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児童一人ひとりを大切にする教育的支援に関する研究

－認知特性に応じた支援を通して－

山口市立宮野小学校 教諭 中野 正映

１ 研究の意図

(1) 児童一人ひとりを大切にする教育的支援

通常の学級には、適切な行動がうまくとれない、学習においてつまずくなどの困難さを示す

児童がいる。これらの児童の特性の一つとして 「繰り返し言葉で説明しても理解できないの、

に、絵や図を基に説明するとスムーズに理解できる」というようなものがある。これらの児童

に対して、教師は一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を行うことが必要であ

る そこで 本研究では カウフマン夫妻が提唱する 継次処理様式 以下継次処理 と 同。 、 、 「 （ ）」 「

時処理様式（以下同時処理 」という２つの認知特性に着目した研究を行うこととした。）

(2) 研究の仮説

本研究は 「通常の学級において認知特性に応じた支援を行うことで、認知特性に偏りがあ、

る児童だけでなく、すべての児童が適切な行動を増やすとともに、学習の意欲を高め、学習内

容の理解を深めることができる」との仮説に立ち、実践を通してその効果を探ろうとするもの

である。

２ 研究の内容

(1) 認知特性のとらえ方及び指導の手だて

、 、 、 、カウフマン夫妻は 人が情報を理解する際には 継次処理 同時処理の２つのタイプがあり

、 、 。 、通常は継次処理 同時処理の認知特性は バランスよく発達すると述べている 継次処理とは

情報を１つ１つ順番に理解していく認知特性である。例えば、目的地までの道順を１つ１つ順

番に聞いて理解する場面や、歴史の年号を順々に覚える場面で発揮される。一方、同時処理と

は、情報を全体としてとらえ、部分同士を関連付けて理解していく認知特性である。例えば、

目的地までの行き方を地図を見て理解する場面や、ジグソーパズルを組み合わせる場面で発揮

される。

また、藤田和弘氏は、発達障害のある子どもや学習につまずきを示す子どもの中には、認知

特性に偏りがある子どもがおり、そのような場合は、本人の得意な認知特性に応じた支援を行

うことが効果的であると述べている。さらに、藤田和弘氏は、認知特性に応じた具体的な指導

の手だてとして、 のような指導方略（藤田 2000）を示した。表１

表１ 得意な認知特性に応じた指導方略

継次処理を得意とする子ども 同時処理を得意とする子ども

・段階的な教え方 ・全体を踏まえた教え方
指

・部分から全体への方向性を踏まえた教え方 ・全体から部分への方向性を踏まえた教え方
導

・順序性を踏まえた教え方 ・関連性を踏まえた教え方
方

・聴覚的、言語的手掛かりの重視 ・視覚的、運動的手掛かりの重視
略

・時間的、分析的要因の重視 ・空間的、統合的要因の重視
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(2) 本研究における認知特性

