
Ⅰ．問題と目的

　小学校の通常学級に在籍する児童の中には、少人
数ではあるが、一斉指導だけでは文字の習得に困難
を示す児童が在籍している（大庭・佐々木，1990）。
このような場合、一斉指導に加えて個別指導が行わ
れるが、それでも書字の学習が進まない児童が存在
する。
　書字の学習が進まない児童に対しては、小学校入
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学後から２年生までの低学年の時期に一斉指導によ
る適切な書字指導が行われなければ、他の学習に与
える影響も大きく、また個別指導での学習が適切に
行われなかった場合は、学習の遅れは大きくなる。
このようなことから、通常の学級における一斉指導
と個別指導の両面において指導方法の改善を図り、
書字学習において特別な支援を必要としている児童
の学習が少しでも効果的に行われることが望ましい。
では、通常の学級の低学年において、書字学習にお
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いて特別の支援を必要としている児童（以下、支援
児童と称す。）はどのような点につまずきを示してい
るのであろうか。教師はどのような問題に対してど
のような指導を行っているのだろうか。この問いの
答えを導くためには、支援児童に対して、実際に行
われている書字に関する指導方法を確認し、それら
の方法との関係で指導上の問題点を整理する必要が
ある。
　そこで、本研究では、小学校の低学年の学級担
任に対する調査を通して、通常の学級において書字
学習に特別な支援を必要とする支援児童の学習状
況を把握し、指導場面にみられる問題点とその改善
に必要な諸課題について検討することを目的とした。
なお、本研究では、個別指導を教師と児童の１対１
の指導に限定せずに集団における一斉指導の中での
個別的な配慮も含めて個別指導とする。

Ⅱ．調査の対象と内容

１．調査対象
　長崎県南部に位置するＭ市の全小学校23校のう
ち低学年の１学年（23学級、教師23名）、２学年（23
学級、教師23名）を対象とした。質問への回答は、
それらの学級を担任していた教師46名に依頼した。
質問紙は2014年３月上旬に各学校に依頼し、月末日
までに回収した。44名の教師から回答があり、回収
率は95.7％であった。

２．調査内容
　通常の学級における書字指導に関して、①支援児
童に関する項目（書字が困難な支援児童の有無、支
援児童の発達特性、書字が困難な文字の種類）、②
一斉指導における支援児童に対する支援方法の状
況と問題点に関する項目（支援の状況、支援方法、
問題点）、③個別指導における支援児童に対する支
援方法と問題点に関する項目（場面、方法、問題点）
について調査を実施した。質問項目の一部は大庭・
佐々木（1990）、佐々木（1996）を参考にして設定した。
なお、本研究の実施に先立ち、Ｍ市の教育委員会及

び各学校長に対して研究の目的について書面及び口
頭で説明し承諾を得た。

Ⅲ．結果

　小学校低学年における通常の学級に在籍する支
援児童の人数は、608名中23名（3.8％）であった。
この23名について担任教師から得られた回答を分
析対象とした。

１．支援児童の全体的な状況
　小学校低学年における通常の学級に在籍する支
援児童数は、１年生が290名中12名（4.1％）であ
り、２年生が318名中11名（3.5％）の計23名であっ
た。学年と性別でみていると、１年生男子150名中
９名（6.0％）、２年生男子161名中８名（4.8％）であり、
１年生女子140名中３名（2.14％）、２年生女子中157
名中３名（1.91％）であった。

２．支援児童の発達特性
　支援児童の発達特性について、DSM-Ⅳ-TRに基
づいて７項目の選択肢を設定し、該当する項目を選
択してもらい、「その他」を選択した場合には具体
的に記述してもらった。教師が指摘した支援児童の
発達特性を表１に示す。指摘された発達特性の中に
は、「学習障害」21.7％（23名中５名、以下5/23と
記す）、「注意欠陥/多動性障害」17.4％（4/23）、「特
になし」13.0％（3/23）、「精神遅滞」13.0％（3/23）
がみられた。「その他」では微細運動が苦手で不器
用である、形をとらえることが難しい、忘れやすい
点が指摘されていた。

