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【基調講演】 

国立成育医療研究センター副院長・こころの診療部統括部長 小枝 達也 先生 

              プロフィール：1984 年に鳥取大学医学部を卒業。脳神経小児科や神経疾

患専門の診療科で研鑽を積まれた。その後、同大学の教育学部へ異動。 特

別支援教育の導入・発展に関与され、文部科学省の「中央教育審議会特別

支援専門部会」それから「幼児教育専門部会」の委員も務められている。

2009 年より鳥取大学の「附属小学校長」を歴任され、2015 年に現在

の「国立成育医療研究センターこころの診療部長」に着任。現在、2017

年から、同センターの副院長も併任されている。ご専門は発達障害医学で、

小児科専門医、小児神経専門医、子どものこころ専門医。 

 

皆さん、こんにちは。たくさんおいでいただきまして、ありがとうございます。ただ今、ご紹介頂きま

した小枝と申します。今日は1時間、お時間を頂きましたので、基調講演ということでございますが、

学習障害の発展と支援、特に「読み書き障害」のお子さんに対してどんなふうに気づいてどんなふう

に支援していったらいいかという具体的な話をお持ち帰りいただければというふうに考えています。 

それでは座ってさせていただきます。1時間しかないので、サクサクと話を進めていきます。 

 

まず、いつ頃から発達障害の話が世に出たかといいますと、振り返ると1998年4月7日の NHK 

の「クローズアップ現代」で「もっと僕を知ってほしい、注意欠如多動症候群の子ども」というのを国

谷さんというキャスターの時にされました。これがきっかけで、色んな研究班が立ち上がってADHD、

PDD、まあ今で言う ASD ですけど、あと LD、心身症などの研究班が立ち上がって、ガイドライン

ですとかね、診断のためのツール開発から、薬物療法が全然なかったのでこれの整備ということが進

んで参りました。当時からほとんどのガイドラインの作成に、私もかかわらせていただきましたけど、

今はもう発達障害については第2ラウンドに入ったかなと考えています。 

 

これからの発達障害のテーマは一つ、やっぱり「学び」であろうというふうに考えています。 

「おとなしく座っていればよし」ではないんですよね。「友達と仲良く話ができればそれでよし」で

はなくて、やはり子どもたちには「学び」がないとあの子たちは育って行ってないので、この「学び」

といっているものを我々は常に追求していく必要があるのではないかと思っています。それで、私は
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今、病院で医療をしておるわけですけれども、ほぼ毎日医療にあけくれているわけですが、最近思い

ますのは、小児期から成人期に子どもたちがいく時に、非常に小児期に強かった症状を軽くする、症

状のつらさを軽くするのがまあ医療なんだろうと思うわけですけども、これで発達障害のお子さんは

うまくいくかと言えばそうではないんですね。もう一つ、こういう逆三角形があってですね、非常に

小児期には、か細くてか弱くて非常に壊れやすいぐらいのそういう「為人」であったものが、思春期・

成人期を目指してですね、「為人」が強くてタフなものになっていくという応援も大事で、これが教育

であったり家庭であったりではないかなと最近強く思います。 

ですから、私は症状とかつらさを軽くする方向にもっていくんですが、それで決して終わりではな

くて、あの子たちの「為人」をですね、タフな強いものにしていくという視点がないと成人期を迎え

られないのではないかなと思うんですね。そうしますと、医療・教育・そして家庭といったものは、や

はり歩調を合わせていく必要があるのではないかなと考えているところでございます。 

 

それで今日は、「ディスレクシア」と呼びますけども、読みがなかなか上手になっていかないお子さ

んの話でございます。これは私が、実は医者になって 1 年目の冬ですね。あるお子さんに出会って、

まだ医師免許をもらって半年ぐらいの時にある典型的な「ディスレクシア」のお子さんに出会って、

不思議でしょうがなくてですね、それをきっかけにまあ今でもこういったことをしています。で、今

日のお話はそれ以来 35 年かかりました。35 年かかってようやく診断し治療できるってことになり

ましたので、それを今日1時間でお伝えしたいと思っています。 

 

理解力は良好なんですけれども、「読むスキル」「読む技術」が身につきにくいお子さんっていうの

は実はいらっしゃって、こういう子が学習障害の1つのタイプの「ディスレクシア」というふうに言

います。「ディス」は障害で「レクシア」は読むという意味なので、「ディスレクシア」は「読み障害」

なんですけども、あの、言語は読めないと書けないんですね。読めないと書けないので「読み書き障

害」がセットで出てきます。聞いて理解して喋れるようになるんですね。読めるようになって書ける

ようになるので、読めない子は書けません。ですから、「読み書き障害」としてセットで出てきます。

これは医学的には 1896 年、100 年以上前にイギリスで報告されました。14 歳の少年がまじめで

勉強熱心なんだけども、文字の読み書きがほとんどできずに、ご家庭も裕福で教育熱心なご両親が家

庭教師なんかをつけてですね、しっかり教えてもらったんだけども、改善が思わしくなかった。そう

いう報告が出ています。医学雑誌です。担任のコメントが載っていまして、会話だけでのやり取りな

らこの子がこの学校で1番優秀だって担任が言うくらい、まあ頭のいい子って言いますかできる子だ

ったんですが、読み書きになると本当にできないっていう、そういう状況で報告が出ていました。こ

れはコロンブスの卵と一緒で、「そういう子がいるよ」って出ると「ウチにもいるよ」って言うことで、

頻度が多いものですから、色んなところで広がっていったという、そういう経緯がございます。症状

と書きましたけども、この子たちの読む様子は、1番の文字を1つ1つ拾って読むという逐字読みが

あるんですね。なかなか1個ずつじゃないと読めていかないっていうのもありますし、2番目の単語

とか文節の途中で区切っちゃうんですね。ひとまとまりがよくわからないので、「猫が屋根から飛び降

りた」なんて言う文になると、「ね、こ、が、や、ね、か、ら、ね、か、ら、と、び、お、り、た」み

たいにね、こんふうにひとまとまりで区切れないっていうのがあります。時々、3 番のように、自分

で読んでいるところを確認するように指で押さえる子がいます。これは誰に教わった技でもなくて、

自分でこうするとちょっと読みやすくなるって、自分で開発するみたいで、こういった子もいます。 

それから、文字間、行間が狭くなると読みにくくなりますし、音読よりも黙読が全然ダメです。だ

けど 1 度中身が理解できると、2 回目は割とスムーズになるし、特にADHD を合併している子は、

文末を自分で勝手に変えちゃうんですね。「勝手読み」っていうのをよくします。それから、意外に気

づかれないんですけど、この8番がすごく重要で、「易疲労性」と書きましたけど、あの子たちは文字
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を読むととっても疲れるということなんですね。この疲れるということに気をつけていただかないと、

頑張ってやるとなんとなく拾って読めるので「読めるじゃない」って言われちゃうんですよね。とこ

ろが、やっとこそ読んでいる程度で「読める」って言われたんでは、本なんかとても読めないわけで

すよ。「疲れるので、実は本を読みたくない」っていう。この疲れやすいんだっていうところに気づか

ないと、あの子たちの悲しみに近づけないということになります。この「疲れるんだ」ということを

是非気をつけてやっていただくといいと思います。それから、「書字障害」も結構、大体みんな同じパ

ターンで出てきて、「ひらがな」って1対1対応で大体書けるんですけど、1対1対応の規則性があ

の…その規則性が通じないところがあって、それを「特殊音節」というんですけど、「がっこう」の「っ」、

「とんでもない」の「ん」、二重母音、「おかあさん」の「かあ」と続く二重母音とかが駄目で、「お母

さん」って書いてというと「おかさん」と書いたりしますよね。そういう誤りが多いし、「わ」と「は」、

「お」と「を」、それから「め」と「ぬ」、「わ」と「ね」、似た音だったり、形が似ているものの誤りが

多いのと、漢字は、画数が多くなると全然書けなくなります。こういった書字障害が非常に共通して

見られるということなんですね。 

 

これは、私が医者になってまだ半年の時にもたせてもらった典型的な子の書き取りで、8 歳の男の

子、小学校2年生でしたけど、IQが110あるんですね。なのに本当に読めないので、じゃというこ

とで書き取りをさしたんですね。「遠足の前の日に私は風邪で学校を休んでしまいました。」って書い

てというと、すらすらと聞いて1回書くんですね。まあ、記憶力は良いので…ところが彼が書くのは

ですね、「遠足の前の日、はたしはかせで学校をやすでしまいまし。」とこういうふうに書くんですね。

たった 3 行ほどの間に 5 つも 6 つも誤りがあって、先ほど私が申し上げたような誤りが多いという

ことなんです。その子を 6 年経って中学 3 年の時、もう 1 回見せてもらうチャンスがあったんです

ね。そうするとですね、読みがですね、小学校2年生の時とほとんど変わってなかったんです。凄い

ショックでした。その子の作文をちょっと借りたんですけども、きっとこの子は「稲の束を『いち、

に、さん』とやっていると雨が降ってきました。」って書きたかったんだと思うんですけど、「いえの

たはを『いち、に、さん』とやってると、あめふってきました。」ってね。たった1行半ほどの間に4

つくらいの誤りが、2 年生のときの誤りと非常に似たような、ひらがなの表記っていうレベルで、こ

んだけ誤りがあると言うことだったんですね。その子がちょっと読んでいるところを聞いていただく

といいかなと思うんですけど。 

「おそろしい、おそろしい、おそろしかった、から、では、おそろしかったから、ありません、きつ

ねをはずれて、みたとき、いったのと、きつねのけがあまり…あまりうつくしく、しか、うつくしかっ

たです。うつくしくしか…うつくしかったからです。」、これは中学3年生の時で、読んでいるのは小

学校 2 年生の教科書なんですね。たった 2 行か 3 行を読むのに、こんだけ時間かかっちゃう程度で

す。こういったお子さんは、これ、結構家族性で出ることもよくあって、お母さんからとか、お父さん

からとかっていう家族での集積がちょこちょこあります。 

 

この「発達性の読み書き障害」は、字が読めない子ではないんですね。「読めるか」「読めない」の2

択でいくと「読める」になるんです。例えば、「雪だるま」って読むのを「ゆ…き…だる…ま」とやっ

と読むと、私なんか読めないなと思うんですけど、それを聞いたお父さん、お母さんとか、学校の先

生、「ほら先生、読めるんじゃないですか」って言うんですね。こんだけ、やっと読んでいても一般の

人はやっぱり「読める」って言うんだって、ちょっと私の中では、私の言っている意味と、いわゆる

「一般の人の読める意味が違うんだな」ってことが気づいたので、「発達性読み書き障害の子は字が読

めない子ですよ」って言うと、全然紹介がなかったので、学校の先生方に伝えるには、「読めるんです

よ、だけど、極端に遅いし、よく間違えるんですよ」というふうに伝えるようにしました。そうすると

ご紹介頂けるということになったので、同じ日本人でも「読める」っていうことの意味が全然違うん
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だなということに気がついたんですね。 