を踏まえ、本研究では認知特性を以下のようにとらえることとした。表１

継次処理：音声や文字等の情報で理解しやすく、課題を１つずつ順番に把握し、解決する認

知特性

同時処理：絵や写真等の情報で理解しやすく、課題を全体的に把握し、解決する認知特性

(3) 研究の実際

ア 実態把握

所属校の全学年の学級担任から、児童の様子等について聴取りを行った。その中で、第３学

年のある学級担任から、気になる児童が数人いるという情報を得た。その学級の児童の様子と

して、明るく元気な児童が多いこと、自己中心的な言動が見られ、友だちと協力することが難

しい児童がいること、学習においてつまずきを示し、意欲的に取り組むことができない児童が

いることが分かった。

また この学級には発達障害のある児童がおり 保護者の了解の下 発達検査 K-ABC心理・、 、 、 （

教育アセスメントバッテリー）を行った。その結果から、継次処理を得意とすることが明らか

になった。

イ 認知特性に応じた支援の選択（掃除、算数科、体育科とも共通）

学級の中には、継次処理、同時処理の認知特性をバランスよく使う児童がいる反面、どちら

か一方を得意とする児童がいる。そこで、教師は２つの認知特性に応じた支援を準備する。児

童は継次処理、同時処理どちらかの認知特性に応じた支援を自分で選択する。どちらか一方を

得意とする児童が、適切な行動がうまくとれない場合や、学習においてつまずきを示した場合

には、教師がその児童の得意とする認知特性に応じた支援を選択するように促す。

ウ 掃除における支援（第３学年 掃除の時間）

学級の中に、友だちと協力して教室の掃除ができない児童が数人いることが分かった。掃除

における児童の実態は、以下のとおりである。

(ｱ) 児童の実態

・掃除の流れを理解できずに、いつまでも同じ作業を繰り返す児童がいる。

・何をしたらよいのか分からない児童がいる。

・途中で作業をやめてしまい、教室から離れてしまう児童がいる。

・やり残したところに気付かない児童がいる。

・友だちの掃除の仕方が気になり、厳しく注意する児童がいる。

・自分の役割は一生懸命する児童がいる。

(ｲ) 掃除の目標と認知特性に応じた支援

掃除において、児童の適切な行動を増やすため、認知特性に応じた支援を行う。目標を達

成させるための認知特性に応じた具体的な支援（ ）を、学級担任と協働して実施した。表２

表２ 掃除の目標と認知特性に応じた支援

目標 ・友だちと協力して教室をきれいにすることができる

・教師が音声や文字で掃除の手順を順番に示す継次処理

・教師が掃除をしてきれいになった写真（机がそろっている、ごみが落

同時処理 ちていない、掃除道具がそろっている）を示す

・教師が教室の前を掃くなどの作業場面を複数の写真カードで示す
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(ｳ) 支援の実際

