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通常学級担任の判断に基づく児童を対象とした漢字学習支援に関する研究：
要支援の判断に基づく小学 2 年生について
中 知華穂＊ 1・佐藤 ゆうみ＊ 2・大山 帆子＊ 3・小池 敏英＊ 4
発達障害学分野
（2015 年 9 月 15 日受理）

1 ．はじめに

基づき，通常学級における早期予防的支援の一つとし
て，特殊音節表記の読み書き指導プログラムの効果に

近年，小学校低学年における学習困難に対する支援

ついて検討を行い，予防的支援としての有効性を明ら
5）

かにした。また，小枝ら （2014）は小学 1 年生を対

の必要性が指摘されている。
1）

兜森ら （2008）は，小学 1 年生と 2 年生の児童の

象にひらがな音読の支援効果について明らかにした。

中で学級担任により読字，書字に困難があると判断さ

小学校低学年の漢字学習の早期予防的支援に関する

れた児童に対して，読み書きの検査を実施した。その

研究としては，徐ら （2012），熊澤ら （2013）の研

結果，読字ないし書字に強い困難を示す割合は，小学

究がある。徐ら （2012）は，小学 2 年を対象として，

1 年生より 2 年生で多く 2.9％であることが報告され

ホームワークを用いた漢字学習の支援効果について，

6）

7）

6）

た。また，小学 2 年生は，配当漢字が， 1 年生時の 2

介入群と統制群を比較し検討を行った。ホームワーク

倍となり，漢字の読み替えの学習も増加するため漢字

は A 6 サイズの約 20 枚の小冊子であり，担任教員を通

の読字と書字の困難が顕著になり始めることが指摘で

じて週 1 回， 1 冊ずつ児童に配布し，家庭で実施する

きる。

よう教示をした。その結果，介入群の成績は，統制群
2）

3）

吉田ら （2013）
，中ら （2014）は，通常学級に在

と比較して高く，ホームワークによる漢字学習の支援

籍する小学 2 年生の漢字の読字書字困難のリスク要因

効果が認められた。漢字読字支援では，漢字のふりが

について検討した。その結果，漢字学習の基礎スキル

なであるひらがな単語の音読を促進する課題が有効で

（特殊音節表記の読み書きスキルやひらがな単語の流

あり，漢字書字支援では，漢字の部品の抽出能力を促

注

暢な読みスキル，漢字部品 の抽出スキル）
，言語性

進する課題が有効であることが示された。
6）

短期記憶の困難が重複すると，漢字学習困難が生じる

徐ら （2012）は，既習漢字の復習のための支援を

リスクが高くなることを明らかにした。また，リスク

おこなったが，熊澤ら （2013）は，学級での学習進

要因の重複した困難を軽減する予防的支援の必要性を

度に合わせた内容の，サポートブックを利用した学習

指摘した。これより，漢字学習の基礎スキルの改善を

支援効果について，モジュール群（学級内で一定時間

図る指導を行うことで，漢字学習の困難の予防的支援

にサポートブックで学習する群）
，ホームワーク群

となる可能性が推測される。

7）

（家庭でサポートブックで学習する群）
，統制群を比較

米国では，学習障害の判定方法の一つとして RTI

し，検討した。その結果，読字はモジュール群，ホー

（Response To Intervention）モデルが導入され，日本で

ムワーク群において，書字はモジュール群において，

は，学習上の困難に対する早期予防的支援との関連で

支援課題による学習が効果的であり，漢字読字書字困

4）

注目されている。海津ら （2009）は，RTI モデルに

＊1
＊2
＊3
＊4
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難の予防的支援となることを指摘した。
徐ら （2012）
，
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7）

熊澤ら （2013）は，ホームワークやモジュール学習

2.3

による，早期予防的支援の効果について報告したが，
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介入と調査の手続き
介入について

