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読み困難を示す ADHD 児への文章作成による言語表現の支援
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ADHD の診断を受け、かつ LD の疑いがあるとされた通常学級在籍の小学校 5 年男児（A 児）に対して、文章作成
を通じた言語表現の支援を行った。A 児に対しては、本支援を開始する以前から読み困難へ支援を継続的に行ってい
た。日常生活場面でも自らの気持ちや考えを音声言語で説明することにつまずくことがあり、他児とのコミュニケー
ション上のトラブルに発展することも多かった。そこで、ADHD の行動特徴に配慮し、かつ LD 様の症状によって生
じる言語表出面でのつまずきを考慮し、文章作成による言語表現の支援を実施した。支援に際しては、A 児がモチベ
ーションを維持しながら課題に取り組むことができるように、新奇性の高い学習場面を設定し、学習の終わりには作
成した文章を発表させることで、わかりやすい文章表現を心がけることができるようにした。支援開始当初は、順序
だてて物事を説明できなかったり、気持ちの説明が単一の表現に偏ったりしていたが、支援の経過とともに、文章表
現に変化がみられ、自分の気持ちについて理由を付した説明ができるようになった。また、文章中に擬音語や比喩表
現などが含まれるようになり、文章表現の工夫が見られるようになった。以上から、本研究で実施した言語表現への
支援が、LD 様の症状を呈する ADHD 事例における言語表現の多様化をもたらしたものと示唆された。

はじめに
平成 24 年に文部科学省が行った全国調査で、高機能自閉症、学習障害（LD）
、注意欠陥多動性
障害（ADHD）などの発達障害の可能性があり、学習または行動面で特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒が 6.5%在籍することが明らかとなった（文部科学省，2012）
。特に、LD は実態に即し
――――――――
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た教育的支援が求められている。一方、ADHD は、注意の持続が困難であったり、衝動的な行動の
ため、しばしば学級内での対人関係に困難を抱えるケースが多い。このため、ADHD 児への支援に
ついては、ソーシャルスキルトレーニング（SST）を中心とした社会コミュニケーション面への支
援が行われることが多い。例えば、ADHD 児における SST については、集団や小グループによる
実践が報告され（安川，2002；高橋，2005）
、ADHD の行動的特徴である衝動性に配慮して、
「発
言の順番を待つ」
、
「他児の発言を聞く」などの支援が行われている。
一方、LD や ADHD など通常の学級に在籍する発達障害については、複数の障害が重複して呈さ
れることがあると報告されており( Pennington，2006 )、ADHD 児が LD 様の症状を示すことも珍
しくはない。たとえば、藤岡ら（2014）は読み障害と診断された児童について ADHD の併存率を
調べたところ、71.7％と高率であることを報告している。さらに、ADHD などの発達障害が併存す
ると学習上の問題が保護者や教員から主訴として挙がりづらくなることも指摘されている
（藤岡ら，
2014; 藤岡ら，2015）
。したがって、障害別に固定された支援方略だけでなく、対象児へのアセス
メントおよびヒアリング等に基づく実態に即した丁寧な支援が必要となるであろう。つまり、
ADHD と診断された子どもであっても、LD 等の他の症状が認められた場合には、単に多動性や衝
動性に配慮した支援だけでなく、読み書きの困難さに起因する基礎的な言語表現に配慮した支援が
必要であると考える。
ADHD と LD の併存事例における読み書き支援に関する実践研究はいくつか報告されている（大
山，2008；宇野・上林，1998）
。例えば、木口・勝二（2004）は漢字の読み書きに困難さがある
ADHD 児を対象として認知プロフィールに基づいた支援を実施し、その有効性について論じている。
しかし、本来、文字を読んだり書いたりするということは、単に識字能力を高めることに目的があ
るのではなく、文字を使って自らの考えや感じたことを他者に伝えたり、逆に他者の考えを理解す
るためであるともいえる。したがって、自ら習得した文字を使って相手に伝えること、そして相手
に考えを伝わりやすくするための文章表現の工夫などを通して相手に自らの想いが伝わることの達
成感や満足感を培うことが学習へのモチベーション向上へとつながっていくであろう。とりわけ、
ADHD を併存している場合には、衝動性ゆえに、相手を意識して文章表現を工夫したり、自らの表
現内容を振り返ったりする経験は少ないものと思われる。
そこで、本研究では、ADHD と診断され、かつ読字に困難を示す LD 様の症状を呈した男児（以
下、A 児）に対し、学習場面で困難を示していた文章表現能力の向上を目指した支援を実施した。