表１　支援児童の発達特性
項　　　目 名（指摘率％）（ｎ＝23）

学習障害 5（21.7）
注意欠陥/多動性障害 4（17.4）
精神遅滞 3（13.0）
特になし 3（13.0）
広汎性発達障害 0（0.0）
視覚障害 0（0.0）
その他 5（21.7）
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３．困難な文字の種類
　困難な文字の種類について、４項目の選択肢を設
定し、該当する項目をすべて選択してもらった。教
師が指摘した困難な文字の種類を表２に示す。「漢
字」95.7％（22/23）、「平仮名」82.6％（19/23）であり、
困難な文字の比率が高かった。「片仮名」43.5％

（10/23）、「アルファベット」8.7％（2/23）であった。

表２　困難な文字の種類
項　　　目 名（指摘率％）（ｎ＝23）

漢字 22（95.7）
平仮名 19（82.6）
片仮名 10（43.5）
アルファベット 2（8.7）

４．困難な書字の状態
　書字の困難な状態について、９項目の選択肢を設
定し、該当する項目をすべて選択してもらい、「そ
の他」を選択した場合には具体的に記述してもらっ
た。教師が指摘した困難な書字の状態を表３に示
す。困難な主な状態として、「字形の崩れ」78.3％

（18/23）、「筆順の誤り」73.9％（17/23）、「学習して
も忘れやすい」60.9％（14/23）、「書くことを好まな
い」47.8％（11/23）、「書く速さが遅い」47.8％（11/23）
が教師によって指摘されていた。また、筆圧の調整
が難しい、鉛筆が正しく持つことができない、文字
を書き写そうとするが書けない点も指摘されていた。
　その他の困難な書字の状態としては、鏡文字にな
るなどの指摘がなされていた。

５．支援児童に対する支援状況
　支援児童に対する支援状況について、５項目の選
択肢を設定し、該当する項目をすべて選択してもらっ
た。教師が指摘した支援状況を表４に示す。主な支
援状況は、「学級内での支援員による支援」95.7％

（22/23）であった。また、「校内の通級支援教室以
外の場における支援」8.7％（2/23）、「校内の通級支
援教室における支援」4.3％（1/23）も示されていた。

６．一斉指導における指導方法
　一斉指導における指導方法について、12項目の
選択肢を設定し、指導に用いた方法をすべて選択し
てもらい、「その他」を選択した場合には、その内
容を具体的に記述してもらった。教師があげた指導
法を表５に示す。教師が最も重要視している指導法
としてあげられていたのは、「筆順への注目」91.9％

（21/23）であった。また、「なぞり書き」78.3％（18/23）、
「手本文字の視写」73.9％（17/23）、「板書文字の視写」
69.6％（16/23）、「空書き」60.9％（14/23）を通して
書きの学習をする機会が多く与えられており、その
際に「ノートのます目の利用」69.6％（16/23）が補
助的に利用されていた。教師が使用していた「市販
のプリント」の内容は、平仮名練習帳、漢字ドリル、
漢字練習帳であった。「自作プリント」の内容は、平
仮名や漢字と絵の組み合わせ、穴埋め課題が行わ
れていた。「その他」の一斉指導の指導方法としては、
書字の結果を児童に確認させるものであった。

表３　困難な書字の状態
項　　　目 名（指摘率％）（ｎ＝23）

字形の崩れが多い 18（78.3）
筆順の誤りが多い 17（73.9）
学習しても忘れやすい 14（60.9）
文字を書くことを好まない 11（47.8）
書く速さが遅い 11（47.8）
筆圧の調整が難しい 9（39.1）
鉛筆を正しく持てない 6（26.1）
文字を書き写そうとするが書けない 3（13.0）
その他 2（8.7）

表４　支援児童に対する支援状況
項　　　目 名（指摘率％）（ｎ＝23）

学級内での支援員（介助員）による
支援 22（95.7）

校内の通級支援教室以外の場にお
ける支援 2（8.7）

校内の通級支援教室における支援 1（4.3）
校外の通級支援教室における支援 0（0.0）
校外の相談機関の利用 2（8.7）
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表５　一斉指導の方法
項　　　目 名（指摘率％）（ｎ＝23）