支援者による直接指導による支援効果は検討されてい

介 入 は，2014 年 9 月 ～ 12 月 の 期 間 に 原 則 週 1 回

ない。小学 2 年生を対象として，学級の授業進度に対

行った。指導は教育実習を終了した教員養成系の大学

応した漢字読字書字の直接指導の有効性について検討

に在籍する大学生が，小学校教員の監督のもと実施し

することが必要であろう。

た。指導回数は，A 小学校は 6 回，B 小学校は 7 回，

8）

後藤ら （2009）は，LD 児に対して，漢字と読み

C 小学校は 9 回であった。指導時間は 1 回 30 分を基

との対連合学習を行った。その結果，対連合学習の学

準とした。学習の形態は，学習支援先の学校の状況に

習量が健常児の平均－ 1 SD の値よりも低い者は，健

合わせて実施し，A 小学校は放課後の時間に学習を

常児の平均－ 1 SD よりも高い者と比較して，ひらが

行った。B 小学校は授業時間中に別室で取り出して学

な文の読み困難を示す割合が多いことを指摘した。こ

習を行った。C 小学校は朝の学習の時間に一斉指導の

れより，漢字学習に困難を示す者は，ひらがな単語の

形式で行った。
学習漢字は各学校の授業進度に合わせて選定し，国

流暢な読みスキルの違いにより，漢字学習の支援効果

語の授業で学習する前の単元の新出漢字を抽出した。

が異なる可能性が推測される。
以上より本研究では，通常学級に在籍する小学 2 年

A 小学校は 22 字，B 小学校は 25 字，C 小学校は 27 字

生を対象とし，読み書きの基礎スキルの改善を図る指

を抽出し，指導を実施した。 1 回に学習する漢字は，

導を実施した場合の支援効果について，ひらがな単語

3 ～ 5 字であった。

の流暢な読みスキルの違いに基づき検討することを目

毎回の指導は，保持テスト①（学習 1 週間後テス

的とした。具体的には，通常学級に在籍する小学 2 年

ト），プレテスト（学習前テスト）
，学習漢字の確認，

生児童の内，学級担任が漢字の読字書字学習の支援が

漢字読字の指導課題，漢字書字の指導課題，ポストテ

必要であると判断した児童を対象に，漢字学習支援を

スト（学習直後テスト）の順で行った。

指導者による直接支援で行う。対象児全員に，読み書

また，支援の効果を検討するため，指導最終日に保

きの基礎スキルを改善する指導を行い，単語連鎖テス

持テスト②（学習 1 ～ 3 か月後テスト）及び，未指

ト（ひらがな単語の流暢な読みスキルを測る課題）の
成績により 2 群（低成績群・非低成績群）に分け指導

導漢字テストを実施した。
（1）漢字読字の指導課題（図 1 ）
7）

効果を検討する。①指導漢字の平均正答率の変化，②

①ふりがな完成課題（熊澤ら ，2013）

無回答率，誤答率の変化，③未指導漢字の平均正答率

ふりがな完成課題では，単語とそのふりがなが 1 行

と指導漢字の平均正答率の比較の 3 点から，学習支援

に 4 単語～ 5 単語が提示され，その後の 3 行では，

が漢字学習困難児に対する予防的支援として有効であ

ふりがなの一部が，順次位置を変えて欠落して提示さ

るか検討を行う。

れた。欠落した部分のふりがなを書き込む課題であ
る。対象児には，ふりがなを記入して完成するように
２．方法

指示をした。
7）

②単語検索課題（熊澤ら ，2013）
2．1

対象

単語検索課題は， 1 行に 35 文字， 4 行の文字リスト

東京都Ｘ市の小学校 3 校の通常学級に在籍する小学

から，指定された漢字単語を見つけ，丸で囲み，囲んだ

2 年生児童 20 名（A 小学校 5 名，B 小学校 2 名，C 小

漢字単語に対応するふりがなを記入する課題である。

学校 13 名）を対象とした。対象児童は，学級担任が

7）

（2）漢字書字の指導課題（熊澤ら ，2013）（図 2 ）

漢字読字書字に関して学習支援が必要であると判断し

漢字の書字課題は熊澤ら（2013）を参考に，①漢字

た児童である。研究依頼については，小学校を通じ

の部品について言語的手掛かりを利用して学習する課

て，保護者へ研究の依頼をし同意を得た。

題，②回転させて提示された漢字を手掛かりに学習す
る課題，③漢字の部品を手掛かりに，漢字単語を書字

2．2

介入の時期

する課題の 3 課題を実施した。

学 習 支 援 の 期 間 は，2014 年 9 月 ～ 2014 年 12 月 で
あった。調査（単語連鎖テスト）は，学習支援前の
2014 年 7 月に行った。

2．3．2

調査について

（1）単語連鎖テスト
ひらがな単語の流暢な読みスキルを評価するため，
－ 116 －
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①ふりがな完成課題