ですから、今日、ご参加の皆さんが「ディスレクシア」のお子さんのことを他の方に伝えるときに、

「ディスレクシアってどんなお子さんですか」と聞かれたら、「字が読めない子なんですよ」って伝え

ると勘違いされます。「読めるんですよ。だけど、極端に遅いし、よく間違える子なんですよ」って伝

えていただくと、「あーそういう子ならいますね」って、こうなってくるんですね。「ディスレクシア」

のお子さんはなかなか気づかれなくてですね、それはなぜかというと、苦手なことがバレないように

上手に、カムフラージュするんですよ。頭が良いので、自分が苦手なことですね、バレないようにす

ごく上手にカムフラージュするんです。1 番は教科書の丸暗記です。自分の担任が大体「次どのぐら

い、どの辺を当てるか」っていう当てる癖を見抜いてですね、「そろそろ俺、この辺が当たるぞ」って

見抜いて、前の日に家で暗唱するぐらい、何遍も覚えて来るんですね。で、当たるとしめしめと思っ

て、読んでいる。でも読んでないんですね、覚えてやつをそらんじているだけなので…そういうこと

で見抜けないよう、バレないようにします。中に当たると、黙っちゃうんですよね。そうそう、学校の

先生って基本的にいい人が多いので、「この子は恥ずかしいんだな」「あんまり追い詰めちゃ駄目だな」

って言って「はい、次」って超えるでしょう。「はい、次」ってなった瞬間に、本人はしめしめと思っ

ていますからね。それから、もっと強者は保健室に行くのがいるんですね。当たるとですね、「お腹が

痛い」とか言ってですね、保健室にこもりました。中学生ぐらいで実際にいたのは、騒いで授業妨害

するんですね。当たると「当て方が気に食わねえ」とか言って暴れるんですね。あいつは切れやすく

て危ない奴だっていうことでお構いなしという、クラスの中であいつはお構いなしだよっていうふう

にそえるとまず当たることはないので、そうなるとなんか…踏ん反り返って腕組みして目つぶって授

業中寝ているふりして、そして、先生の言うことを一生懸命聞いて、テストに備えるという子が実際

にいましたですね。 

 

原因はですね、「音韻の処理障害」って言いますけれども、よく言われるように、目の使いかたとか、

見え方が変なのではなくて、あの聞いた音のまとまりを認識して操作する能力に基本的な問題があり

ます。これを「ディコーディング」、「解読の障害」と言っています。基本病態は「解読の障害」なの

で、1 つの文字の読みに時間がかかるし、努力が必要なんですね。文字を読むと疲れます。それは階

段を上がるぐらいの負荷がかかり続けるので、当然疲れるんですね。疲れるから、本が嫌いになって

読まなくなる。本を読まないので、語彙と知識から置いてきぼりを食うんですね。実は我々、会話と、

それから本の中に出てくる単語って全然違うんですよ。なので、本を読まない子は、本に出てくる語

彙が全然わからないですね、さっぱり。そのために、語彙と知識が少ないので読解力が身につかずに、

学業不振になるという当たり前のコースを辿っていきます。原因は何か、一つの文字の時間、一つの

文字の読みに時間がかかるし、努力が必要ならそこを改善してあげればいいじゃないか、ということ

に発想が浮かぶんですね。これはモニターを見ていると、視線がどこを見ているのかというのを自然

に検出できる装置があって、この「げんかん」とか「えんぴつ」、「でんとう」っていう4文字の単語

をいわゆる定型発達のお子さんに見させると、ど真ん中1か所を見させればポンポンポンポンと読め

て行くんですね。ところがピンクの方の「ディスレクシア」のお子さんは、１個１個の文字を注目し

て音を想起しないと出てこないので、こんだけ見つけなければいけない、ちょっと疲れるし時間もか

かるっていう、そういうことになります。これは決して目の動きがおかしいわけじゃないんですね。

文字を見て音を想起するのに時間がかかるので、これだけ見つめているということです。 

 

当然色んな状態のお子さんには軽いから重いまであるので、これも「ディスレクシア」のお子さん

は実はこのぐらいいるんですね。軽い子から重たい子まで行くと、アルファベット語圏だと 5 から

10%前後ぐらいいるって言われています。 

日本人でもやっぱり同じなんだと思うのですけど、日本語というのは非常に読みやすい言語なんで
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すね。世界的に見ても読みやすい言語なので、実はこのオレンジ色の重症のところだけ、小学校のう

ちに、読みやすい日本語すら見つかってくるという重い子がこれだけいます。これが僕らの調査で2％

弱います。その背景には、軽くて最初は躓いたのだけど軽かったので何とか日本語なら読めるように

なっていったというお子さんがその下に数パーセントくらい、その数倍いるんですね。この子たちは、

あの読みにくい英語に出会うと読みにくくなって見つかってしまうんですね。これを中学校ではいわ

ゆる「英語嫌い」と呼んでいます。今小学校に英語がおりてきたので、この子たちは小学校の内から

英語で大きく躓くってことになるだろうと思います。脳のどこを使うっていうのがもうわかっていて、

1番の頭頂側頭部左側ですけども、ここで解読を行うんですね。それを3番のブローカ野が補助しま

す。そして2番の後頭側頭部のところで単語のひとまとまりとして鋳型のように彫られた、そういう

カセットがあってですね、それをカシャカシャって当てはめるので、字がパンパンパンパンと読めて

いくことになるんですね。なので、読み始めの人は１から3番を使って読み、2番の人は、習熟した

人はもう２番を使って読むんですね。我々はだから、2番を使って読むんですね。 

ところが、あの「ディスレクシア」の子の神経基盤は、読みが、普通の人は今言った３ヶ所を活性化

させて読むんですけど、「ディスレクシア」の方は後の二つの活性が弱くて、そしてブローカ野のとこ

ろを過剰に活性化させて何とか絞り出すように読んでいるっていうことはわかっています。ただ、反

応が弱かった後頭部の脳の活性はですね、指導すると活性が増えるということがわかっています。す

なわち、合理的な方法で指導すると、弱かった脳の活性がまた出てくるってことはわかっています。

これは、非常に我々に勇気を与えてくれました。 

これは2004年に、あのエール大学のシェービッツ先生たちがなさったお仕事ですけど、1年間彼

らが開発した合理的な方法でインターベンション、介入を受けたお子さんと、3 年間受けたお子さん

との脳の活性の差分をとったことなんですね。そうすると、あの黄色と赤の縁取りでついている左側

のブローカ野、左側の紡錘上回、そういったところの活性が、3 年適正な指導を受けると脳の活性が

1 年しか受けていない子に比べて高まっているっていうことが報告されたんです。これは非常に我々

に彼の勇気を与えてくれました。 

 

それでこういったお子さんの読みが下手っていうことを測定する、そういうのがなかったもんです

から、仲間同士でこれを作りました。「特異的発達障害診断実践ガイドライン」っていうものを作った

んですけど、これで今診断ができますし、それから今日ご紹介する「T 式ひらがな音読支援」ってい

うね、それで治療ができるということになりました。ですから、今、「ディスレクシア」は診断し、治

療ができます。35年かかりました。 

このガイドラインの中には、症状のチェック表が出ていて、実際に読むのが苦手かなっていうこと

をこのチェック表でしていただいて…この本の中には四つの検査が入っています。この四つの音読検

査を小学1年生から6年生まで男女別の平均値と一標準偏差は全部表になって出ていますので、目の

前に読みが苦手だなと思われるお子さんがいたら、このテストをしていただいて、その子が3年生な

ら3年生で、男の子なら男の子の平均から、その子の測定値はどのくらい平均から偏位しているかい

うことを割り出していけば、診断がつくということになります。ですから、診断はそんなに難しいこ

とではございません。実際に、読むのが苦手、書くのが苦手かっていうことを見るために、あのチェ

ックリストで 15 個あるんですけど、そのどっちかが 15 個以上、15 個の中でやっぱり 7つ以上チ

ェックが入るという一つ、2 番目は先ほどの四つの音読検査が、特に我々は重要視しているんですけ

ど、平均からからその値が標準偏差の2倍以上遅いという検査が二つあるということを、1番と2番

の条件を満たすと、その子が「ディスレクシア」である可能性が８割だというところまで研究班で突

き止めました。今我々はこれを使っています。この検査は厚生労働省のヒアリングを受けて、病院で

やると診療報酬点数の対象になるということになっています。これは、日本では唯一の検査です。で

すから、病院で診断を受けるとなると、この検査をやるのが正式な方法と言うことになります。実際
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は、その子の音読時間から平均時間を引いて標準偏差で割ると、何 SD 遅いかというのが出てくるの

で、そういったことでその子の「読む」と「言う」ことをちゃんと客観的に評価できるということがで

きるようになりました。 

 

