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i Padを使用した読み書き困難児への漢字指導の有効性に関する研究
Using i Pad for Teaching KANJI to children with dyslexia
阿部

愛＊・有川宏幸＊＊・長谷川拓人＊＊＊・上野智尋＊＊＊＊・林

豊彦＊＊＊＊＊

Abe megumi，Arikawa Hiroyuki，Hasegawa Kento，Ueno Chihiro，Hayashi Toyohiko

Ⅰ．問題と目的
米国では，1979年の一年間に学習障害（LD）と
の診断を受ける児童は，約120万人であった。それ
が2001年から2002年には２倍以上の274万人と大き
く 増 加 し て い た（U.S. Department of Education,
2005）。この増加の要因として，LDの判定に採用さ
れていたディスクレパンシーモデルが挙げられてい
る。ディスクレパンシーモデルとは，LD児が，そ
の知的能力に比べ，明らかに低い学力を示している
状態にあることを確認したうえで，その後の支援を
検討するモデルである(Kavale & Forness, 2000）。
このモデルの問題点は，子どもの知的能力と，本来
期待される学力の乖離が明らかになってから，その
後の介入が検討されるという特徴をもっていた。つ
まり「明らかに支援が必要となった状態を待って，
対応を検討する」という“wait to fail”にあった。
そこで，これに変わるモデルとして，米国では
Response to Intervention（RTIモ デ ル ） が 提 唱 さ
れている(Speece,Case,& Molloy, 2003）。
RTIモデルでは，通常の授業の中で子どもの学
習到達度を常にモニターしながら進められる(class
wide assessment)。そこで十分な到達度が示されな
い場合は，指導環境などの見直しを実施する。それ
でも到達度に達していない児童がいた場合は，補足
的に指導が提供される。さらに学習に伸びがみられ
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ない場合は，スペシャルエデュケーションの可能性
が検討される(Fuchs & Fuchs, 1998)。つまり，学
習到達度をモニターしながら，常に介入について検
討されることを特徴としている。
このRTIモデルに準拠したプログラムとして，
我が国では，海津・田沼・平木・伊藤（2008）に
より有効性が示された「多層モデル：Multilayer
Instruction Model(以下，MIMとする)」が知られ
ている。
MIMは，通常学級における学習のつまずきへの
早期支援及び予防的支援を中心に据えている。
MIMで は， 子 ど も の 読 み 能 力 の 到 達 度 を モ ニ
ターしながら，必要に応じて３つの指導内容が用意
されている。1stステージでは，通常の学級内での
効果的な指導が提供され，そこで十分な到達度が示
されない児童については，2ndステージとして，通
常の学級内での補足的な指導が提供される。それで
も読みが促進されない場合は，3rdステージで更に
補足的に，個別指導が提供される。
しかしながら，個別指導の必要性が明らかになっ
たとしても，その提供に際しては，人的側面からも，
時間的側面からも，教師の負担は大きくなる。限ら
れた資源の中で実施しなければならないため，様々
な困難があることが予想される。
こうした問題の解決策として，効率的な指導の提
供を可能にする技術などが検討されている。その一
つとして“assistive technology”(以下ATとする）
がある。
高浜・山本・清水（2001）は，コンピュータを用い
た刺激等価性のパラダイムを活用した漢字プログラ
ムを発達障害児に活用したところ，急速に漢字の読
みが促進されたことを明らかにしている。
中山・笠井・天辰・大森・飯干・山田(2010)は，発達
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で保護者から同意が得られた児童であった。