事例の概要
１．プロフィールおよびこれまでの支援経過
対象児は、支援当時通常の学級に在籍し、通級指導教室に通う小学校 5 年生 A 児（10 歳 10 か月）
であった。A 児は、8 歳 4 か月時に医療機関において注意欠陥多動性障害（ADHD）と診断され、
かつ学習障害（LD）の疑いがあることも指摘された事例であった。その後，小学校 3 年進級時に、
読みの遅れを主訴とし、医療機関からの紹介で大学に来室した。A 児は、学習の最中に、しばしば
注意散漫な様子がうかがえ、廊下の話し声や隣室の物音に注意を向けることがあった。また、支援
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が 20～30 分程度経過すると姿勢が乱れたり、椅子を揺らしたりする様子が頻繁にみられた。支援
以外の場面でも、会話に集中できずに、呼びかけに反応しないこともあった。
8 歳 6 か月時に実施した小学生の読み書きスクリーニング検査（STRAW）では、拗音の書き取
りで誤りがみられたものの漢字の読み書きなどは学年相当であった。その一方で、教科書のような
文章になると音読時間が延長し、単語や助詞の誤読が頻繁に出現した。同じく、8 歳 6 か月時に実
施した Developmental Eye Movement（DEM）検査や「特異的発達障害診断・治療のための実践
ガイドライン」
（稲垣ら，2010）による単音連続読み検査および単語速読検査（有意味語、無意味
語）の結果から、眼球運動の制御および文字を音に変換する音韻処理に問題が示された。これらの
アセスメント結果をふまえ、眼球運動の巧緻化と読みにおける音韻処理の両側面から 2 週に 1 回の
ペースで 2 年間にわたり支援を行い、
支援開始前に比べスムーズな読みを獲得することができた
（平
山・勝二，2013）
。
このように、本研究の介入時には文章読みの困難さについて一定程度の改善が認められ、国語の
授業における音読の際に自ら進んで手を挙げて発表するなど苦手意識が克服されつつあった。その
一方で、自分の気持ちや考えを口頭で他児に説明することが苦手で、ADHD における多動性や衝動
性も加わり、他児とトラブルになり怪我をさせてしまうこともしばしば認められた。
２．言語表出能力の実態
本研究での支援開始時における A 児の言語表出能力について、書字は漢字の習得に若干の遅れを
示したものの、平仮名や片仮名については間違えずに書くことができた。しかし、文章を視写させ
ると、時間をかけて集中して取り組めば均一な大きさで行内に書くことはできるが、注意が散漫な
状態になると字形が乱れ、文字の大きさにもばらつきがみられた。
音声コミュニケーションについては、大学生や大学の教員とは落ち着いて話すことができたが、
会話の継続には周囲から会話のきっかけを提供したり、返答を促す言葉かけが必要な場面が多々み
られた。また、A 児の発言は唐突なことがあり、会話の文脈が大きく変わったり、主語が欠落した
りするなど円滑なコミュニケーションに必要な情報が欠落することも多かった。
３．心理検査結果
心理検査は、9 歳 9 月時点で WISC-IV を、10 歳 9 カ月時点で DN-CAS を実施した。WISC-IV
の全検査 IQ は 79 であり、各指標得点を比較すると、
「処理速度」が他の 3 つの指標に比べて有意
に低かった（表 1）
。一方、DN-CAS の全検査標準得点は 69 であり、パーセンタイル順位から、全
検査標準得点が平均より低いことが示された。各 PASS 尺度間の個人内差に注目すると、
「同時処
理」は、個人内平均よりも有意に高い得点であり、
「継次処理」は平均に比べ有意に低い得点であっ
表 1 A 児の WISC‐Ⅳの結果
言語理解