筆順への注目 21（91.9）
なぞり書き 18（78.3）
手本文字の視写 17（73.9）
板書文字の視写 16（69.6）
ノートのます目の利用 16（69.6）
空書き 14（60.9）
音読指導の重視 6（26.1）
五十音図の利用 6（26.1）
市販のプリントの使用 6（26.1）
聴写 5（21.7）
自作プリントの使用 2（8.7）
その他 1（4.3）

７．一斉指導における問題点
　一斉指導の際にどのような問題がみられたかを12
項目の選択肢を設定し、指導に用いた方法をすべて
選択してもらい、「その他」を選択した場合には、そ
の内容を具体的に記述してもらった。教師が指摘し
た一斉指導の問題点を表６に示す。問題点として、

「個人差が大きい」78.3％（18/23）ことがあげられ
ていた。これは学級の中に書字の学習が進んでいる
児童とそうでない児童が混在しており、支援児童の
指導に時間をかけすぎると、書字が可能な児童が授
業に興味を示さなくなることがあり、支援児童に対
して十分に理解できるように時間をかける指導が難
しいという問題である。次に「筆順の誤り」69.6％

（16/23）が多いこと、はね、とめ、はらいなど「字
形の細部が不正確」69.6％（16/23）であることが
多くの教師によって指摘されていた。これらの問題
は一斉指導だけでは筆順、字形を正しく習得させる
ことが困難であるという指摘である。また、「指導時
間が不足」56.5％（13/23）していること、「鉛筆の
持ち方がわるい」34.8％（8/23）、「筆圧が不適切」
30.4％（7/23）、「姿勢がわるい」30.4％（7/23）児
童がいることがあげられていた。これらの他に、「文
字に興味がない」、「模倣ができない」、「鏡文字」な
どの指摘があった。「その他」では「一斉指導だけ
では個別に対応できない」が問題として指摘されて

いた。

８．個別指導の場面
　個別指導を行っている場面は、７項目の選択肢を
設定し、該当する場面をすべて選択してもらい、「そ
の他」を選択した場合には、その場面を具体的に記
入してもらった。教師が行っている個別指導の場面
を表７に示す。多くの教師によって「授業中」91.3％

（21/23）が指摘されていた。次いで、「宿題」60.9％
（14/23）、「放課後」34.8％（8/23）であった。また、
「始業前」や「自校の特別支援学級」があげられ、「そ
の他」として個別指導が行われている場面は、授業
と授業の間、昼休み、夏休みの利用であった。

表６　一斉指導における問題点
項　　　目 名（指摘率％）（ｎ＝23）

個人差が大きい 18（78.3）
筆順の誤り 16（69.6）
文字の細部が不正確 16（69.6）
指導時間の不足 13（56.5）
鉛筆の持ち方がわるい 8（34.8）
筆圧が不適切 7（30.4）
姿勢がわるい 7（30.4）
文字に興味がない 3（13.0）
模倣ができない 3（13.0）
鏡文字 3（13.0）
左利き 1（4.3）
その他 1（4.3）

表７　個別指導の場面
項　　　目 名（指摘率％）（ｎ＝23）

授業中 21（91.3）
宿題 14（60.9）
放課後 8（34.8）
始業前 1（4.3）
自校の特別支援学級 1（4.3）
他校の特別支援学級 0（0.0）
その他 5（21.7）

９．個別指導の方法
　個別指導の方法について、11項目の選択肢を設
定し、指導に用いた方法をすべて選択してもらい、
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「その他」を選択した場合には、その内容を具体的
に記述してもらった。教師が示した指導法を表８に
示す。個別指導の方法として、「一文字ずつのなぞ
り」78.3％（18/23）による指導が多く、次いで「実
際に書いて見せる」65.2％（15/23）、「音読の併用」
65.2％（15/23）、「手を持って一緒に書く」60.9％

（14/23）があげられていた。また、「1文字ずつの視写」
47.8％（11/23）、「単語や文章の視写」47.8％（11/23）、

「字形や筆順を説明」47.8％（11/23）、「単語や文章
のなぞり」47.8％（11/23）の指導も行われており、
他に「修正の仕方を説明」、「児童に書き方を説明さ
せる」があげられていた。