9）

単語連鎖テスト（藤井ら ，2012）を，介入前に実施
9）

した。単語連鎖テストは藤井ら （2012）を参考に作
成した。Ａ 4 用紙に 14 文字× 14 行にわたってひらが
な文字がランダムに印刷されており，その中にター
ゲットとなるひらがな単語（物質名詞）が各行に 3 単
語ずつ配置された。児童には，文字列中の有意味単語
を時間内に多く見つけて丸で囲むように指示した。課
②単語検索課題

題遂行時間は 60 秒とした。また，事前練習を行った
後，本テストをおこなった。
（2）未指導漢字テスト
学習支援介入の指導効果を検討するために，未指導
漢字テストを，支援介入後に実施した。未指導漢字
は， 2 年生の配当漢字の内，各学校の国語の教科書の
中から，授業で学習を行う前の単元に配当されている

図１

漢字読字の指導課題

①漢字の部品について言語手掛かりを利用して学習する課題

漢字を出題した。漢字の出題数は支援先の学校の状況
に合わせ，A 小学校は 5 語，B 小学校は 5 語，C 小学
校は 10 語であった。読字のテストでは，漢字に対す
る読みがなを記入する課題であった。書字テストで
は，読みがなに対する漢字を記入する課題であった。
2．4

分析

単語連鎖テストの平均正答数を算出した。中ら

3）

（2014）に基づき，単語連鎖テストの成績が 10 パーセ
ンタイル以下（正答数 4 個以下）の児童と，11 パー
センタイル以上（正答数 5 個以上）の児童に分けて集
計し，単語連鎖テストの成績が 10 パーセンタイル以
下の児童を単語連鎖低成績群，11 パーセンタイル以
②回転させて提示された漢字を手掛かりに学習する課題

上の児童を単語連鎖非低成績群に分類した。支援対象
児の漢字読字・書字の各テストである，プレテスト，
ポストテスト，保持テスト①，保持テスト②，未指導
漢字テスト（以下，プレ，ポスト，保持①，保持②，
未指導とする）の読字と書字の平均正答率と標準偏差
を単語連鎖低成績群と単語連鎖非低成績群に分けて算

③漢字の部品を手掛かり漢字単語を書字する課題

出した。群ごとに介入効果について，プレ，ポスト，
保持①，保持②の平均正答率の差を一要因分散分析に
より検討した。また，テストごとの，誤答率，無回答
率の変化を検討するために，単語連鎖低成績群，非低
成績群それぞれで，一要因分散分析を行った。指導漢
字の保持率の妥当性については，保持②テストと未指
導漢字の成績差を t 検定により検討した。

図２

３．結果

漢字書字の指導課題

3．1

単語連鎖テストの成績について

単語連鎖テストの成績は 1 ～ 12 個の間に位置し，
3）

平均正答数は 6.9 個であった。中ら （2014）に基づ
－ 117 －
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き，単語連鎖テストの成績が 10 パーセンタイル以下