知覚推理

ワーキング
メモリ

処理速度

全検査

評価点合計

84

89

88

70

79

パーセンタイル

14

23

21

2

8
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表 2 A 児の DN-CAS の結果
プランニング

同時処理

注意

継次処理

平均

標準得点

85

89

70

64

69

パーセンタイル順位

16

23

2

0.8

1.9

平均よりも有意に低い得点(5％水準)

平均よりも有意に高い得点(5％水準)

た（表 2）
。さらに、下位検査に注目すると、
「同時処理」の「関係の理解」は低い得点を示してい
た。
「関係の理解」は、検査者が読みあげた文章が表す図版を選択する課題で、文章や図版は、
「机
の上にある箱の中にボールがある」などの空間認知能力とともに助詞などの文法規則を理解する必
要があり、基本的な文法規則の理解が困難な可能性が考えられた。
「注意」については、いずれの下
位検査も低い評価点を示していた。
「注意」の下位検査では、妨害刺激となる情報を抑制し、標的の
文字や記号を見つけたり読みあげたりすることが求められるため、関係のない刺激への注意の抑制
に苦労を伴っていることが推察された。
「継次処理」については、
「文の記憶」や「統語の理解」で
評価点が低かった。これらいずれの下位検査も、
「黄色は赤を青にした」などの文章を記憶したり文
章に関する質問に答えたりする課題であり、A 児は、呈示される文章が 2 文節までであれば正答す
ることができたが、3 文節になると正答することができなかった。これらの検査の結果から、複雑
な構成からなる文章の記憶や理解が難しいことが推察された。
４．語彙検査
語彙力に関する検査として、8 歳 9 カ月時点に絵画語彙発達検査( PVT-R )、10 歳時点で抽象語理
解力検査を実施した。絵画語彙検査では、生活年齢 8 歳 9 カ月に対し語彙年齢が 8 歳 1 か月と算出
され、評価点は 8 点と「平均の下」に位置することが示されたが、語彙発達が「遅れている」の範
囲（評価点 5.5 以下）ではなかった。抽象語理解力検査では、45 課題中の正答が 29 課題で、同学
年の平均 27.6 課題を上回る結果であった。誤答のうち約 70%は「音的誤り」であった。以上の語
彙検査から、本支援開始時点での語彙力には目立った遅れは認められないと考えられた。
５．総合所見
A 児は語彙発達に明確な遅れはみられないものの、複雑な文章構成からなる文の理解に困難を示
すことが考えられた。DN-CAS の「継次処理」得点の低下についても、主に文法処理のつまずきが
影響しているものと推察され、
「同時処理」の下位検査でも下位に文法的知識が必要な課題について
は評価点が低くなっていた。また、A 児は ADHD の診断を受けていたが、DN-CAS の結果からも
注意の抑制に一定の困難が示された。
これらのことから、他者との会話において意味が通じない、文脈が一貫しない状態の背景に、文
法処理の困難さと注意の散漫さに伴う継続的なコミュニケーションの困難が関与していることが推
察された。
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事例への支援
１．支援仮説
A 児のプロフィールおよびアセスメント所見から、文法能力の困難さが認められた。A 児の会話
の特徴として、突然に文脈から外れた会話を開始する、主語の欠落など、対話者を意識しない様子
がうかがわれた。このような会話の特徴が通常の学級での他児とのコミュニケーションギャップの
一因となっていることが推察された。そこで、本研究では「大学探検」をテーマとして、探検活動
の中で見つかったこと、経験したことなどについて文章作成を行うことを通して、自分が言いたい
ことや伝えたいことを整理し、読み手に伝える工夫を身につけることを目指して支援を行った。
A 児がモチベーションを維持しながら課題に取り組むことができるように、大学という A 児にと
っては新奇性の高い場面を設定した。また、
「母親や弟に大学を紹介する」という目的を設定し、作
文に際して、読み手を意識して伝わりやすい文章を心がけるようにした。文章作成に際しては、大
学を探検した際に A 児自身が撮影した写真を見ながら振り返ることで、探検の場面を、わかりやす
い文章で表現することに集中できるように配慮した。
２．支援方法
相手に伝わりやすい話し方や順序立てて物事を説明することを目標として、大学探検で見つけた
ことや感じたことについて文章でまとめる文章作成課題を実施した。なお、支援期間が年末年始を
含んだため、
冬休みの自宅での出来事についても文章作成を行った。
文章作成課題は全 8 回実施し、
本支援を通した A 児の言語表現力の変化について検討するために、その前後でプレテストとポスト
テストを実施した。支援終了後は、これまでに作成した文章を「大学探検ブック」にまとめ、母親
等の前で発表する機会を設定した。
支援期間は 20XX 年 9 月から 20XX+1 年 2 月まで原則 2 週間に 1 回のペースで実施し、プレ・
ポストテストおよび最終階のまとめの回を含め、＃1～＃11 まで計 11 回実施した。図 1 に支援全体
のスケジュールを示した。