ンのワープロ機能を積極的に活用したところ，書く
ことへの苦手意識を軽減でき，自発的学習を促した

⑴

ことを報告している。
河野（2008）は，漢字の読み書き障害のある小学
校３年男児にテキストリーダーソフトを用いて，聴
覚的な補助を行った。また，ワープロの漢字変換機
能で漢字書字を代替した。５か月後，学童用Y-G性
格検査を測定したところ，支援前に認められた情緒
不安定性が，支援後には改善されていた。ATを活
用した学習支援が，読み書き障害児の心理面の改善
にも有効であることが示唆されていた。
これらの先行研究から，学校現場において読み書
き困難を抱える児童の学習支援に，ATを取り入れ
ることは，効率的な指導の提供のみならず，児童の
苦手意識の軽減にも繋がっていた。
しかし，これらの技術を教育現場に普及させてい
くためには，コンピューターの基本的操作について
知識が必要である。またキーボード入力について
は，最低限の「読み」の獲得が保障されていなけれ
ばならない。小学校一年生で，さらに読み障害を伴
う児童にとっては，高い負荷となるであろう。
近 年 で は， ラ ッ プ ト ッ プ 型 の パ ー ソ ナ ル コ ン
ピューターと同じ機能を備え，なおかつキーボード
の操作が不要なタッチパネル技術を搭載したタブ
レット型情報端末が普及している。タブレット型情
報端末は，簡易な操作のみならず，持ち運びが容易
であり，個人のニーズに適合した活用が可能となる
(Melhuish & Falloon, 2010)。
またこの簡便性は，障害のある子どもたちのコ
ミュニケーションや，学習活動にも広く応用されて
おり成果を得ている。
そこで，本研究の目的として，学校現場において
タブレット型情報端末を使用した学習支援場面を設

対 象 児Aは 妊 娠32週 で 緊 急 帝 王 切 開 術 に よ り，
826gと低出生体重での出生であった。
生まれて間もなくは肝機能異常があり，一時危険
な状態に陥っていたものの，その後は回復。生後３
カ月からは，中核病院小児科未熟児外来にて，発育
の経過が観察されていた。
１歳２カ月で保育園へ入園した。当初は体重が平
均よりもはるかに下回っていた。また，歩行獲得後
も，転びやすいなど運動機能上の問題も見られた。
満３歳時，言語聴覚士による発達テストでは特に
発達上の問題はみられなかった。
その後も，言葉の発達については，特に問題はみ
られなかったが，絵本はストーリーを追わずにパラ
パラと，ただめくるなどの様子が見られていた。
就学時健診では，ことばの発達をみる検査を他の
児童と共に受けたが，標準的な発達より遅れがみら
れた。そのため，再度別室でテストを受けたものの，
基準ギリギリで通過し，問題なしとなった。
なお身長は標準，体重は標準の90％程に達してお
り，身体の発育面では特に異常はみられなかった。
小学校入学直前の３月（満６歳），言語聴覚士に
よる発達テストの結果，一部，発達に遅れがあると
の指摘があった。特に記憶面に顕著な遅れがみられ
る一方で，表出言語にはまったく問題はないなど，
発達の個人内差が目立っていた。
入学後の20XX年７月の段階では，既習したひら
がな50音のうち，児童Ａが読むことができたひらが
なは，自分の名前６文字とその他に２，３文字程度
であった。
学校ではノートやプリントなどの配布物を配布す
る際に，率先して担任教諭を手伝う様子が見られ
た。しかし，ひらがなが読めなかったため，担任教
諭に「これ何て読むの？」と尋ねたり，他の児童の
ノートを誤って置いていたりする様子が見られた。
授業では，教科書やプリントの文章を一人で読むこ
とはできず，教師の個別支援を必要としていた。
20XX年10月から本研究と並行し，各セッション
30分のうち10分程度を利用してひらがなの個別指導
を行った。
まず，ひらがな50音を習得させるため，
「ひらが
な50音カード」の学習を行った。20XX年11月初旬，
ひらがな50音を正確に答えることができるように
なったため，
「MIM-PMひらがな単語カード」の学

定し，その有効性を検討する。また，タブレット型
情報端末による漢字の読み指導を行うことで，学習
意欲にどのような変化をもたらすか明らかにする。

Ⅱ．方

法

１．対象児
対象児は通常学級に在籍する小学校１年生の女子
児童A(以下，対象児Aとする)と女子児童B(以下，
対象児Bとする)である。
対象児A，Bは，１年生の担当教諭２名に読みに
困難のある児童として抽出され，７月の保護者面談