それから、どうすれば音読が早く正確になるかということですけれども、これはですね、音読の「二

重経路モデル」っていうのは非常にわかりやすいので、これを使って説明したいと思います。 

皆さんから向かって右側の非語彙経路っていうのを読み始めの子は使って読むんですね。ですから、

本の中に文字があったら、「ここに字があるぞ」って見つけ、それ 1 個 1 個、文字から音に変えて、

そしてそれを音韻システムから音声に出して読むので、例えば、「雪だるま」だったら「ゆ、き、だ、

る、ま」と言って、1個1個音に変えて読むのですね。これは、読み始めの子なんですけど、慣れて

くると僕らはそうゆう非効率的なことはしなくて、もっと効率よくできるようになるんですね。それ

は「語彙経路」っていうのを使うとそういうことができるようになります。それはどういうことかと

いうと、本の中に文字を抽出して、その中に「知っている単語がないかな」っていう「文字単語検出」

をするんですね。「文字単語検出」をして、「雪だるま」という「あ、知っている、知っている」という

単語が出てきますと、意味システムが働いて浮かぶんですよね。浮かびました？ 白い丸が二個あって、

上の方には炭で目と鼻とが書いてあるというふうにね。私のは必ずバケツをかぶっているんですけど、

皆さんのはかぶっていますかね。その雪だるまが浮かぶんですよね。 

そうすると次が大事なんです。あいつが浮かんだ瞬間にあいつの音が出てくるんですよ。「音韻出力

辞書」からあいつの読み上げる音が出てくるんです。出てきました？ いいですか。「雪だるま」、あっ

ていましたか？その音が出てきたら、僕らはそれを、音が浮かんできたらそれを声に出すんですね。

ですから、僕らは本を読んでいる時は、本の中に文字を見つけて、その中に知っている単語があるか

どうかを見つけて、知っている単語があるっていうのがわかったら、意味システムでそいつのイメー

ジを浮かべて、そいつの聴き覚えのある音を浮かべて、声に出すだけなんですね。 

ですから、僕らは本を読んでいるときは字は読んでいない。いいですか、僕らは本を読んでいる時

なんか字を読んでいない。単語を探し、そいつのイメージを浮かべ、そいつの聴き覚えながら音を浮

かべて喋るだけです。これが、実は本を読むという本質なんですね。 

そうしたら、どうしたらいいかって言うと、向かって右側の非語彙経路を鍛えて、一個一個が早く

正確に読めるようにしとく、その次は「知っているぞ」っていう単語だらけにしてあげたら、本を読

むときに「知っている-知っている-知っている-知っている」って単語だらけになったら、そこのとこ

ろ「つる-つる-つる-つる」っと読めるようになるんです。なので、向かって右側の非語彙経路を鍛え

ると正確性が上がり、向かって左側の語彙経路を鍛えていくと速度が上がるということが理論的に考

えられるんですね。「雪だるま」って音がね。 

はい、じゃ、ここで、「皆様に大事なお知らせがあります」って、違うんですよね、「み、ま、な、さ、

に、だ、じ、い、な、お、ら、し、せ」と書いてあるんですね。でも、だけど、「皆様に大事なお知ら

せ」って読めちゃうでしょう、これ。これはですね、ちょっと前に富山県の中尾清月堂っていう和菓

子屋さんの宣伝なんですね。「み、ま、な、さ、に、だ、じ、い、な、お、ら、し、せ、こ、た、の、

び、な、か、お、せ、い、げ、ど、つ、う、が、ぜ、た、っ、い、に、ば、れ、な、い、よ、う、に、

ど、ら、や、き、の、リニューアル、を、お、な、こ、い、ま、し、た。」と書いてあるんですよね。

そんなに読めないですよね。ちゃんと読めちゃうんですよね。これ、実はタイポグリセミア現象と言

いまして、文中の短い単語の頭とおしりを残して中を入れ替えると、知っている単語として認識でき

読めちゃうという現象があるんですね。これは、我々の脳がいかに適当にやっているかっていうそう

いう話で、「見覚えがあるぞ」というレベルで僕らの脳は知っている単語を思い浮かべて、それを読ん

じゃうんですよ。「当てはめて」っていう現象があるんだって、要するに僕らは字は読んでいない、知

っている単語を当てはめて、そいつの音を浮かべて喋っているだけなんだということの証拠でもある
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んですね。 

じゃあどうすれば音読か早く正確になるかってことですけど、「解読の障害」があるので「解読指導」

をして正確さの向上を狙います。それができたら、今度はまとまって読めるといいので、知っている

単語の語彙を増やすことで、そうすると速度が上がるということなんですね。ここであの、会話は「生

活言語」って言って、大したことは実はないんですよ。一方、「読み書き」は「学習言語」といって、

非常に多くの語彙がそこにあるんですね。ここには非常に大きな隔たりがあるということをちょっと

認識していただきたいなと思うんですね。だから、「これだけ喋れるから読み書きできるでしょう」と

か、「勉強できるでしょう」って思ったら大きな間違いで、会話ができるからといって本が読める、本

が理解できる、そして勉強が理解できると思っては大間違いです。やはり読み書き、本の中に出てく

る、あの小洒落た表現に慣れ親しんでいくっていうことをしないと勉強ってできていかないんですね。 

これを教えてくれたのは、あの日本に住んでいる外国人の子どもたちです。ただし、まったくの趣

味で、東海の、トヨタが下請けをしている東海地方のある市の教育委員会に入り込んで調査したこと

があるんですね。ちょっとね、ある小学校なんかは、両親が若いフィリピンの人がね、日本に来てた

またま日本で知り合って、日本で結婚して、日本で子ども生んで日本で子育てしているっていう、そ

ういうお子さんが学校全体の3割くらいいるっていう、そういう学校があるんですよ。そういったと

ころに入り込んで、先生たちに集まってもらって、フォーカスインタビューしたことがあるんですね。

そうすると、日本語、日本で生まれ育ったから日本の保育園に行き日本の幼稚園に行くんだけど、勉

強できないですよ、小学校に上がると。なんでなんだろうってことを調査したくて、全くの趣味で、

入り込んで調査させてもらったんですね。 

それでわかったのは、これなんです。「生活言語」でやっているから勉強できるかというと大間違い

で、文章の中に出てくる単語を知らないと読めないんだ、読めても意味がわかんないんだってことが

わかりました。そこの教育委員会に僕が出した処方箋は、外国人の子どもがいる幼稚園・保育園では

特に絵本のボランティア、絵本の読み聞かせボランティアを配置してほしいということをお願いしま

した 要するに、日本人の子は幼稚園・保育園で絵本を読んでもらうし、家に帰っても読んでもらうん

ですね。ところが、両親がフィリピンのお子さんだとですね、フィリピンの方のお子さんだと家に帰

ると絵本なんか読んでもらえませんから、本に出てくる表現を知らないんですよ。この大きな差があ

るということに気がついたので、この豊かな語彙が学習を支えるということが、外国人のお子さんも、

「ディスレクシア」のお子さんも、要するに文章の中に出てくる単語を知らないんだということに尽

きますね。 

それで、この「T 式ひらがな音読支援」というのを考えてですね、これは今研究でやっているって

いうことではございません、もう研究が済んですべて、データが出て、論文にもし、そして本にもし

ています。もう社会実践の段階に入ったので、今日、お知らせしているということです。まずは、「2

段階方式」による「音読指導」で、これをやると随分と子どもたちの読みが良くなっていきます。これ

から小学校1年生で気づいて、いよいよになるまでほっとかずに、早めに手を打とうよっていうのが

「RTIモデル」による早期発見で、これもすべてあの完成していて、鳥取県では、８割の小学校がこの

RTIモデルよる早期発見ですべての 1年生に読みをチェックして、早め早めに手を打つということを

今やっています。これが「T 式音読支援の理論と実践」の本なので、まあ１度読んでいただくと、ち

ょっと特別支援教育をかじった先生ならすらっと読めるぐらいの、そういう表現とかで書いているつ

もりです。 

2段階方式の「音読指導」の1段目は「解読指導」です。先ほど「解読の障害」が根本的な原因な

のでとお話しましたから、それの読みと表記された文字の読みをスムーズにするってことが大事なの

と、それから語学習の文字の解読も大切と書きましたけど、結構小学校５年生、６年生になっても「ひ

らがな」を覚え間違いしている子、いるんですよ。「ええ」と思われるかもしれませんけど、僕は「成

育」に行ってから、「ディスレクシア外来」っていうのを開いたんですね。そこに、今、大抵2年生3
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年生ぐらいかな、1年生でもおいでになりますけど、なかに5年、6年でおいでになる人がいるんで

すね。5年、6年のお子さんの保護者さんに、「今日はどんな事がお困りですか。」って訊くと、「いや、

先生、漢字の読み書きがあって」、こうおっしゃるんですね。「ひらがなはどうですか」って訊くと「先

生、ひらがなぐらいは読みますけど…」とおっしゃるので、一応、さっきの「音読検査をしてみましょ

うか」ってことで、しています。そうするとですね、まだ間違えるひらがながいっぱいあるんですよ。

「じゃ」を「りょ」って読んだり、「ぴゃ」を「ぴょ」と読んだり、そういう間違えがあるんですよね。

それを、検査の様子をお母さんがそばで聞きながら、それは真っ青ですよ。「うちの子、6年生なのに、

まだひらがなが完全じゃなかったんだ」って。本人が上手に誤魔化しているんですよ。だから、親で

すら気づかないんですね。だから、本人に時々「『りゃ』が『りゅ』になるだろう」って、「時々、わか

らなくなるだろう」って本人に聞くと「うん」ってなるんですね。誰も気づいてくれなかったんです

よ、6年間。なので、あとでご紹介する、私が発明したアプリで練習してもらうと1ヶ月で読めるよ

うになっていくんですね。あのね、誤学習した文字の解読も大切ということであります。次は2段階

目が一目で把握できる単語のまとまりがですね、わかるようになるという、これは左側の脳の紡錘上

回というところに、そういう単語の形の鋳型が彫り込まれていると思うんですね。それをパッと見て

わかるような、そういう指導です。それを「語彙指導」って呼んでいるんですけど、そりゃ、国語の教

科書にある、その子が知らない単語を抜き出してきて、あの英単語みたいにね、先生が読んであげる、

その後子どもに読ませる、意味を教えて、例文を作るっていうね、この「読み-意味-例文作り」ってい

う3段階でやると忘れにくくなるんですね。 

それから、１番の「解読指導」はアプリを、後でご紹介しますけど、あのアプリで練習できるように

したので、これを家で親にやってもらいます。2 番目の「語彙指導」はやっぱりさすがに親では難し

いので、通級教室かなんかで週に1回か2回、単語で教えてもらって意味を教え、例文作りをするっ

ていうことをしてもらうんですね。あとは、保護者さんに本の読み聞かせをしてもらって…。僕らの

脳の中で、単語は単独では存在しないんですね。必ずよく出てくる単語たちのセットで出てくるので、

例えば、「すがすがしい」って聞くと、「すがすがしい」の次は大抵「すがすがしい笑顔」とか「すがす

がしい朝」とか「すがすがしい空気」とかっていうふうになるでしょう。「すがすがしい猫」とかはな

いですよね。そういう、よく聞くセットを、たくさん絵本の読み聞かせをしてもらっている子は、そ

ういうパターンが脳の中に出てくるのでそれが音読をものすごく助けます。これはまあ、保護者さん

にしてもらうということです。 

「音読指導」アプリの入手はもうその辺に飛んでますから、あの…ipad、ios でも apple 社のやつ

でもアンドロイドでも「音読指導アプリ」って入れると、この鳥さんが出ます。「あいう」って書いて

ある鳥さん、これあの、鳥取大学のマスコットキャラクターで「トリリン」っていうんですけど、「ト

リリン」が出てくるので、「トリリン」の統合版ってやつをダウンロードしてください。これを使って

1日1回ですね、毎日練習を続けるとかなりの子が読めるようになります。このアプリを使って解読

して…まだ、ダウンロードしても鳴らさんでくださいよ。これだけいるとね、必ず1人か2人が音楽

出して鳴らすんですよね。私はそういう人を ADHD と呼ぶことにしているんですけど…。これは 1

日1回5分で10人まで登録できまして、毎日行います。読みを間違ったものは、正しい読みを確認

させるのが大事なんですね。やっぱり拗音の読みが苦手な子が多いので、「ぎゃ」を「りょ」って読ん

だら、「はい、もう１回読んで」って、「りょ」、そうだよって言ってバツを押すんです。このプログラ

ムは、同じ文字で3回マルがもらえると4回目から出なくなる仕掛けがしてありますから、最初全て

の日本語の単文字101個が均等に出るんですけど、確実に読めるやつから出なくなっていって、あや

ふやなやつだけが残って最後練習、そういうやつだけ絞って練習できる、そういうプログラムになっ

ていて、苦手なやつも最後何回もやっているとそのうち覚えるから、「ぎゃ」を「りょ」と読めるよう

になる。3回マルがもらえるとあの「トリリン」が「おめでとう」と出て、「リセットしてね」って出

るんですね。リセットすると、もう1回チャラになって、で、もう1回練習するんですね。ですから、
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リセットの回数を 5、6 回やるとですね、これまで、私の外来に来た子はかなり読めるようになりま