継次処理 同時処理児童の活動

１ 自分の役 ・掃除を始める前に、教師が言葉や掃除当番表で掃除場所と役割を知らせる。

割を知る。

２ 掃除を行 ・掃除の手順を順番に示した表（ホワイト ・掃除の流れを全体としてとらえさせるた

う。 ボードにはる で 理解できるようにする めに、掃除が終わった状態の写真を見せ） 、 。

今、何の作業をするのかを磁石（飛行機、 て、掃除の終わりを理解できるようにす・

昆虫等）の位置を見ることで、理解できる る。

ようにする。

・その作業が終わったら、教師が次の項目に

磁石を動かす。

図３ 掃除の終わりを示した写真

（例 机がそろっている）

図１ 掃除の手順（ほうきを使う児童）

図４ 掃 除 の 終 わ り を 示 し た 写 真

（例 掃除道具がそろっている）

・複数の写真カードで、具体的な掃除の作

業場面を理解できるようにする。

図２ 掃除の手順（ぞうきんを使う児童）

図５ 掃 除 写 真 カ ー ド
（例 前をほうきで掃く）

３ 後片付け ・片付ける物を１つずつ言葉（ほうき、ちりとり、ぞうきん等）で知らせたり、実物を指

を行う。 差したりすることで後片付けができるようにする。

そうじのしかた ほうき

１ 前をほうきではく

２ つくえを前に出す

３ うしろをほうきではく

４ ごみをまるにあつめる

５ ごみをすてる

６ つくえをもとにもどす

７ あとかたづけ

そうじのしかた ぞうきん

１ 前をぞうきんでふく

２ つくえを前に出す

３ うしろをぞうきんでふく

４ つくえをもとにもどす

５ あとかたづけ
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(ｴ) 児童の変容

掃除の手順を順番に示す支援（継次処理）においては、それまでは友だちから言われなければ

動けなかった児童や、いつまでも同じ作業を繰り返していた児童が、自分で掃除の手順を表で確

認し、教室をきれいにすることができるようになった。また、以前は何をしたらよいのか分から

ないため、作業が止まっていた児童が、友だちに 「次は何をするの」と聞くことができるよう、

になった。さらに、学級の中で 「○○さん出番よ」と友だち同士で声を掛け合うようになって、

きた。これらのことにより、学級担任がいなくても、友だちと協力して教室をきれいにすること

ができるようになった。

掃除をしてきれいになった写真を示す支援（同時処理）においては、机がそろっていること、

ごみが落ちていないこと、掃除道具がそろっていることを確認するようになり、掃除場所から離

れることや、やり残しに気付かないということがなくなった。写真（ 、 ）のようにできる図３ ４

まで、友だちと協力して 後まで掃除をするようになった。また、掃除写真カード（ ）を見図５

て 「前をほうきで掃く 「机を運ぶ」などの作業の内容が分かり、意欲的に教室をきれいにす、 」、

るようになった。

その後、学級の中で次のような児童の自主的な

活動が見られた。１つ目は、教室内のごみ調べで

ある。児童は、紙切れ、パンの袋、鉛筆等多くの

物がごみの中にあることに気付き、学級の約束と

して自分の物に名前を書くこと、できるだけごみ

を落とさないようにすることを決めた。また、ご

み調べをする際に利用した枠（ 教室内のご図６：

みを集めるための目印となる赤テープの枠）を今

図６ 赤テープの枠後の掃除の時間にも利用することを決めた。ごみを

集める場所が視覚的に明確になったことで 「ごみ、

が集めやすくなった」という児童の感想が聞かれ

た。

２つ目は、ほうきの使い方の練習である。ある

児童が ほうきの使い方が上手になりたい と言っ、「 」

てきた。そこで、学級活動の時間において、教室

内に紙切れを意図的にまき、ほうきの使い方の練

習を全員で行った（ 。児童はほうきの使い方図７）

が少しずつ上手になり、掃除の時間では、ごみを

残さずに集めることができるようになった。このよ 図７ 紙切れをまいた教室

うに、学級の児童全員で教室をきれいにしようとい

う意識が高まった。

(ｵ) 教材の改良

「ホワイトボードでは小さすぎる」という児童の意見や 「児童がホワイトボードまで確認し、

に行き、戻って来るまでに時間がかかったり、途中でほかのことが気になり、掃除に取り組むの

に時間がかかってしまったりする」という学級担任の意見が出てきた。

そこで、学級の児童全員に分かりやすくするために、掃除の手順を順番に示した表（ホワイト



- 17 -

） （ ）。ボード を大判用紙の大きさで作成した 図８

また、児童が移動せずに掃除の手順を理解す

るために、個別の支援として掃除文字カード

（ 掃除の手順を１つずつ順番に示したカー図９：

ド）も作成した。大判用紙の大きさにしたこと

で、児童は遠くからでも手順が分かり、作業の