対象児Aの成育歴と「読み」の実態
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習に変更した。

２．iPad

がなは逐字読みができるようになっていた。

⑵

対象児Ｂの成育歴と「読み」の実態
対象児Ｂの出生時の体重は3042gであった。小学
校入学まで，特に発達上気になることはなかった。
小学校入学後，文字習得に顕著な遅れが出始め
た。
20XX年７月の段階では既習したひらがな50音の
うち，自分の名前の６文字程度のひらがなしか読む
ことができなかった。
授業中，教科書やプリントの文章を読んで内容を
理解することが困難であり，プリント学習では読め
ないために隣の児童の答えを写している様子が見ら
れた。
夏 休 み に 母 親 と ひ ら が な の 学 習 を し た た め，
20XX年10月頃にはひらがな50音を逐字読みができ
たが，単語や文章になると読み誤りが多く見られ
た。またカタカナは，順番に読むことはできたが，
ランダムに「これは？」と聞くと読めないことがあ
るなど，読みに困難を抱えていた。
20XX年10月から本研究と並行し，各セッション
30分のうち10分程度を利用してひらがなの個別指導
を行った。指導には，「MIM-PMひらがな単語カー
ド」を使用した。
短い単語はすぐに読むことができたが，５文字以
上の単語は一字ずつゆっくりと読む様子が見られ
た。
また，促音や拗音が入る単語はすらすらと読めな
い状態であった。
対象児Ｂも20XX年７月から12月にかけて，MIMPMを受けていた。評価は月に１回行われた。
対象児Ｂは20XX年７月当初は，総合得点が40点
中１点であったが，回数を重ねるたびに得点が伸び
ていき，12月では総合得点が40点中10点であった。
しかし，いずれの月も個別指導(3rdステージ)の
必要性があるとの評価を受けていた。

miniによる刺激等価性を活用した漢字

学習ソフトの作成

本研究が終了する20XX年12月の段階では，ひら
な お， 対 象 児Aは20XX年 ５ 月 か ら12月 ま で の
期 間， 通 常 学 級 内 に お い てMultilayer Instruction
Model -Progress Monitoring（以後，MIM-PMとす
る）を受けていた。
評価は月に１回行われており，対象児Aはすべて
の月の総合得点が，いずれも40点中５点以下であ
り，個別指導(3rdステージ)の必要性があるとの評
価を受けていた。
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本研究では小学校低学年の児童でも簡単に操作で
きるiPad miniを用いた。読み書き困難児に対して，
iPad miniによる漢字学習プログラムを作成した。
⑴

刺激等価性パラダイム
刺激等価性とは，ある特定の刺激とそれとは物理
的に類似性のない刺激との間の関係性を学習した
時，直接学習されなかった刺激間においても対応関
係が成立することをいう（Sidman, 1971；Sideman
and Cresson, 1973 ; Sidoman, Cresson, and WillsonMorris, 1974）
。
本研究では，「ひらがな」「漢字」「イラスト」の
３つの刺激を頂点とした等価性の枠組みを設定し
た。
なお，課題の提示は「見本合わせ課題」とした。
課題提示例として「山」についてFig. １に示した。
指導は，①見本刺激を「ひらがな」に，比較刺激
として「イラスト」を選択する，②見本刺激を「イ
ラスト」に，比較刺激として「ひらがな」を選択す
る，③見本刺激を「イラスト」に，比較刺激として
「漢字」を選択する，④見本刺激を「漢字」に，比
較刺激として「イラスト」を選択する，という指導
順で行われた。
①から④の指導を行うことで，実際に指導してい
ない⑤「ひらがな」を見本刺激とし，比較刺激であ
る「漢字」を正しく選択できるか，⑥「漢字」を見
本刺激とし，比較刺激である「ひらがな」を正しく
選択できるかテストを行った(派生の成立)。
⑵

iPad miniを用いた漢字学習ソフト
刺激等価性の理論に基づき，ひらがな・イラスト・
漢字の関係を，効率的に学ぶことができる学習ソフ
トを開発した。開発は，Ｎ大学工学部の協力を得た。
作成は20XX年３月から７月にかけて，９名により
作業が行われた。漢字学習ソフト作成には画像，音
声，XMLの３つの編集作業があり，計100時間程度
費やした。
⑶

機器
Apple社 のiPad miniを 使 用 し た。iPad miniは，
①子どもでも簡単に持ち運びができる，②操作が単
純である，③金銭コスト面でコンピュータと比べ低
い，の３つの理由から選ばれた。
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Fig.1 刺激等価性パラダイムにもとづく刺激例

Fig.2

作成された iPad miniによる漢字学習ソフトの画面例
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⑷

