（cm、m）を物差しや巻き

尺で調べたり、紙テープで調べてから物差しで測り

直させたりするなどの実際の操作からセンチメート

ルやメートルの単位を実感できるようにさせた。さ

らに、それを文章題の形式にまとめるようにさせた。

また、加算が正確に理解できない場合はサイコロ

での双六ゲームを 5 までの数に抑え、ドットで数を

示してある 2 コのサイコロを使用してドットの個数

を数えさせたり、順序数を100までボールを投げた

り、箱にボールを投げ入れると点数が入るなどゲー

ム化しながら理解を促した。

文章題の理解では教材にお菓子（飴、煎餅、チョ

コレート、クッキー）などを使用し、そのお菓子の

個数を四則計算の文章にまとめるように 4 つの枠を

作り、図を書き込むようにさせた。またボーリング

ゲームをした際には、計算を含めた文章を様式に書

き表せるように穴埋め式にし、その箇所に各文や数

を書き込めるようにした。

図形の作図においては、180度、360度の分度器は

大きいサイズのものを使用することにより角を把握

しやすくし、描きやすくした。コンパスの指導では

使いやすいコンパスを選び、作図には方眼紙を使い、

作図させ、多角形の展開図も同様に円や辺の把握が

わかりやすいようにした。折紙の作成も図形に繋が

ることから重視した。

（5）時間・空間の概念の指導

今年は平成何年か、今日は何日か、何曜日かなど

の理解が不十分の児童が殆どであった。そして、カ

レンダーの読み方や配列の仕方など理解できない事

が保護者の話から分かった。そこで「今日の学習予

定表」の記入の際に学習時の日付の記入、次回の学

習予定の日付と時間の記入を指導の前や後にカレン

ダーを見ながら書きいれる様にした。また、学習課

題に、カレンダーの枠を作り、上に絵を描き込む、

下には曜日と日にちを書くようにさせた。絵を描く

ことが好きな児童に季節を意識した絵入りのカレン

ダーの作成を毎月の宿題とした。また、日付けの読

み方など示し、「ついたち」、「ふつか」などの日に

ちの言い方を理解できるようにした。

時計の確認も学習時に時間を意識させ、何時まで

何分間等を理解させるためにデジタル時計やアナロ

グ時計を見るように指導した。

空間の概念は、上下左右の位置や方向のもとにな

されているが、実際に読み書きにおいても欠かせな

い。特に文字の順序や位置や方向が基になっている。

また、順序数や加算・減算においても重要である。

そのため、あみだくじ作りを取り入れた。この場合、

ゲーム感覚で位置や方向を辿れる。おりがみは空間

の要素が沢山あり、気に入った折紙の作品を選ばせ、

見本を見て折るなど空間の理解を促した。また、見

本と同じ図形の作成や点図形の描画に取り組ませ

た。まちがい探しなども左右の絵の比較をするので

位置や内容を考えさせるのに有効である。

（6）視知覚の指導

視知覚の問題がある児童が数名いるが、その児童
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に対しては形の知覚を促すことが大切と考え、図形