9月
支援実施回

＃1

10月
＃2

＃3

11月

＃4

＃5

＃6

12月
＃7

1月
＃8

2月
＃9

＃10

＃11

プレテスト

実施内容

文章作成課題 全8回実施

課題のまとめ

ポストテスト

図 1 支援スケジュール
（１）文章作成課題
「茨城大学をたんけんしよう！！」と題し、大学内を支援者と探検し、そこで見つけたものや感
じたことについて文章作成を行った。探検の際には、
「大学の様子を A 児の兄弟や母親に教える」
ことを目標とした。この目標を A 児に示すことにより、他者に情報を伝えるわかりやすい文章を意
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識することができるようにした。また、探検の際に A 児自身が写真を撮影し、作文の際に写真を見
ながら情報を思い出したり新たに読み取ったりすることで、A 児のペースに合わせて、物事を丁寧
に文章で表現できるよう配慮した。課題の説明に用いたシートを図 2 に示す。なお、本論文掲載に
あたり、個人名等の表記については変更を行っている。
文章作成課題は以下の手順で実施した。
①大学内の特定のエリアを指定し、A 児と支援者が探検を実施（初回はプレテスト時に実施）
。
探検中は、見つけたものをタブレット端末のカメラで撮影。
②撮影した画像を見ながら、探検を

いばらきだいがく

茨城大学をたんけんしよう！！

振返り、大学探検の報告として文
章作成。
1）ワークシート（図 3）に、文章
化する事柄や出来事を一つずつ

大学には，まだまだ＜Ａ児＞の知らないフシギなところがたくさんある
…かも！？大学をたんけんして，みつけたものを＜Ａ児の弟＞君やお
母さん，お父さんにもおしえてあげよう！
１．大学たんけん！

まとめた。A 児の注意が継続す

大学のたてものや教室をた

る 20 分程度での文章作成を想

んけんします。写真をとるの
を忘れずに！

定し、まとめる項目は 3～4 つ
とした。
2）ワークシート記入時には、支

きろく

２．見つけたもの・ことを記録しよう！
前回の大学たんけんを思い出して，おもしろかった

援者から「どんなところがすご

ことや気づいたことを書いてみよう！あまり大学に来

いと思った？」
、
「どれぐらいの

たことのない＜Ａ児の弟＞君にもわかるように書い
てみよう！

大きさだった？」など A 児の表
現を拡大するための言葉かけを
行った。
3）次に、1）で記入したワークシ

とくせい

だいがくあんない

３．＜Ａ児＞特製の大学案内ブックを作ろう！
大学のいろいろなヒミツがわかったら，＜Ａ児
＞特製の案内ブックを作ってみんなに見せて
あげよう！みんながおどろくような，案内ブッ
クができるかな？！