漢字学習ソフト

211

配置を決めるページレイアウト，3)ページ背景色の

漢字学習ソフトには，汎用コミュニケーションエ

３つからなる。後者は，1)ページ中に表示されるボ

イ ド“VCAN/1A” を 使 用 し た。VCAN/1Aと は，

タン名，2)ボタンに表示される画像ファイル，3)ボ

言語やコミュニケーションに障害をもつ子どもへ，
障害の種別，生活や教育の環境，発達段階に応じて，
ひとつの機器で長期間に渡り支援できるように開発
されたプログラムである。
VCAN/1AをiOS端末(iPod touch，iPad，iPhone)
で実行するために，Ｎ大学工学部で研究がすすめら
れているカスタマイズ支援システムが採用された。
VCAN/1Aの動作は，「構造ファイル」と呼ばれる
XMLファイルにすべて記述されていた（長谷川・上
野・林・相場・山口・青木・入山・藤川, 2012）。
漢字学習ソフトは，このカスタマイズ支援システ
ムを利用して，XMLファイルを作成した。

タンを押した後に再生される音声ファイル，4)ボタ
ンを押した後に表示されるページ名，5)音声出力状
態を示すボタン表示があった。

⑸

画像編集
小学校１年生で学習する漢字80字の画像と，それ
に相応するひらがなとイラストの画像を作成し，使
用した。
漢 字 と ひ ら が な の 画 像 作 成 に は，Microsoft
Office Word 2007を用い，イラストの画像作成には
saiを用いた。
本研究では，刺激に写真ではなく全てイラストを
使用した。小学校１年生で学習する漢字80字の中に
は，「力」「正しい」など写真では表しにくい漢字が
あった。そこで全て統一するために，イラストの選
定を行った。
なおイラストは，東京外国語大学の多言語・多文
化教育研究センターが在住外国人の子どもたちの教
育をサポートするために開発し，ホームページに掲
載されている「在日フィリピン人児童むけ教材開発
プロジェクト」を参考に，独自に作成した。
⑹

音声編集
音声はインターネット上のサイト「ポケットサウ
ンド」にフリーで配布されているものを活用した。
刺激を正しく選択した場合は「ピンポン」という
正解音を鳴らし，誤刺激を選択した場合は「ブッ
ブー」という不正解音を鳴らした。
⑺

XML編集
VCAN/1Aの動作は，｢構造ファイル｣ と呼ばれ
るXMLファイルに全て記述されている。その内容
は，
「ページ情報」と「ボタン情報」の２つからなる。
前者は，1)ページ名，2) １ページ中のボタン数と

⑻

漢字刺激の選択
対象児が通う小学校では東京書籍の教科書を使用
していた。東京書籍小学校１年生（上）（下）の各
単元の漢字を全て抽出し，対象児が学校の授業速度
に合わせて漢字学習を行うことができるように分類
した。構成は15単元，95漢字刺激（読み方が違うも
のは，それぞれに漢字刺激を作成した）から成り
立っていた。
１つの漢字刺激で刺激等価性の４つの関係（「ひ
らがな」→「イラスト」
，
「イラスト」→「ひらが
な」
「漢字」→「イラスト」
，
「イラスト」→「漢字」
，
）
が学習できるように作成した。
３．指導およびテストの実施
漢字の指導は，通常の授業での単元終了後に，通
常の授業での漢字習得度を把握するために，漢字テ
ストを実施した。
その後，iPad miniによる漢字学習ソフトを実施
した後に，漢字習得度を把握するために漢字テスト
を実施した。なお，毎回のセッションの指導，テス
トの詳細は以下の通りであった。
⑴

iPad  mini漢字学習ソフトによる指導
iPad miniを用いて，
「ひらがな→イラスト」
「イ
ラスト→ひらがな」
「漢字→イラスト」
「イラスト→
漢字」の順に刺激関係を学習した。各刺激関係の学
習は，５問連続正解を達成基準とし，これを達成の
後に，次の刺激関係の学習に進んだ。
単元ごとに学習する漢字は①単元「かぞえうた」
では，漢字「一」
「二」
「三」
「四」
「五」
「六」
「七」
「八」
「九」
「十」の計10個，②単元「かんじのはなし」では，
漢字「川」
「木」
「口」
「山」
「目」
「上」
「下」の計７個，
③単元「サラダでげんき」では，漢字「犬」
「中」
「小」
「出」
「力」
「大」
「白」
「入」の計８個，④単元「わ
たしのはっけん」では，漢字「花」
「百」
「千」
「見」
「日」「林」「足」
「生」「月」「円」「耳」の計11個，
⑤単元「おとうとねずみチロ」では，漢字「青」
「夕」
「名」の計３個であった。
なお，漢字習得度を評価する漢字テスト時には，
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１問正解すると，トークンとしてシール１枚を渡し