す。おそらく8から9割ぐらいの子はかなり読めるようになっていくので、是非これを今のうちはタ

ダですからお使いください。で、読み誤ったものは、必ず「ぎゃ」じゃない「りょ」だよって、正しい

読みを大きな声でさせます。学習の基本は音読なので、間違えたやつは必ず大きな声で「りょ」と大

きく読ませて、「それでいいよ、次に頑張ろうね」といってバツを押すんですね。「読めるか」「読めな

いか」っていうプログラムではなくて、「早く楽に読める」ことが目的なので、字が出たらバッ、字が

出たらバッと読めるように練習していただきます。リセットを繰り返すと、だいたい3週間、最低3

週間毎日やると効果が現れてきます。 

ゴールですけど、音読時間が平均から２SDのところに近づけばよいと書いてあるんですが、「音読

検査」であの、僕の外来に来る子はですね、２SDなんてもんじゃないんですね。音読時間が平均から

8SDとか10SDとか、中には20SDぐらい遅い子もいるんですよ。すごいですよ。２SDで、100

人いると遅い方から2番目が２SDですからね。３SDでおそらく1,000人で1番、４SDになると

おそらく1万人に1人ぐらいになってくるので、僕のところへ来る子で遅い子は本当に8SD、10SD

なんて子がいるんですね。そういう子が読むのを聞いているんです、あの子、こうところをですね、

這いずり回っているかのようなしんどさで読んでいる。「もうお前いいよ、いいよ」って言ってやりた

いくらいしんどくて苦しそうなのですね。それがこのアプリで練習すると、２SD切るのはなかなか難

しいですけど、３SD 近くなったり、3SD をめでたく切って 2.8SD ぐらいになるんですね。そうす

ると、遅いけど這いずり回るくらいぐらいのしんどさではなくて、一応歩けているよねと。こうなる

ので、その段階で次の「語彙指導」の方に移っていただくといいかなと思います。 

はい、これはちょっとうちの若い者に集めてもらったんですけど、SD なので 2 を超えていると異

常なんですね。先ほどいった単音の「音読検査」は3.4SDが、2ヶ月ほどですね、ちょっとアプリで

やると1.9、だから良くなり、２をきっちゃう子になるんですね。平均でね。それから後、有意味語、

無意味語、短文もそれぞれが速くなるということがわかっています。 

それから、「語彙指導」の方は、やっぱりちょっと実感するのに半年か 1 年かかるので、ただ 2 割

ぐらいの子はあのコツコツと「語彙指導」をやっていると「音読検査」が既に診断ができるところか

ら外れていくんですね。これを治ったって言っていいなら2割の子は治ります。それから、教科書の

知らない語句や語彙を教えて読み方を知って、意味を教えて、例文を作るっていうね、これが大事か

なと思います。例えば、これはある教科書なんですけど、ある子に最初に読ませたら、こんだけ読む

のに 2 分 23 秒もかかりました。この子に、その中で知っている単語、いや「知らない単語、どれ」

って聞くと、この4角で囲っているのが「知らない」ってなったんですね。この知らないって言った

単語を使って、例文づくり、意味を教えて例文づくりっていうのをして、これを3回の指導やったら

ですね、2回目に1分35秒になって、3分の２に短縮したんですね。なので、本の「音読練習」っ

て何回も読ませるんですけど、「ディスレクシア」の子にそれをすると覚えちゃって全然役に立たない

んですね。それよりは、こういう「知らない単語」を教えて、意味を教えて、例文が作れるっていうと

ころに、語彙を増やしてあげるっていうことをすると、音読時間が短縮していくということでありま

す。 これは9ヶ月で、24年の 11月から 25年の 8月までの9ヶ月、こういう指導すると、音読

時間がすっと短くなっていくっていうことをまあ示しています。この子は4年生の時に僕の外来に来

て、まだ読めない単語いっぱいあったんですよ、ひらがながね。どうしようかな、もちろん IQは平均

です。その子にこの注視の時間を見るとですね、平均4.9秒なんですね。「げんかん」「えんぴつ」「で

んとう」って4文字でできている単語を読むのに、あの…一般的な子は真ん中を1個ずつ見ればポン

ポンポンって読めるのが、この子は 1 つ 4 文字の単語を読むのに 4.9 秒見つめないといけなかった

んですね。それが解読し、「語彙指導」すると、5年生の時には１個の単語当たり平均2.9秒で、それ

でも多いですけども、だいぶ、これで楽に早く読めるようになったということです。4 年生の時に、

本を読んでもらうと、こんだけ丸が大きいんですね。ちっちゃい丸100ミリセカンド、ちょっと大き
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い丸で200ミリセカンド、1番大きい丸は500ミリセカンドぐらい、0.5秒ぐらい見つめないと読

めなかったんですね。それが「解読指導」をし、「語彙指導」をすると丸がちっちゃくなって、知って

いるところはトントンと飛ばすようになっていったんですね。こんなふうに読めるようになっていき

ます。で、この子はあの鳥取県の「振り返りテスト」国語のね、平均で 85 点なるようにできている

テストですけど、2年生の時 55点、3年生 35点、4年生 32点、だんだん下がってきたんですけ

ど、5年生でこうなります。V字回復してきます。この子、あるとき外来でずいぶん待たせてですね。

そしたら、漫画の本を持ってきたんです。「ほう、漫画を読むようになったか」って聞いたら、お母さ

んがあの…恥ずかしそうな顔で、「先生、実は私と旦那が漫画が大好きで、家中漫画で溢れているんで

…」だと、「それを見ていて、息子も読むようになったんだ」って、ですね。この子は漫画本をきっか

けに、その後も色んな物語の本を読むようになっていきました。だから、4 年生で読めない単語が一

杯あっても、こうやってちゃんと合理的な方法で一生懸命やってくれたんですけど、そうするとこん

なふうになっている子もいるということです。ある程度読めるようになると、読書行動を改善するっ

てことが大事で、本の読み聞かせで絵本がいいですよね。だから、やっぱりご家族には本屋によく連

れて行くようにお願いしています。ですから、家にも本があるということを、それから子どもに本を

読め、読めだけじゃなくて、親も本を読む、これ大事ですよね。家族みんなで本に親しむっていう行

動をとっていただくといいと思います。 

鳥取県で10年間、5歳の子がどんな中学生になるかということを追跡した研究があるんですけど、

6 年生の時、漢字が読めて書けるという能力と何が一番相関したかというと、親の学歴と経済状態は

全く関係なかったですね。親が本を読むかどうか、親が本屋によく子どもを連れて行くかどうか、と

いうことと有意な相関がありました。なので、家族みんなで本に親しむということは、子どもたちが

やはり言葉に興味を持つということにすごく関係するのだと思うんですね。きっかけは漫画でもいい

なと思っていて、最近は子どもたちにあの…外来では漫画本をすすめています。「解読指導」が終わっ

て、本当にあのしんどかったのが楽になってきたら、次「漫画、読め」ってこう言いますよね。男の子

はやっぱり「コロコロコミック」がいいですよね。あのギャグ系の漫画で、その瞬間が面白ければ良

いってやつでいいんですけど、女の子は駄目ですよ、コロコロではね。女の子が漫画が好きになるの

は、3 つあるんですよ。必ず物語性がないとダメなんですね。ストーリーがある漫画で、そのストー

リーは必ず恋愛ものであるという条件があってですね、もう1つの必ずイケメンが出てくるというね。

必ずこの3つを満たすと大抵「ちゃお」っていう漫画になるんですけど、あれになるとあの…お母さ

んが嬉しそうにして「じゃ、帰りに買って帰ろうか」って言うんですね。お母さんがきっと読むんだ

と思うんですけど、それでもいいので、今、「鬼滅の刃」がずいぶん助かりましたね。いろんな方法で

漫画進めてもダメだったお嬢さんが、ある時嬉しそうに外来に来て、僕に「鬼滅の刃」を見せるんで

すね。お母さんが「この子、ほかの漫画が全然ダメだったんだけど『鬼滅の刃』だったらもう夢中にな

って読むようになりました」って教えてくれました。なので、こういう方法で何かこう突破口を見つ

けていくって大事かなと思います。 

ごく最近気づいたことは、「解読指導」で音読が楽になって、「語彙指導」に移って、「解読指導」を

止めてしまうと、リバウンドを起こす子がいるので、そういう子はやっぱり週に2回ぐらい続けよう

ということをしています。 

 

それから、今日きっと質問もあろうかと思うので、学習障害と間違いやすい状態についてお話しま

す。ADHD の子がね、「ディスレクシア」とよくまあ合併するんですけど、そうではなくて、面倒な

ことを嫌うんですよ、ADHDのお子さんってね。しかも、繰り返し学習を嫌うんですよ。だから、か

け算99とね、漢字練習、1番苦手ですね。「1回できたら、できたのになんでやんなきゃいけないん

だ」って彼らは内心思っています。だけど、「これは運動記憶なので、練習しないとダメなんだよ」っ

て教えてください。それから、自閉症の子がですね、「漢字が書けない」ってよく僕の外来に来ます。
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「ディスレクシアじゃないのか」ってくるんですけど、違うんですね。アスペルガーの子が漢字が書

けないといって来るんですね。「読めないんですか」っていうと「読むのは全く問題がないんですが、

書けない」っておっしゃるんですね。それをよく、学習障害の「書字障害」と言って、よその病院で診

断つけて僕の外来に来るんですけど、あれ、違うんですよね。それは、書き順がバラバラだけなんで

すね。ロゴを書くように、絵を書くように、漢字を書くので、手の運動記憶に定着しないので書けな

いんですよ。それは、「なんで漢字、書き順通りに書かないの」って訊くと、「人に言われたやり方なん

かで学びたくない」って彼らは言うんですよね。これ、アスペルガーの本質ですから、「俺は俺流にや

りたい」って言うので「じゃあ、いっか、お前、自分流に書くか」って言うと「うん」って、自分流に

書けるやつだけ書くんですよ。書けないやつは書かない。だけど、「パソコンでね、打てるようにすれ

ばいいよ」というようなことを言います。で、そういった子はそれでも習字教室がお薦めで、丁寧に

書くことの価値を教えて、決まった書き順で手の運動記憶に定着させるようなことをするといいんで

すね。この話を世田谷でしたら、通級の先生はですね、以前に中2のアスペルガーの生徒を持ってい

て、書き順が全くめちゃくちゃで漢字が書けなかったと、なので書き順を丁寧に指導したら1年ほど

で漢字検定 3 級に合格しましたって。漢字検定 3 級で中学卒業レベルですからね。「合格しました」

と、今日、小枝先生の話を聞いてそういうことだったんだと、書き順があの子達の漢字学習を阻害し

ていたんだってことに気づいたという話であります。 

 