ートを見ながら、書く順番や文
章の接続詞を考えるよう促し、

図 2 A 児への課題説明文

報告シートに文章を書き込んだ。
報告シートは上半分が文章、下
半分が写真を貼るスペースとな
っている（図 4）
。写真について
は、探検時に A 児撮影したもの
から、A 児自身が選択した。
③文章作成課題実施後に、次回に向
けた大学探検を実施。
④支援の最終日（＃11）に、これま
で書き溜めた報告シートに、Ａ児
による表紙と目次を付け、一冊の

図 3 ワークシート

「大学案内ブック」を作成。
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⑤「大学案内ブック」を母親や支援者の前で発表
（＃11）
。
（２）プレテスト・ポストテスト
支援を通して A 児の文章表現の変化を捉えるため、
身近なテーマ（
「好きなこと」
）について文章作成を行
い、これをプレテストとした。プレテストでは、自分
の好きなことについてワークシートに記入した後、記
入済みのワークシートを見ながら文章作成を行った。
同様に、全 8 回の文章作成課題終了後にポストテス
トを実施した。ポストテストでは、
「好きな食べ物」を
テーマとし、プレテストと同様にワークシートへの記
入後に、ワークシートを見ながら文章作成を行った。

図 4 報告シート

支援経過
本項では、まずプレテストの文章から、A 児の文章の特徴を分析する。次に、プレテストで明ら
かとなったＡ児の文章の特徴に注目し、文作成課題の分析を行う。最後に、各文章作成課題をふま
えポストテストとプレテストの比較を通して A 児の文章表現の変化について検討し、本研究におけ
る支援の効果を検証する。なお、A 児の文章には、平仮名表記や文法的エラーが含まれるが、全て
A 児の記述した通りに転記した。
①プレテスト（＃1）
プレテストでテーマとした、
「好きなもの」については A 児が好んで行っているゲームソフトに
ついて記述されていた。表 3 に、A 児が実際に書いた文章を示す。プレテストの文章を読むと、な
ぜそのゲームが好きなのかなどといった理由などには触れられておらず、ゲームの細かな手順が語
られていた（たとえば、
「あと、回してあいてをたおすやりかたもあります」など）
。また、
「たとえ
表 3 プレテストにおける A 児の文章
A 児の文章

支援実施回

ぼくが、一番ゲームの中で好きなことは、妖怪ウォッチ２＜本家＞＜元祖＞で
す。
＃1

妖怪を回してたおれそうな妖怪を助けてあげてアイテムでかいふくさせます。あ
と、回してあいてをたおしやりかたもあります。たとえばぼくがもっている妖怪は、か
っぱ、にんぎょ、トゲニャン・・・とかをもっています。ともだちとたいせんしたりこうか
んしたりするのがたのしいです。
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表 4 文章作成課題における A 児の文章
A 児の文章

支援実施回

ぼくは、図しょかんのドアがじどうどあだということがすごいとおもいました。
はんどるで本だなをうごかしていたのですごいとおもいました。家にはないけど
＃4

あってすごいとおもいました。
大きい本は、デカすぎてびっくりしました。つくった人は、すごくたいへんだった
とわかりました。
ぼくは、このまえに食どうとコンビニにいきました。食どうは、１階と２階とわかれて
います。１階は１０：００～１９：２０までで２階は１１：００～１３：３０まででした。コンビニ
も１階にありました。