４．データ

た。トークンが規定の枚数貯まった場合，バック

⑴

アップ強化子として，対象児の好きな「塗り絵」や
「ご褒美券」を渡した。
塗り絵は対象児が好きなキャラクターのものを
用意した。ご褒美券は，保護者，本人と協議の上，
「ゲームが１回できる」「すきなお菓子を１つもら
える」等に交換できた。
⑵

指導期間と時間
対象児童への指導は20XX年10月上旬から12月中
旬のおよそ３ヶ月間，１週間に１回（１回あたり30
分程度)行った。
⑶

指導場面
指導は対象児Ａ，Ｂが普段学校で使用している教
室の隣にある，空き教室で行った。
対象児Ａ，Ｂが自分の学習に集中することができ
るように，２つの机を１～1.5メートル程度離して
設置した。放課後の時間を使用したため，下校する
他児童に注意がそれないように，カーテンを閉め学
習を行った。
指導者は，児童Ａ，児童Ｂの向かい側に椅子を設
置し指導を行った。
指導セッティングをFig.3に示した。

Fig.3

第２号

漢字習得度テスト(ベースライン)
iPad mini漢字学習ソフトを実施する前に，既に

学習を終えた漢字習得度を評価する漢字テストを実
施した。これは，既に授業で習った漢字(授業既習
時)の習得度を測定すると共に，iPad mini漢字学習
ソフトを実施する前のベースラインデータでもあっ
た。なお，この段階では既に，授業の中での学習は
終了しており，言わば，授業の中では習得できな
かった漢字について，把握することを目的としてい
た。
なお，このテストでは，iPad mini漢字学習ソフ
トの中では未指導となる「ひらがな→漢字」「漢字
→ひらがな」について行われた。データは，セッ
ションごとに正答率を算出した。
⑵ iPad mini漢字学習ソフトによる指導後の漢字
習得度(介入期)
iPad mini漢字学習ソフト実施後の，対象児の漢
字習得度を評価するために，漢字習得度テストを実
施し，これをデータとして処理した。
なお，作成した漢字学習ソフトには，記録機能を
備えていなかったため，漢字テストは改めて紙のプ
リントで行った。
形式はiPad miniの漢字学習ソフトと同様に「見
本合わせ課題」とした。テストは，対象児が一人で
プリントの問題を解いた。データは，セッションご

指導セッティング
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「三」
「四」
「五」
「六」
「七」
「八」
「九」
「十」の計
10個であった。漢字習得度を評価する漢字テスト

⑶

学習意欲の測定

iPad mini漢字学習ソフトが対象児A，Bの学習意
欲にどのように影響を与えるのか，学習意欲調査項
目(杉村・北村・鈴木・多喜，1990)を使って評価した。
項目は「内発的意欲」，「達成意欲」の２領域，計
20の質問からなっていた。回答は，客観的な評価を
することが難しい対象児童の年齢を考慮し，「○」
「△」
「×」が書かれた紙を用意し，
「いつも」は「○」
を，「ときどき」は「△」，「いいえ」は「×」の３
件法で回答を求めた。
回答は，指導者が対象児Ａ，Ｂに面接し，質問内
容を分かりやすい表現に言い換えて回答を得た。面
接は，本介入に入る前と，すべての指導を終了した
後に行った。
⑷

家庭学習実施度
家庭でも継続して学習できるように対象児Ａ，Ｂ
にiPad miniを貸し出した。
家庭学習の記録は，iPad miniと漢字学習ソフト
の操作方法を確実に理解した段階(第３セッション
以降)から行った。
対象児A，Bには，家庭学習をしたときに記入で
きる記録表を渡し，記入の仕方を第１セッションか
ら第３セッションで指導した。記録表は，対象児と
指導者が学校で学習する際に記入していたものと同
じ形式であり「学習した日付」
「始めた時間」
「終わっ
た時間」
「学習した漢字」を記入する欄で構成され
ていた。
なお，この記録表の記述内容については，指導者
からは一切のフィードバックは行わなかった。
また家庭においても，自発的な家庭学習が行われ
ていたかどうかを評価するためのものであることを
説明し，保護者からはiPad mini漢字学習ソフトの
使用を家庭でするように促す声掛けは一切行わない
という同意を得た。