後、もう時間も残りありませんから、RTIモデルについてちょっとお話します。 

これ、1 年生で気づけばよいというモデルなんですね。今、学習障害の診断は「乖離モデル」と言

いまして、知的には良い、だけどそこから期待される学力ではないという、乖離が生じて初めて診断

をつけてなんとかしましょうっていうんですけど、それじゃ遅いでしょうということなんですね。文

科省は 4 年生以上だと 2 学年の差、3 年生までだと 1 学年の学力の差があったら診断しましょうっ

ていうか、支援しましょうみたいな話になっていますけど、2 学年遅れたらなかなか追いつけないで

すから。 

なので、それを思うモデルを構築しています。この肌色のところが評価、7月、11月、2月、各学

期の終わりに評価をして、 そして指導は 8 月、12 月にします。例えば、1 年生でやるんですけど、

1年生の通常の学級での読み書き指導をして7月の初めにあの「音読検査」のチェック、我々、新し

いのを作ったんですけど、それで読みが困難ということがわかれば8月に親にアプリを教えて家で練

習してもらうんですね。今度は 11 月にチェックしてその子が上手になって改善していれば終了で、

改善が部分的だったら12月にもう1回保護者さんにお正月の宿題でアプリで練習してもらうように

するんですね。で、2月にチェックして改善していれば終了で、それでも部分的だったら2年生から

通級指導教室で「解読指導」と「語彙指導」をしてもらいます。改善していれば終了。これが先ほど言

った 20%でしょうね。20%改善します。で、改善がなければ、その後は特別支援教室で個別指導を

継続していただくということであります。 

これは鳥取県で、こういったのを作る前にですね、2010年2011年は777人で、アプリもまだ

できていなかったし、基準もまだなかったので、指導はせずにそのまま 1年生の終わりでどのぐらい

の子がちょっと読みが困難なのかなと思ったら、7.3～4%の子が読みが困難だったんですね。「これ

だけ読めないと2年生で困るよね」って子がこのくらいいました。 

で、アプリも完成し、基準もできたので、2013年と2014年は2000人を超すお子さんで、先

ほどのように7月で苦手とわかったらすぐアプリで練習、で、もう1回11月にチェックして苦手と

わかったら正月に練習っていうことをしていたら 2.63%ですね、このやり方によって読みの苦手な

子は1/3に減るということです。非常にコストパフォーマンスが良い方法で、これ今、鳥取県のおそ

らく 7 割から 8 割の小学校ですべての 1 年生に今実施しているところです。あのちょうど私の孫が

1年生で、今これをやっていますよね。学校からお手紙もらったっていうと 国立成育医療研究センタ
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ーの小枝先生が開発した方法で今から読みのチェックをしますというような話で、お手紙を貰ってく

るように今なっています。孫は引っかからなくてよかったなと思っています。 

鳥取県だけじゃなくて、今徐々に広めて来ているんですけど、吉祥寺っていう駅があるんですけど、

そこの近くの小学校で、ちょっと前に教えに行ったらさっそく翌年からやってくださったんですね。

その感想文です。「今年度から 1 年生全員を対象に T 式ひらがな音読支援のアセスメントと、個別の

取り出し指導を行っています。取り出し指導となった 1 年生全員に改善が見られ、中には 1 分間で

30文字も読めるのが増えるなど、信じられないくらいの伸びが見られた子がいました。取り出して指

導していた子どもたちが、回数を重ねるごとに読める文字が増え、速度が上がっていったことを肌で

感じました。最初は読むのは嫌い、本は好きじゃないと答えていた子が次第に読めるようになり、と

ても嬉しそうに楽しかったと笑顔で教室に戻って行ったことが印象的です。教員もすごく伸びている

と思う、こんなに短期間で読めるようになるなんてすごいという感想を述べています。子どもたちと

一緒に作戦を立てながら読める文字が増えていくことは、私たち教員もとても楽しく喜びを感じまし

た。 

また、保護者から実は困っていたんだ、他に家でできることはないですかと、さまざまな前向きな

問い合わせがあったり、担任やコーディネーターとも子どもについて話し合う機会が増え、T 式ひら

がな音読支援を通じて特別支援教師だけでなく、学校全体としても、子どもを理解して行く姿勢が高

まりました。」というお手紙を頂けました。こうやって、学校全体が「やっぱり、言葉大事だよね」っ

ていう、そういう雰囲気を作っていくってすごく大事かなと思っています。それで、これからの発達

障害のテーマは「学び」でありまして、クリニックから教室へ、こうしたエッセンスを是非通級指導

教室でご活用いただきたい。先生方の教える引き出しの1つに今日の話を入れて頂けるといいかなと

思っています。どうもご清聴ありがとうございました。（拍手） 
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【シンポジウム】 パネリスト（3名） 

      ・山田充氏 （廿日市市教育委員会特別支援教育アドバイザー） 

・学習障害児を持つ保霞者 （一般社団法人クローバーの会会員）  省略 

・民間和仁氏 （広島大学大学院人間社会科学研究科准教授）    省略 

                     

【廿日市市教育委員会 山田 充 先生】 

こんにちは。ただいまご紹介いただきました山田充と言います。詳細は手元にあるかと思うんですが、

もともとは堺市の教員で、退職後、縁がありまして広島に来ています。仕事は大阪でもたくさんやっ

ていて、あちこちでウロウロしているということになっていて、この辺は時間がないので読んでおい

てください。 

で、廿日市に来てから、「特性を見てください」とか、「保護者、子どもの気持ちにしっかり寄り添っ

てください」とか、この「通級担当者の専門性向上」というのがかなり大きなウエイトを占めている

んですが、こういうところをやっています。 

 

「1番大事なのはアセスメントですよ」という話を大阪におるときも、今もそうなんですけど、「ア

セスメントありきの特別支援」だと思っていますので、そこをいつも強調さしてもらっています。で、

こんな話をいつも色んなところへ呼んでいただき話するんですけど、「アセスメントは大事ですよ」と

言う話は冒頭にします。 

簡単に言うと、例えば、漢字が全然できない、覚えられないときにね、今「LD違うかな」「発達障

害違うかな」とかと思っていただく方々、とてもたくさん増えているんですが、その時にいきなり次

の指導を始める方々が結構たくさんおるんですよ。だから「漢字を覚えられん、LD違うか、じゃ LD

の教材集めてきて色々やったらいいんじゃないか」と。そうすると、そういう方々から相談が来ます。

「なかなか成果が上がりません」とか、「子どもがやる気にならないんです」とか、そういう流れを見

ていくと、「漢字、できない子を見て LDじゃないか」と思いました。じゃ「LDの教材を集めればい

いか」「たくさん教材を集めました」「保護者の同意を取って、放課後時間を取って指導しますよ」と、

こういうふうになって来た時に、その1週間ぐらい経ったら、子どもはこんなふうに言ってくるって

いうんですね。「先生、先生、今日ちょっと俺、友達と遊ぶ約束したから、帰らせてくれ」みたいなこ

というので、「今日は、朝からやるっと言ったやろう、なんで約束するん！」と怒られたりするんです

けど、「へーへ」と帰るんです。その後1ヶ月くらいしてきたら、今度は、「先生」、真面目な顔してや

って来て、「話があります」と言うから、「どうしたんですか」と聞いたら、「俺、やっぱりアホやから

漢字覚えられへん、もう居残り勉強止めたい」と言い出すそうです。その先生が相談に来るんです。

「子どもがなかなかやる気にならないんです、どうしたらいいですか」って、それは子どもが悪いん

じゃないんですよ。アセスメントをやってないからなんですよ。漢字ができない子は LD かなと思っ

て、LDの教材を集めて来ているということは、なぜこの子は漢字が覚えられない、そんな原因を明ら

かにしないまま指導しています。そういうふうにしたらうまくいかないは、当たり前なんですよ。 

だから、さきほどの（小枝）先生から話がありましたが、いろんな問題にいろんな原因があって、そ

こをきちんと解明していかなければ指導のプロセスは出てこないのに、現象だけに対応してやってい

たらうまくいかないですよ。だから、いろんな教材、1 個目の教材使いますよね、これやってみまし

た。しばらくやったけど、これうまく行かんな、だったら次の教材使ってみるか、先生、「1杯ようし
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たねん」って言って次の教材を使ったと…。途端に子どもはこう思うんですよ、「俺はやっぱり覚えら

れんかったんちゃうかな」って。 

つまり、教材を替えたということは、子どもが失敗したということなんですよ。私たち教員が子ど

もに失敗経験を一個積ませた、2個目の教材してみるがこれうまく行かんない、では次の教材使おう、

集めといて良かった、役に立ったと思いますが、子どもは「俺はやっぱり覚えられん」と感じて、勉強

なんか止めたいと思うわけです。 

「特別支援教育というのは、子どもの状態を明らかにする。どんなふうに間違うのか、それをはっ

きりさせる」で、次に「子どもの特徴を明らかにする、どんな子どもなのか」、これがつながって原因

を明らかにするアセスメントするということになります。たとえば、漢字のテストをしっかりとみん

なで頭つきあわせてどんな間違いしているんやろうってアセスメントしたら、仮に当て字ばっかりの

テストだとしましょう。当て字っていうのは、特徴がはっきりしているんですよ。漢字は間違ってい

るけど、漢字の形と読みは繋がっているんですよ。工場の「工」を「こう」と読むのは知っているわけ

です。なぜ学校の「校」にそんな字を書くかっていうと、漢字の意味が入ってない、音だけで反応して

いる。だから、子どもの状態、当て字ばっかりしている子どもは漢字の意味が入ってない子です。そ

の子の「漢字と意味」をどう教えるかなんでしょうね。どのようにして漢字を教えるかではなくて、

「漢字の意味」をどうやって教えるかということが中心にならなければならない。 

つまり、「特別支援教育とは科学的手法を用いて行うんだ」ということを考えていかないといけない。

これを、いつも最初にお話させてもらっています。 

 