＃5

大がくのコンビニにはとくちょうがあります。おべんとうをかったときしょくいんがあ
たためるんじゃなく外のレンジであたためることができる。
大がくの食どうにもとくちょうがあります。本物のようなりょうりの見本が入り口のち
かくにおいてあるのがすごいとおもった。
講義室には、かいだんみたいにずらりとテーブルがありました。あとこうちょうせ
んせいがすわるところみたいにものすごくきちょうだった。それにすごく広かった

＃9

し、それがすごいすてきで夢のようだった。
それに講義室に行くには、長いろうかをとおっていきました。あと、ボランティア
にさんかする写真がはってあったのでボランティアにさんかするなんてすごいよい
ことだなとおもった。

ば」から始まる文章は、前後の文脈とは関連がなく、後半の文章になるほど漢字が使用されずに仮
名表記が多くなっていた。友達との対戦やアイテムや妖怪の交換が楽しい、とする最後の一文は，
支援者からの「ゲームのどこが好きなんだっけ？」という問いかけに対して、追記されたものであ
る。
このようにプレテストの文章表現から、A 児における以下のような実態がうかがえた。
・表面的な記述にとどまっており、読み手を意識した文章が書けない
・
「好きなこと」というテーマに対し、主観的な気持ちや考えについて記述することが苦手
②文章作成課題（＃2～＃9）
文章作成課題のうち、探検と文章作成の間の期間が空いてしまった＃2 と、冬休みの家庭での様
子について記述した＃8を分析対象から除き、
全6回の文章作成課題について検討することとした。
以下に、課題取り組み時の様子と作成した文章について紹介する（表 4）
。
＃3 および＃4 では、サークル棟（＃3）で見つけた「高性能自販機（液晶画面付きの自販機）
」
や「道場（畳敷きの部屋）
」
、図書館（＃4）で見つけた「くるくる本だな（移動式の書架）
」や「大
きい本（大型ハードカバー図書）
」をワークシートに記入していた。しかし、具体的に何を書けば良
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いのかわからず、自発的に文章作成を進めることに困惑している様子であった。支援者が、
「くるく
る本棚を選んだのはなぜ？」などと問いかけると、A 児は「すごいと思ったから」と返答した。そ
こで、
「どんなところがすごいのかな？」や「どうしてすごいと思ったの？」などの問いかけを行っ
た。それに対して A 児は、
「
（移動式の書架は）家にないからすごいと思った」
、
「
（大型ハードカバ
ー図書は）でかすぎてびっくりした」と回答した。支援者はそれらの回答に共感を示しつつ、適宜
ワークシートに追記するように促した。その後、ワークシートを元に作成した＃4 での文章には、
支援者とのやり取りに含まれた「すごいと思った理由」が書き込まれていた（表 4）
。
＃5 では、大学内の食堂やコンビニエンスストアーの探検を行った。この回では、大学のコンビ
ニや食堂について、支援者の補助がなくても詳しい説明が文中にみられるようになった（表 4）
。例
えば、開店時間や食堂のディスプレイなど、発見できた事実が記載されるだけでなく、大学のコン
ビニと街中にあるコンビニとの違いについての記述も認められた（表 4）
。続く＃6 では、大学会館
（サークルなどの活動が行われている場所）を探検し、練習中のアカペラサークルの様子について
「とてもじょうずだった。あと、がっきをつかわないでえんそうするのがすごいとおもった。
」と自
ら感じたことをワークシートに記入できた。文章作成の段階では、
「体じゅうをつかってうたうのが
すごいとわかった。
」と記述しており、表現の工夫が認められた。さらに、大学会館の食堂と前回訪
問した食堂との違いについて、メニューのサンプルが写真で掲示されていたことに対し、
「ぼくは、
（前回訪問した食堂にあった食品サンプルのような）みほんの方がよいとおもった。
」と自分の感想
を文章化することができていた。
このように、支援中盤の＃5、6 になると、他のものと比較した説明や、自分の感想を表現するこ
とができるようになった。
支援後半の＃7、＃9 の文章作成課題では、大学の研究室（＃7）や講義室（＃9）の探検を行った。
研究室では、全身骨格標本に触れた体験について、ワークシートに「がいこつさんと あくしゅ を
はじめてしたときには、ざらざらしていて さいしょは、びっくりしました。
」と記述していた。支
援当初にみられた「すごい」という感想に比べると豊かな文章表現で自ら感じたことを伝えること
ができるようになった。続く＃9 では講義室や大学生向けの掲示板を見て、
「
（広い教室を見て）す
ごく広かったし それが すごくすてきで夢のようだった。
」や「
（廊下に）ボランティアにさんかする
写真がはってあったのでボランティアにさんかするなんてすごいよいことだなとおもった。
」など A 児が感
じたこと、思ったことについての豊かな表現が多くみられた。その他にみられた表現の工夫として
は、
「かいだんみたいに」
、
「ずらりとテーブルがありました」や「こうちょう先生がすわるとこみた
い」など、比喩等の修飾表現が多く使われていた（表 4）
。
③ポストテストとの比較
表 5 に A 児のポストテストでの文章を示す。
「好きな食べ物」をテーマに文章作成を行ったポス
トテストでは、一段落目に好きな食べ物がお寿司であることを述べ、二段落目にお寿司が好きな理
由が書かれていた。また、最後の段落では、お寿司の中でもまぐろが好きな理由について丁寧に記
述されていた。
プレテストでは、ゲームの紹介と手順を淡々と説明していたが、ポストテストでは、自らの気持
ちについて理由を付して表現できるようになり、プレテストではほとんど見られなかった A 児自身
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表 5 ポストテストにおける A 児の文章
A 児の文章