Ⅲ．結

果

漢字習得度の変化，家庭学習時間の変化，学習意
欲の評価結果について以下に示した。

は，４回行った。
授業既習時(ベースライン)の漢字正答率は40％
だった。介入期１(In1)では正答率80％であった。
また介入期２(In2)の正答率100％，介入期３(In3)
では正答率100％だった。
単元２「かんじのはなし」で学習する漢字は「川」
「木」
「口」
「山」
「目」
「上」
「下」の計７個であった。
漢字習得度を評価する漢字テストは２回行った。授
業既習時(ベースライン)の漢字正答率は86％だっ
た。その後の介入期１(In1)は100％だった。
単元３「サラダでげんき」で学習する漢字は「犬」
「中」
「小」
「出」
「力」
「大」
「白」
「入」の計８個であった。
漢字習得度を評価する漢字テストは２回行った。授
業既習時(ベースライン)は正答率38％だった。介入
期(In1)は正答率86％だった。
単元４「わたしのはっけん」で学習する漢字は
「花」
「百」
「千」
「見」
「日」
「林」
「足」
「生」
「月」
「円」
「耳」
の計11個であった。漢字習得度を評価する漢字テス
トは２回行った。授業既習時(ベースライン)は正答
率91％だった。介入期(In1)は正答率91％だった。
単元５「おとうとねずみチロ」で学習する漢字は
「青」「夕」「名」の計３個であった。漢字習得度
を評価する漢字テストは２回行った。授業既習時
(ベースライン)は正答率100％だった。介入期(In1)
のテストも正答率100％だった。
なお，対象児Ａの漢字習得度評価の結果をFig.4
に示した。
⑵

対象児Ｂ
単元１「かぞえうた」で学習する漢字は「一」
「二」
「三」
「四」
「五」
「六」
「七」
「八」
「九」
「十」の計
10個である。漢字習得度を評価する漢字テストは
２回行った。授業既習時(ベースライン)は正答率
100％だった。介入期(In1)は正答率100％だった。
単元２「かんじのはなし」で学習する漢字は「川」
「木」
「口」
「山」
「目」
「上」
「下」の計７個であった。
漢字習得度を評価する漢字テストは２回行った。授
業既習時(ベースライン)は正答率100％だった。介
入期(In1)も正答率100％だった。
単元３「サラダでげんき」で学習する漢字は「犬」
「中」
「小」
「出」
「力」
「大」
「白」
「入」の計８個であった。

１．漢字習得度の結果
⑴ 対象児Ａ
単元１「かぞえうた」で学習する漢字は「一」
「二」

漢字習得度を評価する漢字テストは２回行った。授
業既習時(ベースライン)の正答率は75％だった。介
入期(In1)は正答率87％だった。
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Fig.4  対象児Aの漢字習得度評価の結果

Fig.5  対象児Bの漢字習得度評価の結果
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単元４「わたしのはっけん」で学習する漢字は

していた。したがって，本研究においても高浜・山

「花」
「百」
「千」
「見」
「日」
「林」
「足」
「生」
「月」
「円」

本・清水（2001）と同様に，その有効性は明らかに

「耳」の計11個であった。漢字習得度を評価する漢

なった。

字テストは３回行った。授業既習時(ベースライン)
は正答率45％だった。介入期１(In1)は正答率100％
だった。介入期２(In2)は正答率100％だった。
単元５「おとうとねずみチロ」で学習する漢字は
「青」
「夕」
「名」の計３個であった。漢字習得度
を評価する漢字テストは２回行った。授業既習時
(ベースライン)は正答率100％だった。介入期(In1)
も，正答率100％だった。
対象児Ｂの漢字習得度の評価結果をFig.5に示す。
２．学習意欲の評価結果
本指導を開始する前，最終セッション後の学習
意欲の評価については対象児ＡについてはFig.6に，
対象児ＢについてはFig.7にそれぞれ示した。
３．家庭学習
対象児Aが家庭学習を実施した時間の累積時間を
Fig.8に，対象児ＢについてはFig.9に示した。

Ⅳ．考察
高浜・山本・清水（2001）は，コンピュータを用い
た刺激等価性のパラダイムを応用した漢字学習プロ
グラムを，家庭学習に使用することで，児童生徒の
漢字の習得が促進されたことを明らかにした。本研
究においては，iPadで使用できる刺激等価性のパラ
ダイムに基づいた漢字学習ソフトを開発した。それ
を，子どもの個別指導の一環として，学校内で使用
したところ，対象児Ａ，Ｂともにセッションの回数
を重ねる毎に正答率は上昇し，また高い水準で維持