「ひらがな」、文字を覚えることがね、どんなことなのかって言うと、ある日の職員室の会話で聞こ

えてきます。1年生の先生が、「うちのクラスに変わった子がいるんよ、優しいひらがなは覚えられな

いのに、難しい漢字を覚えるのよ、なんか変と思わん」みたいな、そういう話が聞こえてくるわけな

んです。「これは、なぜか」をアセスメントして考えていかないと、実は支援の手立てが出てきません。 

例えば、ひらがなを覚えられないのは書く指導と思いますけど、覚える反応している中心は、「音と

文字のマッチング」なのですね。音があって文字があるんです。例えばこういうことです。「あ」とい

う字を教えます。それは、頭の中で知っている「あ」という音と結びつくわけです。だから、ここが結

びついてきて繋がったときに覚えるわけです。ところが、ここが繋がらん子がいるわけです。なぜ繋

がらんかっていうと、これは全員ではなくて、こういう子がいるという話ですけど、「ひらがなは無意

味な図形なので、無意味が覚えられません」という子がいるんです。意味がある物は覚えられますが、

無意味な物は覚えられませんという子がいて、そうすると、ここがつながらないのでとても覚えにく

くなってくる。そういう子どもたちに、どのように指導したかというと、こういうひらがなの絵カー

ドを使って、「あり」の「あ」と読ませます、この絵カードをたくさん作って、「めがね」の「め」とか、

「けむし」の「け」とか、「きりん」の「き」とか…ずっとこうやって読む練習をさせて、とりあえず

絵カードを見たらコトバが出てくるようにします。これが出きてから、自分でカードをめくり、読む

のに 1 分切るように練習を徹底的にやります。1 分切るということはどういうことなのかというと、

1分切ろうと思ったら1秒ぐらいで言わんとダメなんですよ。1枚のカードを見た瞬間に言わんとダ

メなんですよ。考えている暇はないんです。それを徹底的にやって1分切るようになったら結構ひら

がな上手に読めるようになってきます。 

 

では、「漢字はどうなのか」と。漢字はこんなふうに教えるんですよ。 

小学校1年の教科書で、お日様という字はこんなふうに生まれただよ、お月さんという字はこうい

うふうに生まれたんやと教えます。つまり、漢字は教える時から「意味のあるもの」として教えるん

です。ということは、漢字には意味があるので、それを使って教えていく。そうなっていくと、先程の

職員室の会話はやさしいひらがなが覚えられなくて、難しい漢字が覚えられるのではなくて、 無意味
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なひらがなは覚えにくいが、意味がある漢字は覚えやすいになるんです。この子の指導のキーワード

「意味をどう付加するか」、こういうことがね、重要なキーワードになってきます。漢字は意味がある

ので覚えやすかったはずなんですけど、2 年生以降になってくるとその漢字もひたすら練習みたいに

なってきて、意味を置いた指導になるんですね。 

「意味がある」「意味がない」からと言いましたけど、形の認識が弱いから、形が捉えられないので

繋がらない子もおるわけですね。こうような、視覚認知が弱いといいますけど、こちらの方で、こち

らに原因があって繋がらない子もいます。こういう子たちは形の認識が弱いので、ビジョン・トレー

ニング、視機能とか視知覚とかやりながら、形がとれるベースをどう育てるかということをトレーニ

ングで入れていきます。 

例えば、こんな子もおるわけですね。音の認識が弱い、音が聞き分けられない。聞き分けられない

ような子どもたちは、よくあるのは、「だ」のところを「ら」と書いたりとかです。そういう子どもた

ちは音の聞き分けが弱いので繋がらない。聞き分けが上手くいかないと発音が違う音になったりする

ので、発音不明瞭になります。こういう聞き分ける力が弱くなりますね。聞き分ける力を伸ばすには、

発音がうまくできない子は「構音トレーニング」から入ります。正しい発音ができるようになると、

聞き分ける力が伸びてきます。聞き間違え、聞き返しが多い子どもたちは、「聞くトレーニング」とか

「聴写トレーニング」とかいうのをやったりしています。 

例えば漢字の習得に関してなら、「記憶方略の欠如」が覚えられない要因だったりとか、練習の持続

が難しいというのも、漢字ができない原因に入ってきます。 

 

先程、（小枝）先生が、ADHDの子はという話がありましたけど、まさしくADHDの子は練習し続

けられないので、途中で諦める子が結構いっぱいいます。九九でもそうなんですけど、途中で諦めま

す、すぐ面倒臭いということがよくあります。まあ、そういうことが加わると、漢字は色々としんど

いことが出てきます。で、集中力がないということの中には、理解できない子どもはもちろん集中で

きないし、0-100思考が、思考が「いいか-悪いか」の2極で振っている子どもがいます。こういう

子どもたちも集中できませんし、体幹が悪い、姿勢が取れない子どもたちも実は集中が弱いです。姿

勢が崩れるたびに集中が切れます、なかなか集中できないというと ADHD とすぐに思いますけど、

こういうような理由でも集中は切れます。そうすると、「それぞれの集中できない要因に対応すること

が大事」で、やっぱりアセスメントが大事ですよ、ということが分かります。 

 

ADHDの子どもたちも学習困難を起こします。 

ADHD からくる学習困難と LD とは、僕はちょっと分けて考えなければいけないと思っています。

集中のなさ、不注意、気がそれる、こういう集中の無さがあるADHDが学習の達成を邪魔すること 

があります。これらはADHDからくる学習困難だということです。 

1例だけ、ちょっと紹介します。これは僕が教えた子どもです。お母さんが相談に来ました。「うち

の子は全然漢字が覚えられないんです」「付きっきりで1時間漢字を教えたけど、次の日の書き取りで

0点取ってくる」「記憶障害、違うでしょうか」っていうのです。その子に多動はなかったんですけど、

「どうも、不注意で集中切れているようだ」ということで、書いているけど、頭の中では多分違うこ

と考えていますよ」とお伝えしました。なんかおなか減ったな、いつになったら晩御飯するんやろう

か、今日「イッテ Q 見られへん」とか、色々考えています。この状態で漢字練習しているわけです。   

それで、「気が逸れているという状態なので、やっても漢字は覚えませんよ」ということです。それ

で対応として「お母さん、横でずっと喋っていてください」と伝えました。お母さんは「そんなことじ

ゃ、気が散るじゃないですか」と言われるので、「もうとっくに気は散っているよ」と伝えました。お

母さんに「横で話してもらうときに、彼女が今書いている漢字をひたすら解説してください」と。「王

子様と書いているときに、王様の子どもが王子やね。だから王の子とかくんやねえ。」 
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そして、それをやってもらった次の日に漢字の書き取り100点取るわけです。横で、お母さんに喋

り続けられたら、頭の中でほかの事を考えられなくなって、漢字の情報がはいっていくわけです。大

事なことを考えている横で喋られたら「やめてくれ」と言いますけど、それ逆手にとって頭の中で気

がそれないために横から延々情報入れ続けてください。そうすると、「頭の中で気が逸れません」こう

いうふうにしたら 100 点取れるということです。これが、ADHD の学習困難で、LD とは違うんで

す。この子は、最後には、ちゃんと有名私学に合格していきます。 

 

通級指導教室の件ですが、全国的にすごく増えています。県の状態は知りませんけど、廿日市市は

毎年2つずつ増えていっています。もうすぐ全校設置ぐらいきています。 

僕、大阪府堺市の出身ですが、大阪府堺市では、100校に対して25校ぐらい通級があります。4

分の1近くの学校に通級が設置されているという状況になっています。こういうふうに通級児童数も

すごく増えています。 

廿日市市は現在、これだけの学校に設置されていて、学校に通級が設置されているところもあれば、

他校通級で通うよというところもあります。今、宮島小・中だけが未通級です。島なのでちょっと通

うことが難しいようです。ここも次年度には開所する予定というふうに聞いています。中学校は未設

置です。これで一応、全校、宮島にもできたら全小学校に網がかかってくるかなと思っています。 

この廿日市市の通級指導教室は先生方の指導だってやっていますが、通常の学級での子どもが対象

です。廿日市は週1日1回、複数指導だとか週2回の試みも始まっています。通級指導教室では何を

しているかっていうと、学習の指導ではなくて、特性にそった指導、トレーニングというものが必要

になってきます。 

通級って、遅れてる勉強見てくれるところみたいな感じだとおもいますが、その子の特性にそって

必要な支援や手立てを打っていく。１時間のトレーニングとして８つぐらいの課題をいれていきます

が、きちんとやれば、それぐらいたくさんのことが出来ます。通級っていうところは、特性に沿った

トレーニングをするところかなと思っています。さらに担当者を専門家に育てていく取り組みという

こと、これが鍵かなと思っています。 

大阪でも堺市でも専門家チームで、通級担当者研修っていうのをずーっとやっています。廿日市で

も年6回の市独自の通級担当者研修を開いていただいていて、普通は、廿日市市は県傘下なので、県

の研修へ行くんですけど、それとは別に廿日市市でずっとやってもらっています。見立ての研修をす

るということをやっています。通級指導教室は、認知特性や行動特性への働きかけをするところだと

いうふうに位置づけをしています。 

つまり、学習は通常の学級でするが、通級指導では「学びを支える力」をつけていく。ただし、読み

書き、九九等、基礎的な力は、学びを支える力なので、それは通級で徹底的にやる。だから、算数のこ

れが遅れているからやってくださいみたいな感じではなく、九九とかそういう基礎的なのはきちんと

やっていくというふうにやっています。子どもの特徴を明らかにする、そこをトレーニングするって

必要に応じた個別という実施するのが通級指導教室の役割です。トレーニング中心だと、必ず終わる

し、難しいことはしない。でも、繰り返し、繰り返し、繰り返し、同じことをしているので、そんな中

でやりきった感、達成感を培っていくと、実際子どもたちはどんどん自分で課題に取り組むようにな

っていきます。 

廿日市市の通級を全部みていますけど、通級に行きたくないという子がほとんどいません。今で 4

年廿日市市にいますけど、1人だけ行きたくないといった6年生がいますけど、それ以外行きたいと

いう子どもばかりですし、1 年生で次の通級いつあるの、いくつ寝たら通級へ行くんかとお母さんに

聞いて子がいたりします。やっぱりしっかり楽しく行けるということが大事、ただし、この楽しいは、

遊びではないわけで、「わかる喜び」これを保障していくために通級の専門性がいるかなというふうに

思っています。個別の指導、個別の指導計画というものについて、個別指導計画ではないのです。な
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ぜ個別の指導計画と言っているのかというと、一人一人の特性を踏まえた計画だということです。 

ということは、「この子にどうやったらいいか」をはっきりさせた指導計画の個別なので、例えば、

コミュニケーションに課題があります、通級指導しましょうと言った子は、コミュニケーション課題

だったら先生と二人で指導したってコミュニケーションが伸びるわけないので、当然子ども二人いた

ほうがいいのです。子どもたちは。トータルでコミュニケーションに課題がある子は、複数指導で指

導するという個別の指導計画を立てた方が正しくて個別指導じゃないんですね。そういう意味で、き

ちんと特性を見ていくことがとても大事なことになってくるのかなと思います。 

時間がなくなってきました。後はまた、読んでいただいたらいいと思います。 

これで終わりたいと思います。 
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【パネルディスカッション】 
 