支援実施回

ぼくは、食べ物の中で一番大好きな物は、おすしです。
なぜかと言うとなま物が好きだからです。
＃11

元気ずしの中のメニューの中で好きなのは、まぐろと中トロと大トロが好きです。
まぐろを食べたらトロっとしていて甘くてつるっとしていてすごくおいしいのでま
た、行きたいです。

の気持ちや考えを中心とする文章になっていた。とりわけ、最後の段落では、
「トロッと」や「つる
っと」などの擬音語や擬態語の使用がみられ、A 児が他者にわかりやすく伝えるための工夫をして
いたことがうかがえた。また、プレテストでは習得済みの漢字でも文章中では仮名で表記してしま
うことが多かったが、ポストテストでは漢字で表記することができていた。

考察
本研究では、大学探検を通して自ら発見した物や感じたりしたことを、撮影した写真を手掛かり
として支援者と語り合いながらワークシートにまとめ、それらの資料をもとに文章作成を行った。
その結果、支援経過とともに、A 児自身の感情表現が豊かになっていく様子が明らかとなった。こ
のように写真を活用して出来事の想起を促し、支援者との会話を通して思い浮かんだことをメモに
取る方法は作文指導において行われるが、作文が苦手な広汎性発達障害児に対する支援でその有効
性が報告されている（布本ら，2007）
。その一方で、上記のような方法では単文をつなぎあわせて
長文を作ることには成功するが、目に映ったものの表面的な記述にとどまり、まとまりのある文章
形成には至らないとの指摘もある（中村・園田，2011）
。
しかし、本研究で対象とした A 児は支援経過の中で擬音語や擬態語、比喩等の修飾表現の使用が
みられるようになり、伝える相手を意識した豊かな表現を使うことができるようになった。このよ
うな成果がみられた背景には、
「大学案内ブック」を完成させ、それを用いて母親や支援者の前でこ
れまでの大学探検で体験した出来事を分かりやすく伝えるという目標設定をしたことが挙げられる。
つまり、単なる学習としての文章作成ではなく、相手に伝えるという目標を持って文章作成したこ
とで動機づけが高まったものと思われる。
では、支援の中で学習していない擬音語や擬態語、比喩等の修飾表現が、なぜ A 児の文章中に表
れるようになったのであろうか。その要因を推察できる一つのエピソードがある。大学の研究室を
探検した＃7 の文章作成課題において、ワークシート作成時に、支援者が「
（全身骨格標本に触れた
ことに対して）ざらざしていて気持ち悪かったね」と A 児に語りかけたが、暫くして作成した文章
．．．．．．．．．．．．．．．．
の中で「がいこつさんとあく手した時は、がいこつさんのてがざらざらしていてきもちわるかった
．．
です。
」と記述していた。
「きもちわるかった」という表現はワークシート内に記載されていなかっ
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たことから、A 児は他者とのやりとりの中で使われたことばを想起して自らの文章表現に活用でき
たものと推察される。したがって、支援後半でみられた豊かな言語表現は、日常生活の中で見聞き
した言葉を、分かりやすく伝えたいという動機づけから想起し、それを文章の中で活用したことで
生じたのではないかと思われた。