表８　個別指導の方法
項　　　目 名（指摘率％）（ｎ＝23）

１文字ずつのなぞり 18（78.3）
実際に書いて見せる 15（65.2）
音読の併用 15（65.2）
手を持って一緒に書く 14（60.9）
１文字ずつの視写 11（47.8）
単語や文章の視写 11（47.8）
字形や筆順を説明 11（47.8）
単語や文章のなぞり 11（47.8）
修正の仕方を説明 7（30.4）
児童に書き方を説明させる 3（13.0）
その他 0（0.0）

10．個別指導における問題点
　個別指導の際にどのような問題がみられたかを９
項目の選択肢を設定し、指導に用いた方法をすべ
て選択してもらい、「その他」を選択した場合には、
その内容を具体的に記述してもらった。教師があげ
た個別指導の問題点を表９に示す。最も多かった
問題点は、「指導時間の不足」73.9％（17/23）とい
うことである。その上、「家庭の協力が得られない」
56.5％（13/23）という問題点があげられていた。また、
一斉指導における指導の中でも示されていた「字形
が改善されない」43.5％（10/23）、「筆順の誤りが修
正されない」34.8％（8/23）、「鉛筆の持ち方が改善
されない」21.7％（5/23）、「興味がない」17.4％（4/23）、

「筆圧が不適切」8.7％（2/23）が個別指導を行って
も改善されにくいことがあげられていた。

「その他」では、「集中力が続かない」が問題として
あげられていた。

表９　個別指導における問題点
項　　　目 名（指摘率％）（ｎ＝23）

指導時間の不足 17（73.9）
家庭の協力が得られない 13（56.5）
字形が改善されない 10（43.5）
筆順の誤りが修正されない 8（34.8）
鉛筆の持ち方が改善されない 5（21.7）
興味がない 4（17.4）
筆圧が不適切 2（8.7）
その他 2（8.7）

Ⅳ．考察

　小学校の通常の学級における低学年の学級担任
に対する調査を通して、書字学習において特別な支
援を必要としている児童の学習状況や指導場面にみ
られる問題点を把握し、その結果から改善につなが
ると考えられる手掛かりについて考察したい。

１．一斉指導における問題点の解決に向けて
　通常の学級で行われている一斉指導の方法（表５）
における問題点（表６）として、個人差があげられ
ている。この問題点に対して改善に結びつく解決策
はあきらかになっていない。よって、児童の興味・
関心、生活や学習環境の実態、認知面の特徴（小池・
雲井，2013）を把握することや、プリント教材の開
発など、個人差に対応した指導のあり方を検討する
必要がある。
　また、今回の研究では、筆順の誤りや文字の細部
が不正確である点も問題点として指摘されていた。
さらに児童が注目するようにうながされているにも
かかわらず正しい筆順が習得されていないことが問
題点としてあげられていた。これは、支援児童が文
字を書いた結果からは筆順の誤りに気付くことが困
難なため、書字の時に正しい筆順で書いているか否
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かの判断ができないことにより、誤った筆順を見落
としてしまうことに原因があると考えられる。この筆
順の指導については、筆順を色分けしたカードを用
いて書字の過程を示すなどの方法で一斉指導におけ
る指導のあり方を工夫するとともに、手指の動きや
運動プランニング、視聴覚認知の状態の評価につい
ても検討する必要がある。
　字形は筆順の誤りとは異なり文字を書いた結果か
ら字形の誤りを気付くことができる。しかし、およ
その字形は正しいが、はね、とめ、はらいなど要素
の一部に崩れがあり、字形の細部に不正確さがみら
れる。この要素の一部の崩れから生じる字形細部の
誤りに児童が自ら気付いて誤りを修正することは困
難であると考えられる。よって、一斉指導においては、
文字の構造が分かりやすい大きな見本を用いたり、
誤りやすい部分に注目させるために印をつけたりす
るなど、児童が自ら字形の崩れに気付くことができ、
修正できるような指導方法が検討されなければなら
ない。
　鉛筆の持ち方についても、持ち方が正しくないと
いう問題が指摘された。一斉指導では主に黒板を使
用した指導がされるが、そのような状況においては、
児童が正しい鉛筆の持ち方を見本として観察する機
会が得られにくい。よって、鉛筆の持ち方について
は、鉛筆を持った状態に至るまでの指の動きを絵に
よって示すなど、児童が正しい持ち方を理解した上
で、自ら誤りに気付くことができる指導方法の検討
が必要である。