の色塗りやパズルの構成、点図形、形の分析、ペグ

さし、ブロックの作成、紙工作を取り入れた。いず

れも見本と同じ物を作成するなど手がかりが自ら判

断できる教材を取り組むようにさせた。

（7）目と手の協応の指導

目と手の協応が困難な児童には、物の操作や指の

使い方などに不器用さなどが見られたため、そのよ

うな場合は必ず目と手を使うような工作や手芸など

取り組むようにさせた。例えば万華鏡作りであるが、

キッドをもとに、図を見ながら手順を踏む過程で、

△の万華鏡の鏡の組み立てや筒の周りに紙を貼るな

ど楽しみを取り入れながら取り組むことが出来るよ

うにした。また、ビーズをテグスで穴に通し首飾り

をつくることや下絵が描かれた刺し子で布巾を作る

など実際に活用できる物を選んだ。新聞の切り抜き

（天気図）では、ハサミを使って線に注目して、線

に沿って切り取ることから目と手の協応動作の練習

として取り入れた。

5．事例の紹介

（1）診断名

高機能広汎性発達障害（HFPDD）・

学習障害（LD）

（2）知能検査及び認知のプロフィール

－WISC－Ⅲ　FIQ90台、

VIQ<PIQ （2年前に施行）

視覚的な体制化が強いが、物事の説明や概念

形成が弱い。

－LDI：言葉のニュアンスなどが分かりにくい。

来る－行く 等の使用の混乱。助詞の使い方

が難しい。

－注意課題：ミスは少ないが、不要な情報の抑制

と注意の切り替えが苦手。

（3）生育歴

言葉の遅れ、特異的言語障害と診断され、5 歳 4

ヶ月から療育センターにて言語指導を受ける。

5 歳10ヶ月頃にこだわりと完璧症に気づかれ、

HFPDDが疑われた。

－在籍校での様子：　

3 年生時に他の児童が教師に注意を受けてい

る様子を見て萎縮してしまう。分からなくても

自分から質問できない。自信喪失になっていた。

4 年生になり12月より巡回指導の支援を受け

るようになる。

－通級指導教室で様子：

2年生より情緒通級指導教室に通う。

4 年生時に、教育委員会の支援を受け、在籍

校担任、通級指導教室担任、保護者、主治医

（藤井）とで児童理解や支援の仕方に付いて話

し合いの場が持たれた。なお、通級指導教室で

は教科の指導も実施されている。

（4）指導仮説

受動型PDDとしての特性（こだわり、失敗を気に

して、完璧を求めすぎる）と、言語性LDとしての

特性（視覚優位で、聴覚的な言葉の意味理解や表出

が弱い）と得意とする領域（長期記憶）に対する理

解に基づいた指導が必要と考えた。また、指導時に

母親に答えを確認するなど依存的な様子が見受けら

れたが、これは、PDDとしてのものと、成功体験の

不足による自信のなさの両方を示していると思われ

る。

そこで、言葉の説明や理解が出来ることや物を細

かく分析すること、時系列を意識して空間や抽象的

概念を身に付けることを中心に指導計画を立てた。

（5）指導計画

本児童が得意とする視覚性優位を生かした絵や興

味関心のあるものの具体的な操作を通して言葉の理

解や表現ができるようにする。また、自己有能感を

育てるために、自分で判断することや取り組みやす

い作品を作ることを学習の中心とした。

（6）目標と指導内容

①具体的な操作を通して言葉の意味理解や表出を促
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す

：文章問題の読み取りと問題作成、折紙、温度の

計測、図形の作成

②時間・空間の概念の理解を身に付けさせる

：カレンダー学習、カレンダーの作成、学習予定

表の記入

③文字や文の理解が出来るようにする

：漢字や意味での国語・漢字辞典の活用、熟語作

り、偏や旁の漢字の仲間作り、メモ日記

（5W1H）、ことわざ、比喩、擬態語、接続詞

④視知覚で細部への理解が出来る

：形の弁別　

（7）結果

言葉の意味理解においては、状況を確認しながら

図に描いてから問題作成を行うが、四則計算の意味

は数が少なければ理解できるようになった。

時間の理解においては、カレンダーを継続的に作

ることができ、6月にはあじさいを、8 月には花火、

11月にはミツバチのメープルシロップなどを描いて

おり、季節や月に関するイメージができた。読み方

や配列などが正確になった。しかし、まだ自分でカ

レンダーを見て予測して考えるにはヒントが必要で

ある。

文字や文章においては、まだ漢字の構成にはヒン

トが必要ではあるが漢字の仕組みが分かり始めた。

ローマ字においても配列のルールを分析できた。作

文では、簡単な文であれば気持ちを含めて内容をま

とめてかけるようになったが、やはり絵や図を書き

足す。

言葉での説明に関しては、自分から学校の行事の

劇や遠足などのことを少しずつ伝えられるようにな

った。また自分の折紙やカレンダーの作品を見て、

「折紙の先生になろうかな」とか、「デザインの方に