謝辞
本研究の実施にあたり、A 児およびそのご家族の皆様に多大なる協力をいただきました。この場
を借りて、厚く御礼申し上げます。

引用文献
藤岡徹・石坂郁代・河野俊寛・大石敬子・滝口慎一郎・平谷美智夫. 2014.「発達性ディスレクシア
と診断された児童の併存症と初診時の主訴の検討」
『LD 研究』23(3), 340-346.
藤岡徹・村田里佳・石坂郁代・河野俊寛・大石敬子・滝口慎一郎・平谷美智夫. 2015.「発達性ディ
スレクシア児の学習面での問題に対する教員の認識についての検討－注意欠陥/多動性障害と広
汎性発達障害の併存が与える影響について－」
『LD 研究』24(3), 347-355.
平山太市・勝二博亮. 2013.「読みと視線移動に困難を示す児童への支援」
『日本特殊教育学会第 51
回大会発表論文集 CD-ROM』, P2-B-6.
稲垣真澄・小林朋佳・小池敏英・小枝達也・若宮英司. 2010.『特異的発達障害 診断と治療のため
の実践ガイドライン－わかりやすい診断手順と支援の実際－』, ( 診断と治療社 ).
木口裕美子・勝二博亮. 2004.「注意欠陥/多動性障害児への学習支援－読み・書き支援を中心として
－」
『茨城大学教育実践研究』23, 309-321.
中村理美・園田貴章. 2011. 「文章構成力に課題のある児童への指導に関する研究」
『佐賀大学文化
教育学部研究論文集』16(1), 227-237.
布本肇・青木由美子・荒川哲郎. 2007.「特別なニーズのある児童への学習支援に関する研究－構成
力に課題のある児童に対する作文指導を通して－」
『三重大学教育学部附属教育実践総合センター
紀要』27, 129-134.
文部科学省. 2012. 「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒に関する調査結果」
大山久美子．2008．
「ADHD と読み書き障害が併存する児童へのひらがな, 漢字書字指導の実践」
『障害者問題研究』35(4), 288-293.
Pennington, B. F. 2006. “From single to multiple deficit models of developmental disorders.”

Cognition, 101, 385-413.
高橋和子. 2005.「高機能広汎性発達障害児集団でのコミュニケーション・ソーシャルスキル支援の
試み－語用論的視点からのアプローチ－」
『教育心理学年報』44, 147‐155.

- 203 -

茨城大学教育実践研究 35(2016)

宇野彰・上林靖子. (1998). 「ADHD を伴い書字障害を呈した学習障害児－書字障害に関する認知
神経心理学的検討－」
『小児の精神と神経』38, 117-123.
安川直史. 2002.「情緒障害学級におけるＳＳＴプログラムの検討－ボールゲーム場面での「あたた
かいメッセージ」の指導を通じて－」
『特殊教育学研究』40(1), 61‐69.

- 204 -