意差が認められた（漢字読字：単語連鎖低成績群：F

（正答数 4 個以下）の児童と，11 パーセンタイル以上

（3,20）=19.28, p ＜ .01，単語連鎖非低成績群：F（3,52）

（正答数 5 個以上）の児童に分けて集計した。単語連

=22.15, p ＜ .01

漢 字 書 字； 単 語 連 鎖 低 成 績 群：F

鎖低成績群（10 パーセンタイル以下）が 6 名，単語

（3,20）= 4 .46, p ＜ .01，単語連鎖非低成績群：F（3,52）

連鎖非低成績群（11 パーセンタイル以上）が 14 名と

=42.90, p ＜ .01）
。Tukey 法による多重比較の結果，漢

なった。

字読字では，単語連鎖低成績群，非低成績群共に，プ
レとポスト，保持①，保持②の間で有意な差が認めら

３．２

指導漢字の読字・書字テストの成績について

れた（p ＜ .01）。漢字書字テストでは，単語連鎖低成

単語連鎖低成績群と単語連鎖非低成績群にわけ，プ

績群では，プレとポストの間で有意な差が認められた

レ，ポスト，保持①，保持②の各テストにおける正答

（p ＜ .05）。単語連鎖非低成績群では，プレとポスト，

率（SD）を算出した。図 3 は，各群の平均正答率の

保持①，保持②間，ポストと保持①間で有意な差が認

推移を示している。読字テストは，単語連鎖低成績群

められた（p ＜ .01）。これより，漢字読字は，単語連

において，プレ 36.8％（16.0）
，ポスト 93.9％（8.8），

鎖低成績群，非低成績群共に，指導前のプレよりも，

保持① 70.8％（13.2）
，保持② 88.2％（13.3）であった。

指導後の平均正答率が高いことが指摘できる。漢字書

単語連鎖非低成績群は，プレ 57.4％（26.8）
，ポスト

字は，単語連鎖低成績群は，プレとポストの間のみに

97.8 ％（3.2）， 保 持 ① 92.1 ％（11.4）
， 保 持 ② 97.6 ％

成績の有意な向上が見られたが，単語連鎖非低成績群

（4.7）であった。

は，指導前のプレよりも，指導後の平均正答率が高い

漢字書字テストでは，単語連鎖低成績群において，

ことが認められ，書字は，単語連鎖テストの成績に

プ レ 21.8 ％（15.3）
， ポ ス ト 65.7 ％（16.9）
，保持①

よって平均正答率の向上に違いがあることを指摘でき

32.2％（14.0）
，保持② 53.8％（31.7）であった。単語

る。

連鎖非低成績群において，プレ 46.1％（14.3）
，ポス
ト 92.6％（8.0）
，保持① 73.8％，保持② 83.3％（10.8）

３．３

指導漢字の無回答率，誤答率の変化について

図 4 は，指導漢字の平均無回答率を示している。プ

であった。
プレ，ポスト，保持①，保持②の平均値の差を検討

レ，ポスト，保持①，保持②の無回答率の差を検討す

するため，単語連鎖低成績群の読字・書字，単語連鎖

るため，単語連鎖低成績群の読字・書字，単語連鎖非

非低成績群の読字・書字の 4 条件でそれぞれ一要因分

低成績群の読字・書字の 4 条件でそれぞれ一要因分散

散分析を行った。その結果， 4 条件とも 1 ％水準で有

分析を行った。その結果， 4 条件ともに有意差が認め
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字テストでは，単語連鎖低成績群，非低成績群共に，