【コーディネーター：小枝先生】それでは今の 3 人の方からお話を伺いましてですね、フロアの方からも

たくさんのご質問を頂いているんですが、限られた時間ですので、質問に答えるような形も含みなが

ら、5つくらいのテーマにちょっと絞ってみたいかなと思ったんですね。 

今日の第5回シンポジウムのテーマが「学習障害の気づきと支援」とありますので、まず気づきの

部分で、保護者さんからですね、なかなかちょっと気づかれなかったっていう、学校に上がる前は気

づかれなかったという話がありますので、就学してからではなくして、その前からこう気づいて早め

に対応するにはどうしたらいいのかなっていうあたりを、それぞれちょっとお考えがあれば伺ってみ

たいのと、就学時のあの、就学時健診ですよね、そこのマニュアルが2年前に改定になったんですね。

改定になって、その中に発達障害に気づくというね、ちゃんと盛り込まれているので、そういったこ

とを含めながらお話を伺えたらと思います。 

2番目は、ICTの活用について出てまいりましたので、どのようにアセスメントをして ICTを活用

するっていう、そういう学びをどのように学校の先生方と共に深めていったらいいのかという、そう

いうちょっとお話も聞けるといいなと。 

それからもう1つはですね、生涯を見通した時に発達障害のあるお子さんに、保護者として、ある

いはそれに関わる者として、子どもたちが自分自身のことをどう知り、そして自分のことを誰にどの

ように助けてもらえるような知恵をつけて、大人になって行くかっていうあたりが大事かなと思いま

した。その辺の考えもちょっと具体的に聞けたらいいかなと思います。 

それでは、最初にですね。就学の前にこう気づくっていうあたりについてちょっと考えを伺えたら

いいのかなと思うんですが。まずこの辺り、非常に大事なので、保護者さんに今日出ておいでいただ

いていますので、ちょっと何か、ご自身の経験を踏まえてこういったことがあるといいのになってい

う思いがありましたら、ちょっと聞かせて頂けますでしょうか。 

【保護者】娘の場合はですね。小学校の就学前健診で、特にひっかからなかったので、私も知識もなく、何

の疑いもなく、通常学級で過ごさせてしまいました。 

幼いうちは、本人の個性なのか、障害ゆえの特性なのかわかりにくいので、 

クローバーの会でも要望しているのですが、5 歳児健診というのを取り入れてもらって、その健診の

前に心身両面の細かいチェックリストのようなものを事前に送ってもらって、それに答えた上でその

健診をうける準備ができればいいと思います。 

道筋を立ててあれば、小学校入学前に、しっかり、もしかしたら特別支援学級の方が合っているのかと

か、そういうこともしっかり検討できたのではないかなと思います。 

【小枝先生】どうもありがとうございます。1 つ、5 歳児健診というものがありますので、そこで気づい

て、その気づきを保護者さんと共有しながら学校の方で早めに手を打って、その子に適した環境を提

供していく、それから、やっぱり何よりも楽しく学校に行くっていうことが大事なので、そういった相

談が就学前にできると、よかったなという話かなと思います。 

今日ちょっと、事前の打ち合わせのところで、就学時健診のマニュアルが2年前に改定になったん

ですが、その中に今までは知的障害のことしか書いてなかったんですけど、新たに発達障害のことを

盛り込みましたし、それから面接方法の中にも、社会性とか、行動の統制が弱い子に気づくための面

接方法なんかがちょっと詳しくしてあるんですね。そんなのをどうですか、見ていただいて、新しい

就学児健診だと、何か気づいていけそうな感じがありますか。いかがでしょう。 

【保護者】事前のアンケートのようなものを、ちょっと娘にさせたのですが、ほとんど当てはまっていまし
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た。そんな特性が本当にあったのだと思って、こういう検査が事前にあれば、本当に色々と方向が違っ

ていたのかなと思います。 

【小枝先生】はいありがとうございます。新しい就学時健診のマニュアルには、SDQという、イギリスで

開発されて、世界中の言葉に翻訳された、「その子の強みと弱み」をあらかじめ把握する25個の質問

紙が入れてあるんですね。それは知らなかったですが、それを使われていたということで。これをやる

と実態把握が就学前にできるので、それに応じて就学前の相談を丁寧にやるということが 1 つ方策と

して取れるのかなというお話かと思います。まだ、２年前にできたばっかりですけど、まだ教育現場で

これを使って就学前健診をやっているという話をあんまり聞かないので、もし教育行政の方がおいで

でしたら、是非ね来年度くらいから活用していただくことを考えていただくといいのかなとちょっと

思いました。山田先生、その当たり現場で見ていて何かお感じになることがありますですか。 

【山田先生】廿日市の話からいうと、僕来てびっくりしたのは、ちょっと進んでいる部分があって、就学前

の教育相談でかなりの数が教育委員会に上がってくるんです。担当者はてんてこ舞いになるくらい、

上がってくるんです。まあ幼稚園・保育園の方々の気づきと、最初に相談しておきましょうねというシ

ステムができあがっているのでかなり上がってくるのと、廿日市市でびっくりしたのは、保護者の方

が WISC とかの検査をとることに抵抗がないというか、就学相談をするのに「ちょっと検査をとって

来てくださいね」に「わかりました」とかなりの数の人がとってくるので、かなりの詳しいデータがで

るような形が一応できあがっているのかなと。それに先程の廿日市は、通級指導教室が結構充実して

きたことで、就学相談の時とかに、今までやったら支援級に入るか入らないかの相談だったと思うの

ですが、支援級に入らなくてもちょっと支援級で見てもらうことが必要だよと。就学相談の一つに通

級が入ったお陰で、幅広い途中支援ができはじめているかなって。そういうのも地道な努力の 1 つに

あるかなと思うんです。 

それでもう1つ、就学前とちょっと違うんですが、僕、前に現場におった学校では、入学説明会の

時に、２月頃にあるんですけど、ここに１年生の保護者がほぼ全員来るんですね。何か物品購入しな

ああかん。そこで、30分時間をもらって、こんな子は支援がいるんですよという話を、いつも僕が話

していたんです。勉強のことも含めて、行動とかも含めてしていたので、入学説明会が終わったらす

ぐに毎回3人くらい相談に来はって、事前に早い段階で相談できることもあったんで、保護者の方に

こういう子の支援とか、こういうところはちょっと早めにと言ったり、気づきの伝達みたいなものを、

こういうシステムもどこかにいるのかなと日頃から思っています。 

【小枝先生】どうもありがとうございます。今、廿日市の状況をお話しいただきましたけど、受け皿がある

からこそ実は就学前から相談できるというね、そういう側面もあるんだと思うんですね。この受け皿

がないと、「うちの子、どうしたらいいのよ」で終わっちゃいますから、ちゃんと受け皿があって学校

でほっとかれずにうちの子もちゃんと面倒見てもらえるっていう、そういう安心感があると早めに早

めにこう相談ができるのかなと思うんですが。 

高校でも通級が増えてきているということですので、やはり、初等教育の最初には色んな学びの場

があってよいんだろうと思うんですね。ですから、いわゆる通常の学級と特別支援学級という2つし

かないっていうのでは非常に動きがとりづらいので、その間を埋める通級指導教室という行き来がで

きるっていう、あるいはその子に応じた時間数、学んでもらえる場ができると非常に大きな意味があ

るのかなっていうことを思います。 

あの東京都 23 区は、全ての学校にできました。平成 28 年から始めて、今年が最後かな、去年か

な、去年ですべての小学校に通級指導教室を作ると言っていて、ちゃんとできたんですね。その後、

中学で作るということをやってますので、この通級があると非常にちょっとうまくいかない子どもた

ちなんかがそこで居場所になったり、また新しい学びができたり、それからアセスメントを先生がす
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る場でもあったりするので、非常に良いものであるかなっていうことを思っています。どうもありが

とうございます。その通級指導教室をどうしたら、こう、わが町の学校で増やして貰えるかなんてい

うところについて、質問が実はあってですね、これは切実な問題だと思うんです。「今、いいよ、いい

よ」って言われて、じゃーと言うと うちの市で作ってくれるかと言うと、そうでもなかろうというこ

とですので、何かちょっとコツになるようなものを山田先生ありましたら1言お願いします。 

【山田先生】通級設置は県が決めるんです。県に対して市が要望するんですが、市がどこの学校に作るかは

学校から要望があったところを上げていくんです。ということは、うちに通級がないので是非、通級、

作って欲しいところは学校に要望を上げていくことがまずスタートで、そこから階段上がってやって

いくと言うことと。これ、明解な基準というのはないんですけど、通級指導に適するような子どもが最

低10人以上いる。1人2人のところで絶対作ってくれないので、だから、指導するに至る子どもが

複数人にいますよということが、まあ学校が名簿を示して上げるとできてきて、その条件が揃えば、今

通級予算は大増額されていますので、かなりの設置がされて。だから、廿日市はそれをずーときちんと

すると 2つずつ増えていくということはもう実現してきているので、まあ、そういうふうなことが 1

つは絶対いるかなと思います。 

【小枝先生】ありがとうございます。まあ、今のようなお話で、うちの学校にもとかですね、うちの市にも

どんどん増えていくようにやっぱり声を上げていくっていうことが大事で、どなたかのスライドにご

ざいましたけど、歌うだけじゃなくて行動しようっていう、あっ、氏間先生の話だったですかね。行動

をとろうというか、それ大事かなと、やっぱりアクションを起こすってことはとても大事なことだの

ではないかなと、心配しているっていうそれだけではなくて、やっぱり具体的なアクション起こすっ

てことはまず最初に必要なのかなと思いました。ありがとうございました。 

続きまして、ICTの話が今日ございましたので、こういった ICTを使うということでも、どのよう

にアセスメントして、どういったものがその子に合っているのかっていうのを、学校の先生とか、保

護者さんでもそうですけど、理解して探して行くっていった時に、何か、そういったところに、導入

のところもちょっと難しいと思うんですが。例えば、こんなところで勉強会があるよとか、こんなよ

うなことが1つやっていくとちょっと「とっかかり」でその ICTを、色々活用しやすくなるよ、みた

いな。そういう「とっかかり」のところにコツか何かがありましたら、山田先生、ヒントございますで

しょうか。 

【山田先生】ICTを使った指導は本当に多様で、色んなことができるんですけど、その前提として、通級指

導教室に ICT 機器が配分されないという、本当にさっきの障壁じゃないですけど、あったりとかする

んですよ。だから、そういうところで、通級指導で今、色んな活用の仕方が個人に使うのができるの

で、その ICT機器の配付というのを教育委員会が率先して認めていただいて、今、自腹の ipad使って

いる人、結構多いんですよね。だからちょっとその辺もあるかなと思いますし、ほんで、使い始めたら

本当に色んな、字を覚えるためになりますし、ぼくなんかよく言っているのは、パソコンのワード機能

を使って読み上げたり、パソコンに書かせるみたいなので、自分が言ったことが書いて出てきて後で

それを見ながら自己修正していったりすると漢字の間違いを気づくことができるし、誤変換って結構

ありますからね。だから、そんなのも使ったり、結構色んなことが提案できるんですけど、なかなかそ

の機器の使用の、物がないと進まないというのもあるので、僕はそこが 1 番気になるかなと思ってい

ます。 

【小枝先生】ありがとうございます。色々、アプリとかは、世に出回っていますけど、ちょっと学校で使え

る環境がね、なかなか制限が多くて使えないことが多いので、それを少しその障壁を取っ払っていた

だくとか。ずっと前からなんか、ipadか何かを、パソコンを生徒に支給するって話が出ていますよね。

なかなか実現しないんですけど、是非こういったものを活用して、学びの多様性っていうか、その子に
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合ったやり方を見つけられるようにできるといいかなと思います。 