手を休めることなく続けてできるようになった。

また、個別の支援として準備した掃除文字カー

ドを示すことにより、次の作業にスムーズに移

ることができるようになった。 図８ 掃除の手順（大判用紙）

(ｶ) 考察

認知特性に応じた支援を行うことにより、児

童が掃除の手順を確認し、掃除場所から離れず

作業に取り組むなど適切な行動が増え、友だち

と協力して教室をきれいにすることができるよ

うになった。また 「この場所を掃いてね」と友、

だちに優しい言葉で声掛けするなど、友だちと

協力して教室をきれいにしようとする意識も高

まった。

これらのことから、認知特性に応じた支援は、

図９ 掃除文字カード認知特性に偏りがある児童だけでなく、すべての

児童にも有効な教育的支援の一つであるといえる。

エ 算数科における支援（第３学年 算数科「表とグラフ～どっちのグラフショー～ ）」

学級担任からの聴取りで、算数科においてつまずきを示す児童が数人いることが分かった。算

数科における児童の実態は、以下のとおりである。

(ｱ) 児童の実態

・算数科についての聴取り調査の結果 好き が25人 どちらとも言えない が８人 嫌、「 」 、「 」 、「

い」が６人（合計39人）であった。

・掛け算九九、足し算の繰上がり等につまずきを示す児童がいる。

・学習に消極的な児童がいる。

・ 長い長さを調べよう」の学習については、関心を示す児童が多く、進んで取り組んでい「

た。

(ｲ) 算数科「表とグラフ」の目標と認知特性に応じた支援

算数科において、児童が学習の意欲を高め、学習内容の理解を深めるため、認知特性に応じ

た支援を行う。目標を達成させるための認知特性に応じた具体的な支援（ ）を、学級担任表３

とＴＴで実施した。

表３ 算数科「表とグラフ」の目標と認知特性に応じた支援

目標 ・１目盛りが１の棒グラフをかくことができる

・教師が棒グラフのかき方を音声や文字で１つずつ順番に示す継次処理

同時処理 ・教師が全体をイメージさせるために、完成した棒グラフを示す
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(ｳ) 授業実践「表とグラフ～どっちのグラフショー～（全７時間４／７ 」）

学習内容 児童の活動 教師の支援

１ 本時の課題 ○３年２組の「好きな食べ物」の表を見て、棒グラ ・３年２組の「好きな食べ物」の表

を把握する。 フにかくという課題をつかむ。 を見せ、棒グラフにかくという課

題を明らかにする。

２ １目盛りが ○２種類のプリントのうち、１枚を選択する。 ＜継次処理における支援＞

１の棒グラフ ○棒グラフのかき方を１つずつ順序に示すことで、 ・棒グラフのかき方を読んで、３年

のかき方を理 ３年２組の棒グラフをかくことができる（継次処 ２組の棒グラフをかくことができ

解し、棒グラ 理 。 るようにする（ 。） ）図10

フをかく。 ○３年１組の完成した棒グラフを示すことで、３年 ＜同時処理における支援＞

・表題 ２組の棒グラフをかくことができる 同時処理 ・３年１組の完成された棒グラフを（ ）。

・目盛り ○学習内容の理解が早い児童は、もう１枚のプリン 見て、どこに何がかかれているか

、・単位 トに挑戦する。 を児童自身に発見できるようにし

・項目 比較させながら３年２組の棒グラ

・人数 フをかくことができるようにする

（ 。図11）

＜共通の支援＞

・棒グラフの位置、幅がずれていな

いか、棒の先端部分が水平にかか

れているかなどについて机間指導

を行う。

３ 棒グラフを ○棒グラフをかくために大切なことを発表する。 ・正確に棒グラフをかくための必要

かくために大 な条件を考えることができるよう

切なことを理 にする。

解する。

４ そのほかの ○かきたい表題を選ぶ。 ・自分がかきたい棒グラフを２種類

アンケートの ○表題ごとに２種類準備してあるプリントから、自 のプリントから自由に選ばせる。

表から１目盛 分がかきたい棒グラフをかく。 ・学習が停滞している児童には、認

りが１の棒グ ・好きな色 知特性に応じたプリントに従って

ラフをかく。 ・飼いたい動物 個別に支援を行い、励ます。

・好きな卵料理 ・棒グラフをかくことに慣れた児童

・好きなテレビアニメ には、かき方を順番に示した支援

・好きな果物 や完成した棒グラフのかかれてい

・好きな教科 ない学習プリントに挑戦させる。

５ 本時のまと ○でき上がった棒グラフを友だちと確認する。 ・棒グラフが丁寧にかけた児童や、

めをする。 かくことができるようになった児

童をみんなに紹介し、賞賛する。
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図10 継次処理の学習プリント 図11 同時処理の学習プリント

