
Webinar・ウェビナー

ことばの支援者ステップアップセミナー

学齢期のことばの支援【読み書き編】

第２回
読み書きに支援が必要な児童へのアセスメント

ポイントと例
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ことばの発達支援・学習支援室

松浦千春
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2019年6月26日（水）18時40分～19時0５分



第２回の流れ

１ Webinar・ウェビナーについて

２ 読み書きに支援が必要な児童への

アセスメント

３ 第３回のご案内
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Webinar・ウェビナーについて

※皆様の、お顔は映りません。声も入りません。

■チャット機能
・匿名で送信されるように設定してあります。

・ご質問はいつでも送信できます。

■アンケート機能
・回答を選択する画面、記入する画面などが出てきます。

・回答は任意です。

■資料について
・ダウンロード後、引用資料、参考資料として明記していただく場

合のみ、ファイル形式をPDFから別の形式に変換しての再利用可

能です。
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読み書きが困難とは
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読み書きの力

知的な能力
イメージできる程
には書けない

知りたいスピード
で読めない

★ギャップによるもどかしさ

review



同じ診断名・主訴でも様相は様々
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知的発達の程度低 高

強

弱
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特性が顕在化してくる背景は？
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持ちうる遺伝的要因 ⇔ 身を置いている環境

★支援者も環境の１つ



読み書きに必要な力①

■連なる音の中から、区切りをつけて音を捉える力

※間（音と音と間の空白）を捉える力も大切

■連なる字の中から、区切りをつけて字を捉える力

■音と形（字）とを結びつける力

■結びつけた音と形（字）とを円滑に行き来する力

いぬ・イヌ・犬 ⇔    / inu /  

愛犬 ⇔ / aiken /
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review

★主に１文字単位、単語単位での正確さに必要



読み書きに必要な力②

■語彙（意味）
文字をまとまりで理解したり表出したりするときの支え

■文法（統語）
文をルールのもとに理解したり表出したりするときの支え

■語用
文を文脈を基盤に理解したり表出したりするときの支え

■視機能
文字列を追うための支えの１つ

■ワーキングメモリー
捉えた文字、理解した内容を覚えておくために使う力
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review

★主に文、文章単位での正確さに必要



読み書きに必要な力③

「あの時、あの場の出来事についての話し言葉」

コミュニケーション言語の最高峰（５歳の坂の頂上）？

学習言語の第一歩？

コミュニケーション言語から学習言語への橋渡し

「ブランコであそんでたときね、あかねちゃんがね、ねんどしようって

いってきたからね、ゆうちゃん、ブランコやめて、たきとくんが

まってたから、たきとくんにゆずってあげて、それからね、ねんどしにいっ

たの。それで、あかねちゃんとね、また、でぃずにーらんどにいきたいねっ

ていいながらね、これね、ぶれすれっとなんだけど、つくったの。」
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review

★ナラティブ・・・聞き手視点（読み手視点）も必要



おりがみでね
ブレスレットつくろうって
なってね、さあちゃんね、
いいよってゆったの。

わたしは、賞味期限が
近い商品の値下げに
賛成します。理由は・・

生
活
言
語

学
習
言
語

相互作用

大石敬子（2001）をもとに作成

５歳頃
ナラティブ



読み書き・アセスメントの目的

読み書きが困難な背景を探り

具体的な支援方法を検討すること

≠ 検査をすること（検査はツールの１つ）

©DIVERSE・ダイバース 11



背景を探るプロセス
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背景 聞き取り

背景

観察

検査



背景を捉えるために①
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一般的に知能と呼ばれているもの（G）

流動性 結晶性
認知
処理

視空間
聴覚
処理

短期
記憶

記憶
検索

処理
速度

量的
知識

一般
知識

読み
書き

触覚 臭覚
固有
受容

心理
運動

心理
運動
速度

それぞれ細分化された力・合わせると８０前後の力

CHC（Cattｅll-Horn-Carroll）理論



背景を捉えるために②
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流動性 結晶性
短期
記憶

読み
書き

処理
速度

空間
関係

・・・

WISC-Ⅳ ○ ○ ○ ー ○ ○ ・・・

KABC-Ⅱ ○ ○ ○ ○ ー ○ ・・・

田中ビネーⅤ ○ ○ ○ △ ー ○ ・・・

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

※何を知能とするのか、どのような検査で測定できるのか、などは議論中

CHC（Cattｅll-Horn-Carroll）理論をもとに検査が作成され始めている。



聞き取り・観察のポイント

■パターン

・特殊音節、カタカナ、漢字の読み誤り、書き誤り

・助詞の読み誤り、書き誤り など

■程度・頻度・速度

・誤りの固定化の程度

・書き直しの頻度

・読むこと、書くことの速度 など

■ご本人の感覚

・読むこと、書くことが好きかどうか

・読むこと、書くことを苦手と感じているかどうか など
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検査にも特性がある

・知的な発達、認知の特性

・基礎的な学習の習得

・言語の側面

・読み書き

・コミュニケーション
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学齢期の検査・読み書き

・STRAW-R（改訂版 標準読み書きスクリーニング検査）

・ELC（音読・音韻処理能力簡易スクリーニング検査）

・CARD（包括的領域別読み能力検査）

・URAWSS（読み書きの理解）

・KABC-Ⅱ（習得） ・WAVES（ヴィジョンアセスメント） など
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学齢期の検査・知的発達や認知

・田中ビネーⅤ

・WISC-Ⅳ

・KABC-Ⅱ（認知・習得）

・DN-CAS

・新版K式 など
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学齢期の検査・言語の側面

・LCSA（学齢版言語・コミュニケーション発達スケール）

・LCスケール（言語・コミュニケーション発達スケール）

・PVR-R（絵画語い発達検査）

・SCTAW（標準抽象語理解力検査）

・J・COSS（日本語理解テスト） など
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学齢期の検査・学習の習得

・KABC-Ⅱ（習得）

・LDI-R（←スクリーニング・バランスを捉える） など

学年相応のパフォーマンスかどうか

読み書きの困難さは全教科に関係する

→全教科の様子を確認
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検査・コミュニケーション

・LCSA（一部）

・CCC-２（子どものコミュニケーション・チェックリスト）

・ASA（旭出式社会適応スキル検査） など
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読み書きが困難 ≠ 検査が同じ

主訴）登校をしぶることがある・書くことが難しい

Aさん（３年生・友達づきあいが苦手・刺繍が好き）

WISC-Ⅳ・STRAW・CCC-２

Bさん（２年生・口数が少ない・オンラインゲームを楽しめる）

田中ビネーⅤ・PVT-R・LCスケール

Cさん（４年生・字の形が整わない・プログラミングが得意）

KABC-Ⅱ・LCSA・WAVES
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検査選択の例
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・１年以上登校していない。

・登校していた頃から通級による指導は受けていた。

（コミュニケーション面への支援）

・学習の継続が心配だ。

学習の積み上げの状態・言語全般の状態

→ KABC-Ⅱ・LCSA・ＣＣＣ－２



第３回のご案内
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・第３回は、読みへの支援についてです。

・読みの支援で大切にしていることと、具体的な方法に

ついて、お伝えします。



引用文献など
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