を検討するため，一要因分散分析を行った。その結

未指導漢字テストと保持テスト②の間に有意な差は認

果，漢字読字テストは，単語連鎖非低成績群におい

められなかった。

て，有意な差が認められた（F（3,52）=8.75, p ＜ .01）。
４．考察

Turky 法による多重比較の結果，プレとポスト，保持
①，保持②間に有意な差が認められた（p ＜ .01）
。
単語連鎖低成績群は有意な差が認められなかった。

４．１

指導漢字の正答率の変化について

漢字書字テストは，単語連鎖低成績群，非低成績群共

漢字読字では，単語連鎖低成績群，非低成績群共

に，有意な差は認められなかった。これより，漢字読

に，学習前に実施したプレテストよりも，12 月（学

字テストでは単語連鎖非低成績群においてプレから，

習から 1 ～ 3 か月後）に実施した保持②の平均正答

保持②にかけて誤答率が減少したことが指摘できる。

率が上昇した。これは学習前に比べ，学習した漢字が
学習後も保持されていることを指摘できる。漢字書字

３．４

指導漢字と未指導漢字テストの平均正答率の

テストでは，単語連鎖非低成績群はプレと保持②の間

比較について

で平均正答率の上昇が認められ，介入後の学習漢字が

未指導漢字テストの平均正答率（SD）を算出した。

保持されていることを指摘できる。単語連鎖低成績群

漢字読字テストでは，
単語連鎖低成績群 67.7％（32.8），

では，プレとポストの間には有意な成績の上昇が認め

単語連鎖非低成績群 73.5％（16.5）であった。漢字書

られたが，プレと保持②では正答率は上昇しているも

字テストでは，単語連鎖低成績群 24.5％（15.2）
，単

のの有意な差が認められなかった。
6）

語連鎖非成績群 78.2％（22.4）であった。指導漢字の

徐ら （2012）は，小学 2 年生を対象にホームワー

保持②テスト（ 1 ～ 3 ヶ月後の保持率を評価するテス

クを用いた漢字の読字，書字の指導効果について検討

ト）と，未指導漢字テストの成績の差を検討するため

を行った。漢字読字や書字に困難を示すものの中で，

に t 検定を行った。図 5 は，保持②と未指導漢字テス

ひらがな音読に困難を示す者が多いグループは，示さ

トの平均正答率を示している。t 検定の結果，漢字読

ない者が多いグループと比較して，読字成績の上昇の

字テストにおいて，単語連鎖低成績群では，保持②の

仕方に違いがあることを指摘した。ひらがな音読に困

方が未指導漢字よりも有意に正答率が高い傾向がみら

難を示さない者が多いグループでは，第一期間の介入

れた（ t（1）=43.0, p ＜ .10）
。単語連鎖非低成績群で

で漢字読字テストの成績に向上が見られたが，ひらが

は，保持②の方が未指導漢字よりも正答率が有意に高

な音読に困難を示す者が多いグループは，第一期間の

いことが認められた（ t（1）=30.2, p ＜ .01）
。漢字書

介入に加え，第二期間の介入を受けることによって，

－ 119 －

東京学芸大学紀要
成績の上昇が認められた。その背景として，徐ら

総合教育科学系Ⅱ
6）

第 67 集（2016）

段階では読字書字ともにレキシコンが未形成であり，

（2012）は，ひらがな音読の困難の軽減によって，漢

学習支援及び授業での学習によってレキシコンが形成

字読字テスト成績に向上が見られるとことを指摘し

されることが想定される。学習漢字の保持の観点から

た。本研究においても，単語連鎖低成績群と単語連鎖

プレと保持②の回答構成比を比較すると，正答と無回

非低成績群の平均正答率を比べてみると，単語連鎖非

答の比率が逆転する形となり，介入指導により無回答

低成績群のほうが高いという結果となった。これよ

の比率減少につながったと考えられる。これは，学習

り，漢字読字テストの保持には，ひらがなの流暢な音

した漢字が保持されていることを示すものと考えられ

読が影響することが推測される。

る。誤答率については，単語連鎖非低成績群の読字に

また，漢字書字テストにおいて，単語連鎖非低成績

おいて学習前と比較して誤答率の減少があった。その

群は，プレと保持②の間に有意な成績の向上が認めら

ほかにおいては，誤答率の有意な変化は認められな

れたが，低成績群は向上しているものの有意な差が認

かったが，プレの際よりも比率が減少していることか

3）

められなかった。中ら （2014）は，漢字の書字の低

ら，介入指導により読み書きの誤りが減少したことが

成績のリスク要因として，漢字の読字の困難やそれに

推測される。

ともなう，ひらがな単語の流暢な読みスキルの弱さを
指摘した。本研究においても，単語連鎖非低成績群

４．３

指導漢字と未指導漢字の平均正答率の比較

は，単語連鎖低成績群と比較して，漢字の書字の保持

介入指導の有効性を検討するために，指導漢字の保

率が高かった。これより，ひらがな単語の流暢な読み

持②（1 ～ 3 ヶ月後）と未指導漢字の間の正答率の比

の困難や漢字読字の困難といった漢字学習に関与する

較を行った。その結果，漢字読字において，単語連鎖

リスクの重複が，漢字の書字の保持率に影響すること

低成績群，単語連鎖非低成績群では学習漢字の保持②

が推測される。

の方が，未指導漢字よりも有意に正答率が高い傾向が

しかし，読字，書字ともに両群で，学習前に実施し

認められたため，介入指導により保持率が高まったこ

たプレテストよりも，12 月（学習から 1  3 か月後）

とが指摘できる。漢字書字については，単語連鎖低成

に実施した保持②の平均正答率が上昇した。これは学

績群，非低成績群共に，有意差が認められなかったも

習前に比べ，学習した漢字が保持されていることか

のの，未指導漢字よりも指導漢字の平均正答率が高い

ら，一定の介入の効果があったと指摘できる。また，

という結果となった。単語連鎖非低成績群の書字以外

ポストと保持①の間においては平均正答率が低下した

は，指導漢字の平均正答率が 10％以上高くなり，指

が，保持①と保持②の間において正答率が上昇した。

導の介入の効果が一定程度あったと指摘できる。徐

この現象は，両群ともに認められた。この背景として

ら （2012）は，本研究でも書字課題として実施した，

は，保持①と保持②の間に，学校の授業において介入

漢字の部品について言語的手掛かりを利用して学習さ

指導で学習した漢字単語の学習が行われたことの影響

せる課題，回転させて提示された漢字を手掛かりにさ

10）

6）

が推測される。高浜ら （2002）は，特別支援教育の

せる課題，漢字の部品を手掛かりにし，漢字を書字さ

学習教材の一つとして，復習のための教示だけではな

せる課題を第一期間の介入課題として支援を行った。

く，学習の進度に対応した教材を工夫し支援すること

しかし，この課題で効果が上がらなかった児童に対し

の有効性を指摘している。これより，授業の単元中に

ては，第二期間の介入時に，漢字を構成する部品に色

扱う漢字単語について，授業前に一定程度，読み書き

をつけて，視覚的な情報を付加した支援課題を行うこ

が可能な状態にすることで，授業での学習や宿題など

とで，漢字書字の正答率が向上したことを明らかにし

でさらに学習を積み重ねた際に，漢字保持の割合が高

た。本研究では，色情報の支援課題は実施していな

まることが予測される。