(ｴ) 児童の学習の様子

児童は、２枚の学習プリントから自分の好き

、 （ ）。なプリントを選択し 学習に取り組んだ 図12

継次処理の学習プリントを選んだ児童は、自分

で手順を読んで理解し、棒グラフをかくことが

できた。学習が停滞する児童は、教師が棒グラ

フのかき方の手順を一緒に読む支援を行うこと

で、かくことができた。

同時処理の学習プリントを選んだ児童は、ほ

かの組の完成した棒グラフの全体を見ながら、

自分でかき方を見付け、棒グラフをかくことが
図12 児童の学習の様子

できた。学習が停滞する児童は、教師が完成し

た棒グラフと児童がかこうとする棒グラフを比較させながら、棒グラフの目盛り等を指差す支援

を行うことで、かくことができた。

、 。 、 、児童全員が学習内容を理解し 意欲的に学習プリントに取り組むことができた また 児童は

挑戦プリント（かき方を順番に示した支援や完成した棒グラフのかかれていないプリント）にも

取り組み、１目盛りが１の棒グラフをかくことができた。さらに、授業後、自ら学習プリントを

自主学習のために持ち帰るという児童もいた。

(ｵ) 考察

棒グラフのかき方を音声や文字で１つずつ順番に示す支援（継次処理）を選んだ児童は、授業
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後のアンケートの中で 「番号がかいてあって分かりやすかった 「かき方を読んで１人でで、 」、

きた」などと答えていた。１つずつ順番に示す支援では、かき方が詳細に示してあるので、児

童は見直しができ、安心して取り組めたと考える。

完成した棒グラフを示す支援 同時処理 を選んだ児童は 授業後のアンケートの中で お（ ） 、 、「

手本があって分かりやすかった 「自分でかき方を発見できたから楽しかった」などと答え」、

ていた。完成した棒グラフを示す支援では、児童はかき方を自分で見付ける楽しさを味わうこ

とができ、意欲的に取り組めたと考える。

また、認知特性に応じた２枚の学習プリントを児童に配ると、39人中、初めに継次処理のプ

リントを選んだ児童は４人、同時処理の学習プリントを選んだ児童は35人であった。その後、

授業展開に従って、児童は２つの支援のプリントに取り組んでいった。授業後のアンケートの

中で 「どちらが分かりやすかったですか」という質問には、継次処理のプリントを選んだ児、

童は11人、同時処理の学習プリントと答えた児童は28人であった。このように、授業前後で人

数が変わっているのは、数枚の学習プリントに取り組む中で、自分が得意な認知特性に応じた

学習プリントを選んだためであると考えられる。教師の予想を大きく上回る数多くの学習プリ

ントに児童が取り組んだこと、授業中には十分に時間がなかったために、できなかった学習プ

リントをほとんどの児童が自主学習のために持ち帰ったことなどから、児童の学習に対する意

欲が高まったといえる。

実践を通して、教師が授業の中で２つの認知特性に応じた支援及びそれに伴う指導を意識し

てプリント等を準備し、実践していくことが重要であるということが分かった。学級の中には

継次処理を得意とする児童、同時処理を得意とする児童がいることを考え、できる限り授業の

事前準備に取り組むことが大切であると考える。

（ 「 」）オ 体育科における支援 第３学年 体育科 とびばこあそび～ようこそ音の世界・絵の世界～

学級担任からの聴取りで、体育科「サーキットであそぼう（１学期 」の単元において、開脚）

跳びができない児童が数人いたことが分かった 「開脚跳び」に関する児童の実態は、以下のと。

おりである。

(ｱ) 児童の実態

・両足でうまく踏み切ることができない児童がいる。

・手のつき押しが弱い児童がいる。

・着地が不安定な児童がいる。

・開脚跳びができない児童（跳び箱３段）が９人いる。

(ｲ) 体育科「とびばこあそび」の目標と認知特性に応じた支援

体育科において、児童が学習の意欲を高め、学習内容の理解を深めるため、認知特性に応じ

た支援を行う。目標を達成させるための認知特性に応じた具体的な支援（ ）を実施した。表４

表４ 体育科「とびばこあそび」の目標と認知特性に応じた支援

・できる跳び方で、いろいろな高さや向きの跳び箱を跳び越したり、できそう
目標

な跳び方に挑戦したりして楽しむことができる

継次処理 ・教師が動きを音声や文字で１つずつ順番に示す

・教師が動きを絵で全体的に示す
同時処理

・教師が踏切りの足、手のつき方等を拡大した絵で示す
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(ｳ) 授業実践「とびばこあそび～ようこそ音の世界・絵の世界～（全７時間４／７ 」）