Fig.6  対象児

Aの家庭学習意欲の変化

本研究においては，より持ち運びが容易で，操作
も単純なiPad miniにより検討を行った。簡易な操
作にあわせて，持ち運びが小学校一年生にも十分に
可能であり，日常の学習においても機能する可能性
があった。実際，対象児A，Bは，すぐにiPad mini
の操作を獲得した。ソフトの操作法を学んで以降，
指導者は漢字指導を直接行わなくても，読み書き困
難児の漢字習得を促進することが可能となった。お
かげで，指導者は対象児A，Bそれぞれが躓いてい
た箇所に，直接声をかけることもでき，余った時間
で「ひらがな」指導も十分に行うことができた。
ただし簡便性が，個別指導場面以外での学習を促
進させるのではないかとの仮説については，疑問を
呈する結果となった。
対象児Ｂは，ほぼ毎日決まった時刻に，決まった
時間，iPad mini漢字学習ソフトを使った家庭学習
をしていた。ところが，12月６日から12月12日の１
週間は，全く行われていなかった。この１週間は，
学校の行事等により，指導者との放課後学習が行わ
れなかった期間と一致していた。すなわち，指導者
との個別指導がない時には，家庭学習はしていな
かったことになる。
家庭学習を行った記録カードを指導者と確認する
ことが，家庭でのiPad mini漢字学習ソフトの使用
に影響していたと考えられる。
また対象児Ａは，家庭学習が定着しなかった。本
研究は家庭において，自発的な家庭学習が行われて
いたかどうかを見るために，筆者や保護から家庭学
習をするように促す声掛けは一切しなかった。毎回
の指導場面においては，パフォーマンスに応じて

Fig.7  対象児

Bの家庭学習意欲の変化
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Fig.8  対象児

Aの家庭学習時間の変化

Fig.9  対象児

Bの家庭学習時間の変化

トークンを得ることができ，それがiPad mini漢字
学習ソフトの使用にも機能していた。しかし，家庭
学習についてはそうした随伴性の設定を行っていな
かった。
対象児A，Bともに，簡便性だけでは家庭学習に
iPad mini漢字学習ソフトを活用しないことから，

スキルの向上がポジティブな変化に貢献していたと
考えられる。また，漢字学習ソフトによる学習を始
めて以降，文字への関心も高まっていた。母親から
の報告によれば，家族で出かけた際に，看板等に書
かれた文字を見て，それを声に出して読む姿が度々
見られるようになったとのことである。これらのエ

改めて家庭学習を促進するための強化随伴性の設定
を検討する必要があろう。
学習意欲の変化については，対象児Ａは，個別指
導の実施前後を比べると，内発的意欲は１点下がっ
たもののほぼ変わらず，達成意欲は12点と大きく上
昇していた。
対象児Ａは，iPad mini漢字学習ソフトによる指
導を開始するまで，難しい問題や分からない問題が
あると途中で辞めてしまうことが多くみられた。と
ころが，iPad mini漢字学習ソフトによる個別指導
を実施したところ，こうした姿はなくなった。個別
指導の中でひらがなの指導を行う時間も作れ，読み

ピソードは，達成意欲の上昇を裏付けるものと言え
よう。
一方，対象児Ｂは個別指導の実施前後を比べたと
ころ，内発的意欲は５点，達成意欲は２点それぞれ
低下しており，全体的に学習意欲が低下していた。
指導後に学習意欲の測定をしていた際，対象児Ｂ
は，「私は字が読めないから，いっぱい勉強しなく
てはならない」と度々発言していた。iPad mini漢
字学習ソフトによる指導を始めてからは，掲示物の
文字を声に出して読むなど，文字に興味を持つ姿は
みられていたものの，こうした指導を受けること自
体，自分は「読めない」ことを否が応でも認識せざ
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Researc- h, 14, 5-13.

の学習意欲にどのような影響をもたらすかについて

Sidman, M. & Cresson ,O, Jr.(1973)Reading and

は，さらに検討が必要である。特に，「○○できな
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in severe refardation.American Jounal of
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いから，個別指導をする」という文脈に陥らないよ
うな配慮は，如何にしたら可能であるかという点に
ついて，十分な議論が必要であろう。
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