２．個別指導における問題点の解決に向けて
　本研究では、個別指導を教師と児童の１対１の指
導に限定せずに一斉指導の中での個別的な配慮も含
めて個別指導としている。この個別指導は授業の中
で行われていることが多く、その他の場として放課
後や宿題として家庭の場でも行われていた（表７）。
個別指導における問題点（表９）と関連させてみる
と、教師が授業や放課後の場面で直接行う個別指
導の時間が不足している状況があるといえる。また、

問題点として、家庭の協力が得られないことが指摘
されている。宿題を出しても、家庭の協力が得られ
ないため、個別的な配慮としては、教師が直接指導
した方がより効果的であると考えていることが推察
される。通常の学級に在籍している特別の支援を必
要とする児童の指導には、通級による指導が効果的
であるという指摘もある（中村，1994）。したがって、
まず教師は授業の中で一斉指導場面における個別的
な配慮としての個別指導だけで効果が得られない場
合は、放課後を利用したり、通級による指導を組み
合わせるなどの方法により指導をすることが必要で
あろう。そのためには、複数の教師による指導のあ
り方、机間巡視のあり方、集団における一斉指導の
中での個別指導の工夫の検討と、クラス集団から児
童を抽出しての個別指導を行う際の時間と担当教師
の確保が必要である。
　また、指導の時間や場面以外の問題点として、字
形、筆順、持ち方、筆圧の問題が一斉指導と同じく
個別指導でも指摘されていた。これは個別指導のあ
り方が一斉指導を基本としていることから生じる問
題であろうと考えられる。つまり、個別的配慮であっ
ても一斉指導と同様のなぞりや実際に書いて見せ
る、視写させる指導の方法が採用されていることが
多いためである。さらに、個別指導の対象となる書
字に困難を示す児童の発達特性をみてみると、本研
究では障害名が特定されていなかった「その他」の
児童の中に微細運動が苦手で不器用である、形をと
らえることが難しい、忘れやすいなどの指摘があっ
た。これらの指摘については、微細な運動の調節や
鉛筆の持ち方が運筆の滑らかさに影響を与える可能
性について述べられている（岡田・須山，1977）が、
本研究でも同様のことがいえるであろう。また、字
形の崩れの改善については、各文字の形態の細部
に注目させ、違いを見分けさせ、書字の結果のどの
部分に崩れがあるのかを正しく認識させることも必
要である。この指導については、書字の形態を示し
たシートを利用して文字の構造を示すなど指導にお
ける字形の示し方を工夫するとともに、空間を認知
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する能力の評価についても手立てを講じる必要があ
る。
　筆圧については、鉛筆の持ち方が関係していると
考えられるが、実際に文字を書いてみせる等の方法
では筆圧の調整は困難であることが予想される。今
後、筆圧の調整を可能にする指導については検討が
必要である。文字の書き順を忘れてしまう児童には、
どのように記憶させるかという点について、例えば、
手順を示したシートを手元に配布したり、漫画の吹
き出しのようなメモや絵など視覚的な手掛かりを用
いた説明を付加する指導など個別的な配慮について
も検討する必要がある。
　以上のように、通常の学級に在籍している特別の
支援を必要とする書字に困難を示す児童の指導に関
する問題点について、今後具体的に改善を進めてい
かなければならない。障害の種類や程度によって指
導の内容や方法が決まるわけではない。通常の学級
における特別支援教育において大切なことは、児童
一人一人の障害の状態や発達特性、心身の発達段
階などに着目し、それらを明確にするための実態を
的確に把握すること、実態把握により得られた学習
上の困難に応じた適切な指導や教材の開発（徐ら，
2012；熊澤ら，2013）が重要となる。また、効果的
な結果がでる個別的な配慮について明らかにする必
要がある。その際には支援を必要としている児童だ
けでなく、支援児童の周りにいる児童との関係にも
配慮した包括的な支援体制の整備についても検討し
ていかなければならない。
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