学習活動 教師の支援 準備物

１ ほぐしの運動 ○体が温まり、抵抗なく跳び箱遊びに入れるように、音楽を流しながらリ 跳び箱

をする。 ラックスした気持ちで活動できるようにする。 踏切り板

マット

２ できる跳び方 ○前時に決めた目標を確認させ、活動の意欲化を図る。 ＣＤラジカセ

で、いろいろな ○楽しく跳び箱遊びに取り組むことができるように、励まし、賞賛する。

高さや向きの跳

び箱に挑戦して

楽しむ。

３ できそうな跳 ○目標を達成させるためのポイントが理解できるように 音・絵の世界 シール、「 」

び方に挑戦して を提示する。 学習カード

楽しむ。 ○跳べたら学習カードにシールをはるように促す。 パソコン

○跳べない児童には、認知特性に応じた支援を確認するように促す。 プロジェクター

○意欲をもつことができるように、教師や友だちが励まし、賞賛する。 スクリーン

○児童が目標を達成することができるように、動きを補助する。

音の世界グループ（継次処理） 大判用紙

○動きを音声や文字で１つずつ順番に示す。 （ ）図13

○動きに合わせて言葉を入れた映像を見せる。

１ 踏切り 「両足でドンだね」

２ 手のつき方 「両手でパンだね（手を前に 」）

３ 跳ぶ時の体の様子 「手で体を持ち上げてグイ」

４ 着地 「両足でピタだね」

絵の世界グループ（同時処理） 大判用紙

○動きを絵で全体的に示す。 （ ）図14

○踏切りの足、手のつき方等を拡大した絵で示す。

○動きを映像で全体的に見せ、大事なポイント（踏切りの足、手のつき

方、着地）は静止画で示す。

（例）開脚跳び

（新版体育の学習３年 光文書院 2002）

４ 学習のまとめ ○学習カードに今日の振返りを記入させ、次時の課題をもつことができる 学習カード

をする。 ようにする。
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図13 継次処理の支援（開脚跳び） 図14 同時処理の支援（開脚跳び）