い。今後は，色情報といった視覚的な情報を付加した
指導課題の利用など，介入指導の効果に関してさらな

４．２

指導漢字の無回答率，誤答率の変化について

る検討が必要であり今後の課題である。

単語連鎖低成績群，単語連鎖非低成績群ともに，読
５．結論

字書字テストにおいて，プレでは無回答率が高く，指
導を重ねることで，無回答率が有意に減少する傾向が
11）

指導漢字の平均正答率の向上，無回答率，誤答率の

認められた。石井ら （2004）によると，無回答は，
読字と書字プロセスでレキシコンの形成不全を反映す

減少，指導漢字の保持率の維持の 3 点から，今回の検

ると指摘している。学校の授業で漢字を学習する前の

討は小学 2 年児童の漢字学習困難の予防的支援として

－ 120 －
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一定程度，効果的であったことを指摘できる。対象児
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（response to intervention）を導入した特異的読字障害の早

された児童であり，学習支援効果が全員に見られた。

期発見と早期治療に関するコホート研究．脳と発達，46

このことから，授業に先立って行う漢字学習支援は小
学 2 年児童全体に対して有効な予防的支援となる可能

（4），270-274．
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要支援の判断に基づく小学 2 年生について

Support for Learning to Read and Write Kanji :
Concerning the Second Grade Pupils who were Regarded by Classroom Teacher
as Having the Needs of Educational Support
中 知華穂＊ 1・佐藤 ゆうみ＊ 2・大山 帆子＊ 3・小池 敏英＊ 4
Chikaho NAKA, Yumi SATO, Hoko OYAMA and Toshihide KOIKE
発達障害学分野

Abstract
In recent years, attention has been drawn to the necessity of support for children with learning disabilities in the early
years of elementary school. This study focuses on twenty elementary school students enrolled in standard second-grade
classes who have disabilities in learning Kanji. The study aims to determine the efficacy of support when guidance is given
to improve the Constitute basic skills of learning Kanji (fluent reading skills of Kana words and the ability of detects the
part of the Kanji) based on students’performance on the test of rapid searching of Kana words(tests evaluating students’
ability to fluently read Kana words). As a result, the average rate of correct answers for Kanji given to study increased in all
the following cases as compared the pretest (before supporting) in both low performance and non-low performance groups
in test of rapid searching Kana words; the posttest held after guidance (immediately after supporting), the first maintenance
tests (one week after supporting) and the second maintenance test (one to three months after supporting). Similarly, both the
low performance and non-low performance group students scored showed higher rate of rapid searching Kana words in the
second maintenance test than on the pretest. From the above, it is clear that guidance of Kanji to improve basic skills of
learning Kanji was effective as a preventative measure of support toward second-grade elementary school students having
learning disabilities in learning Kanji.
Keywords: Difficulties reading and writing Kanji, Children with LDs, Prevention of LD
Department of Developmental Disabilities, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501, Japan

要旨 :

近年，小学校低学年における学習困難に対する支援の必要性が指摘されている。本研究では，通常学

級に在籍する漢字学習に困難のある小学 2 年生 20 名を対象とし，漢字学習の基礎スキル（ひらがな単語の流暢
な読みスキル・漢字部品の抽出スキル）の改善を図る指導を行った際の，支援の有効性について，ひらがな単
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語連鎖テスト（ひらがな単語の流暢な読みのスキルを評価するテスト）の成績に基づき検討した。その結果，
単語連鎖低成績群，単語連鎖非低成績群ともに指導漢字の平均正答率は，プレテスト（学習前）と比較して，
指導後のポストテスト（学習直後），保持テスト①（学習 1 週間後テスト）
，保持テスト②（学習 1 － 3 か月後
テスト）のいずれのテストにおいても正答率が向上していた。また，単語連鎖低成績群，単語連鎖非低成績群
ともに，保持テスト②は，未指導漢字テストよりも正答率が高いことが明らかとなった。以上より，漢字学習
の基礎スキルの改善を図る漢字指導は，小学 2 年児童の漢字学習困難の予防的支援として効果的であったこと
を指摘できる。
キーワード : 漢字の読字書字困難，LD 児，LD 予防

－ 123 －