それからもう1つ、僕の外来でいますですね、結構お父さんおいでになること多いですね。お父さ

んがおいでになって、色々アプリをですね、僕に逆に教えてくれることがあって「先生、うちの子こ

んなんでこうだよ、こんなアプリを使うところはこんなんでできるんだよ」って教えてくださるんで

すね。意外と遊びながら、そういったアプリをご家族と一緒に子どもが見つけて、どれが向いている

のか、やってみないとわかんないという側面ありますから、色々ご家族も探してみるってのもありか

なと思う。全部が全部、学校に教えてもらうのではなくて、やっぱりタダで落ちているアプリ、今す

ごく多いので、我が子に向いているアプリ、何なのっていうのを家族も一緒に探す、そういったこと

が大事かなっていうことをちょっと思います。随分とあの教えてもらってアプリがたくさんあるんだ

ということも知りましたし、手書きで汚く書いても見事に綺麗にブロック体とかに直してくれる、そ

ういうアプリもありますし、それから何でしたか、「ディスレクシア」の子で英語がやっぱり躓くんで

すけど、「英語の読みのためのアプリを私探したら、こんなのがあったので、今使わせています」とか

ね。そういったことでご家族の方が探して、逆に外来で僕なんかに教えてもらうこともございますの

で、是非学校任せにせずに、保護者さんの方も色々と探してみるというのも大事なことかなと思いま

す。  

後は、国を上げて、「こんなの開発する」なんていうのは何かないでしょうか。例えば、特総研（独

立行政法人国立特別支援教育総合研究所）とかですね、そういったところには何かホームページにこ

ういった使いやすいツールがあります。もう既にその実践例もありますので、そういう例を前例に見

習いながら探していくっていうのも非常に良い手かなと思います。 

（データベース、インクルのデータベースがあり、その中に ICTを使った実践も多く見られる。東

京大学がやっている「魔法のプロジェクト」にも指導案、相談指導の流れなど ICTに特化した事例が

見られる。） 

最後ですね、ライフ・スパンですよね。学歴に限らず、段々とどんな子も思春期を迎え、やがて大人

になり、そして自立していって欲しいわけですが。そういったライフ・スパンを考えたときに、何が

キーワードになるのか、日々の過ごし方も大事なんですが。先を見据えていくとですね、今日、保護

者の方からのお話がありましたように、どうも娘さん自身に自分のことを知ってもらうための色々こ

う、工夫とか努力をしたという話もございましたし。それから自分のことをほかの子に伝えたりなん

てこともあると、変なこともあったんですが、ここら辺、いつ頃そういったことを、僕はこれを「告

知」と「開示」って呼んでいるんですね。発達障害のお子さんはいずれやはり必ず…思春期を迎え、大

人になって行くので。どこかで自分のこと、「自分は何者なの」っていうことを、本人に伝えるってす

ごく大事です。それから親元を離れる時に「開示」するノウハウですよね、味方のような顔をしてき

た同級生に言ったら、それをバラされてその学校で居づらくなったとかね、そういったことがあって

もいけませんので。どういった人に「開示」すれば味方になってくれるかというノウハウを教えてか

ら、親元を巣立ちをさせるっていうの、僕の中では決めていることなんですが、「どのような時期に、

どんなふうに伝えたらいいか」っていう、その辺、なんか悩まれたと思うんですけれども、何か保護

者の方で、ご経験をもとにもう少し詳しくご紹介いただけますでしょうか。 

【保護者】はい。うちの子が小学校 4 年生の時に、通級指導教室の先生に発達障害じゃないかということ

で、初めてわかった時に、私は恥ずかしながら 通級指導教室がどういうことをしているのかわかって

いませんでした。 

そこで、先生からそういうことを教えてもらって、娘と一緒に病院の方に行き、発達障害の知識がない

もので、本を集めて読んだりしました。発達障害っていっても、ほんとに色んな特性があるので、娘の

場合はどんな感じなのかなと知っておかなければと思いました。 

そして、クローバーの会という親の会で、学習指導もあり、子供と一緒に定期的に行き、そこで、なん
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となく自分はそういう傾向があるってことを肌で感じて、娘と一緒にわかっていったという感じです。 

【小枝先生】お嬢さんの方から何か質問ございましたか。母さん、私ってこうなのとか、私こんなところあ

るんだけどどうなのとか。そういう何か自分自身に関する質問というのはございましたですか。 

【保護者】やっぱり空気が読めなかったり、相手の表情をみても、わかりにくいようで、相手が今はちょっ

とムリという時にもかかわらず、ずっと喋ってしまうことがありました。 

うちの主人がテレビを見ているときにも、娘がずっと喋りかけるので、テレビのチャンネルを変えな

がら、全然話を聞いてないこともあったりして、娘は そういうことをお父さんはするからひどい と

言っていたので、そういう場面で、今、相手がどういう状況にあるのか、考えて話かけないと駄目だよ

と教えました。 

空気を読めないと、みんなどんどん離れていったり、苦しい状況になっていくこともやっぱり、小学

校、中学校の時はありましたので。 

娘が、今日はこういうことがあって、嫌な思いをしたよっていう話しをしてきたら、その時どうした

の？っていう感じで。 

それは、あなたもそういう態度をとったら相手がこう思うよ、という感じで一緒に考えながら、悩みな

がら、毎日結構話をしていましたね。 

【小枝先生】はい、ありがとうございます。今、教えていただいたように、1つの事象が起きた時にそれを

スルーせずに丁寧に振り返るっていうことなのかなと思って、話を聞きました。どうしても忙しいと

スルーしがちなんですけども、困ったことがあったとかっていうのを子どもさん自身から話があった

ときに、それはどういうことなの、じゃあこんなことがあったの、じゃあなたはどうしたらいいのって

いう振り返りをして、おそらくこうしたらいいよっていうとるべき行動を教示していくという、その

繰り返しの中で自分自身の理解がなんか深まったのかなあ、なんてことを ちょっと感じて聞かせてい

ただきました。あと、「開示」については、何か自分のことをね、担任に伝えて、例えば、色々こう助

けてもらいたい場面がありますよね。そういったときはこんなふうにしなさいって何か親からのお話

ございましたですか。 

【保護者】それは、特に言ってなかったのですが、高校に入って、部活に所属しまして、仲良くしてくれて

いる友達に、娘が自分から言ったようなんです。 

友達は、もう結構わかっていたよ。と言ってくれて、娘が不安で失敗しそうだなという時は、最初にも

っと練習しとこうかと言ってくれたり、母親代わりのような感じの面倒見のいいタイプの子がいてく

れて、常に気にかけてくれて、娘が機嫌によって態度が悪かったりするときも、それはいけないと、し

っかり怒ってくれたりしてたようです。友達が近くにいてそうやって見守ってくれていて、本当に友

達に恵まれていたなぁと思います。 

【小枝先生】はい、ありがとうございます。そうすると保護者さんの方から特段の注意なくても、信頼のお

ける友達が助けてくれた。きっと愛されキャラなのかもしれないですよね。なので、ほっとけないなっ

ていう、そういうところがあったので、そういう友達も親身になってくれたということかもしれない

と思います。やはり、家族の中で色んな話をしていくってことは、やっぱり欠かせないんだと思うんで

すね。双方が、至らぬところだけ指摘して終わるのではなくて、やはり「どうしたらいいのか」という

ことを前向きに考えて、双方が、親も子もお互いのことをいたわりながら過ごしていくってこと。すご

く大事なのかなということを、今あの感じてこさせていただきました。 

あと、たくさん、ご質問いただいてるんですが、結構、具体的な質問が多くてですね、英語はどうし

たらいいのかとか、こういった場面でどうしたらいいのかっていう、ちょっとそういった質問が多い

もんですから、具体的なところまでなかなかこの時間では進めない。まあ、今日のお話にあったよう
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な、就学前の気づきをどうしたらいいのか、それから通級を増やすのにはどういった具体的な方法が

取れるかとか、ICT の使い方ですね。それから、いつまでも子どもは子どもではなくてやがて大人に

なるので、大人になって向かっていく上でどうしても欠かせない「告知」と「開示」ってのを保護者の

立場から話を伺ったところですが、山田先生、何か追加のコメント等ございましたら…。 

【山田先生】今の「告知」の話なんですけど、僕、自分自身が指導者なので、子どもにそういうこと言うと

きは、その前段として本人の特性の理解と、だから「あなたはこういうことで失敗しています」、なの

でその特性にそった対応を「こうしたらいいんですよ」、その特性にそった対応することで成功体験を

積ませる。だから、その特性の理解と成功体験の上に、次「開示」とか「告知」とかが来るんじゃない

かなと思って。それもなしでやってしまうと、本当に子どもがつぶれてしまうケースもたくさんあり

ますので、やっぱり指導の中で、「僕、やったらできる、でも人と違うやり方なんだ」ということがわ

かった上で話をすると理解早いかなと。そこを手順を間違えると大変かなと。いつもちょっと思って

います。 

【小枝先生】どうもありがとうございます。IT 化されるお話しも出ましたが、色んな子が色んな道を通っ

て山に登っていくわけなので、それに必要な手助けの道具は、まあたくさん落ちていればそれが利用

できるといいなと思いますし、教える側はそれを利用するだけのちょっとスキルみたいなものも、身

に付けていく必要があるのかなと思います。ICT、どんどん進んでいくんですが、これで終わりではな

くて、常にたゆまぬ努力の中で、我々自身がかかわる側がやっぱり伸びていかないと、子どもにそれを

子どもたちにそれを返して行くことができませんから。ゴールはなくて、常に我々自身が研鑽を積ん

で行かなきゃいけない問題なのかなということを考えております。 

はい、それでは、頂戴したお時間になりましたので、この度のパネルディスカッションの方をこれ

にて、閉じさせていただきたいというふうに思います。 

どうも、ご参加いただきましてありがとうございました。ご参加の皆様方に拍手どうぞ、よろしく

お願いいたします。 

 

 