興味がある」など言うようになり自己有能感も育っ

てきている。

（8）考察　

視覚優位のプロフィールを生かし興味関心のある

得意な絵や折紙などを取り入れながら時間の理解、

言葉や文字への指導を行った。

この指導が言葉の理解力の向上に及ぼした効果は

必ずしも十分とは言えないが、本児は少しずつ前向

きになって一人で物事に取り組む積極性が見られる

になってきた。

また、次第に本児が「ワクワク学習教室」での指

導内容を、通級指導教室の教員に話をするようにな

ったことで、言語化の練習になったと考える。

指導に際して、保護者に同席してもらうことで、

本児の興味を生かした学習を家庭でも受け止め実践

して頂けたと感じている。しかしながら、「ワクワ

ク学習教室」における治療教育と在籍校での一斉授

業、通級指導教室での指導との連携は、まだ十分で

はなく、体制の整備も含めて今後の課題である。

6．1年間を振り返って

児童との指導が 1 年間終了した。月に一回が殆ど

の指導であり、月二回の児童が一人であった。次の

指導まで 1 ヶ月の間隔が空いてしまうため、指導に

来ることの目的や意欲が失われるのではないかと心

配していたが、自分の予定や家族の都合や病気など

で休む程度で、台風や指導者の体調が悪かったため

に指導日を変更した以外に休むことなく、都内や埼

玉県内から天候が悪かったり暑かったりした中、保

護者や妹や弟と共に時間に併せて出席されたことに

頭が下がる思いでいっぱいである。そして50分とい

う約束が60分になるなど意欲が時間を超えてしまう

ことも多々あった。逆に自分の思いと違っていたり、

学習室に来るときに自分の気持ちが納得しない様な

ことがあったりするとそれを引きずってしまうこと

があり、その日の体調や日常の気持ちもかなり学習

に影響した時もあった。その時に気分を変えてくれ

たのが、宿題の存在であった。宿題は、互いに記録

し次回の学習に持参する約束をしたが、これがかな

り意欲的に取り組み学校の宿題より熱心に取り組ん

でしまい、逆に悩んでしまった家族もあったようだ。

また、宿題も一人では取り組めず家族の協力がなけ

れば出来ない場合もあるが、その場合は一緒に取り

組んでもらい、保護者から取り組みにくかったこと
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や取り組みやすい方法を逆に教えて頂くこともあり

児童や家族、指導者のコミュニケーションの素材や

場になったこともあった。この宿題は、学習教室の

黒板に貼り付けているが、ここに紹介されているの

を児童自身も見ながら満足そうな視線を送っている

ことがたびたび見られた。また、他の児童の作品を

興味深く見る様子もみられ、児童への刺激になった。

学習自体は、それぞれの個人目標に沿って教科書

やドリルなどを利用して理解を促していったが、ゲ

ームや創作を通じた学習指導は、保護者や見学者に

とっては楽しい遊びに終始しているように思われた

こともあったかと思われる。しかし、操作やゲーム

を通して数を理解させ、その時に発する言葉ややり

取りによっては話す力、理解する力、計画する力な

どを育てられると考える。スポーツや遊びには同じ

ような場面を繰り返し体験できるという良さがあ

る。特にボーリングゲームや双六では、児童はでき

るようになると自分から希望し連続して取り組もう

とした。そして得意な物を課題に設定し、学習を進

めて行く中で、苦手なことが改善できるようになっ

たと思う場面が沢山見られた。特に折紙の作品を形

にしてファイリングしたり新聞形式で内容が伝わる

ように大きな紙に貼り付けたり、旅行の写真の下に

文を書き込むなど旅行記を作成するようにさせたと

ころ、少しずつ形ができあがってくる事で学習への

楽しみが増し、その過程で苦手とする読みや表出の

面においても、自分から図を見たり文を読むように

なって理解を進めるようになったり、文章を思いつ

いて書き込むようになったりするなどの変化が見ら

れた。折紙を折ってきた児童は、今飛び出すカード

の作成をするようになり、またクッキングブックを

見てチョコレートを作ってきた児童もいた。また、

自分で車掌になりたい夢を新聞にしてオリジナル新

聞を完成させるなど子どもたち自身が目的を持った

行動をし始めている。このように、今、子どもの秘

めたる沢山の力が開放され、子ども達自身が自身の

力に気づき、その力を発揮することに喜びを見出し

ているように感じる次第である。

一人一人について指導の結果を書き込むことがで

きなかったが、多くの協力者、とりわけ「ワクワク

学習教室」に参加して、学びを共にした子ども達と

保護者の方々に感謝しつつ、1年間の指導が無事に

終了したことを報告する。
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