(ｴ) 児童の学習の様子

動きを音声や文字で１つずつ順番に示す支援（継次処理）を選んだ児童は 「ドン・パン・グ、

イ・ピタ」と言いながら自分で動きを確認するようになった。また、友だちの跳ぶ動きを見て、

できていない動きを言葉で教え合い、励ます様子が見られた。

動きを絵で全体的に示す支援（同時処理）を選んだ児童は、絵を見ながら動きについて友だち

と話し合うようになった。絵を見て動きを確かめて、体を動かしたり、絵の部分に注目し、踏切

りの足や手のつき方等の跳び方のポイントを友だちと見付けたりすることができた。児童は意欲

的に活動し、楽しんで跳び箱遊びに取り組んだ。また、この単元開始時に開脚跳びができなかっ

た児童が、全員跳べるようになった。

(ｵ) 考察

授業後のアンケートの中で、動きを音声や文字で１つずつ順番に示す支援（継次処理）が分か

りやすいと答えた児童は、39人中27人であった 「ドン・パン・グイ・ピタ楽しかった 「動き。 」、

」 。 、 （ ）が言葉で分かりやすかった などと答えていた 一方 動きを絵で全体的に示す支援 同時処理

が分かりやすいと答えた児童は39人中12人であった 「絵を見て両足で踏み切ることが分かっ。

た 「動きが絵で分かりやすかった」などと答えていた。」、

２つの認知特性に応じた支援や認知特性を意識した声掛けとともに、教師が児童の動きを補助

し、賞賛する支援も行った。その結果、授業の目標「できそうな跳び方に挑戦して楽しむことが

できる」を達成することができた。また、ほとんどの児童は、自分の目標とする跳び方や高さを

達成できるようになった。しかし、体の動きを理解できても、なかなか自分の目標を達成できな

い児童がいた。そこで、動きに合わせた言葉（ドン・パン・グイ・ピタ）を入れた映像と、開脚
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跳びの動きの流れを全体的に見せ、踏

切りの足等は静止画で示す映像を見せた

（ ）。 、 、図15 これらの支援方法が 継次処理

同時処理のどちらの認知特性に応じた支

援に当たるのか明確に区別することはで

きないが、児童により分かりやすい支援

をすることが重要だと考える。児童は何

度も挑戦し、自分の目標とする跳び箱の

高さを跳べるようになった。このことか

ら、認知特性に応じた支援だけでなく、

児童の様子を観察し、適切な指導や必要な 図15 映像を見ている児童の様子

支援を行うことが大切であると考える。

(4) 校内における支援の広がり

掃除、算数科、体育科の実践後、所属校の先生方から認知特性に応じた支援が必要だという意

見が出された。そこで、算数科において学習につまずきを示す児童が多いという学級担任からの

聴取りを踏まえ、認知特性に応じたプリント（ 、 ）を作成し、学級担任が支援を行った。図16 17

その後の学級担任の聴取りから、ほかの学年においても支援の有効性が確認できた。各学年の支

援は、 に示す。表５

（ ） （ ）図16 継次処理の学習プリント ５年：小数の乗法筆算 図17 同時処理の学習プリント ５年：小数の乗法筆算
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表５ 認知特性に応じた支援例（算数科）

乗法九九（２年） 比例（６年）
減法（１年 、除法筆算（４年））

（ 、 ）小数の乗法筆算 ５年：図16 17

継次 ・計算手順を言語化したものを示す ・九九を文字の読みや ・比例のグラフのかき方を音声や

処理 歌で示す 文字で１つずつ順番に示す

同時 ・具体物を操作させたり、完成した ・色板等を使った九九 ・全体をイメージさせるために、

処理 計算（筆算）を示したりする 表で視覚的に示す 完成した比例のグラフを示す

３ まとめと今後の課題

(1) 研究のまとめ

本研究で、認知特性に応じた支援は、教育的ニーズに応じた適切な教育的支援の一つである

ということが分かった。また、認知特性に応じた支援は、認知特性に偏りがある児童だけでな

く、すべての児童が適切な行動を増やすとともに、学習の意欲を高め、学習内容の理解を深め

る教育的支援であることが確認できた。

さらに、本研究を進める中で、学級には継次処理を得意とする児童、同時処理を得意とする

児童がいることを考えて、授業等において、できる限り２つの認知特性に応じた支援及びそれ

を活用した指導を意識し、実践していくことが重要であることが分かった。同時に、教師は認

知特性に応じた支援を授業の中に取り入れるだけでなく、児童の様子を常に観察し、適切な指

導や必要な支援をその都度行うことが大切であることも再認識できた。もし、教師が継次処理

を中心とした授業だけを行えば、同時処理を得意とする児童は学習につまずき、同時処理を中

心とした授業だけを行えば、継次処理を得意とする児童は学習につまずいてしまうと考えられ

る。

(2) 今後の課題

授業実践後、所属校の先生方から児童同士の学び合う場が少ないのではないかという意見が

出された。今後の課題として、授業展開の中で児童同士の学び合う場も設定しながら、認知特

性に応じた支援を実践したい。また、給食、着替え等のほかの生活場面や、他教科等の学習場

面においても、認知特性に応じた具体的な支援を拡充していきたい。
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