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1. 発表の流れ・目的

1. アセスメントの概要（奥村）

2. 教室での活動・遊びを通じたアセスメント（島田）

3. 教室でも出来る検査（奥村）

4. 専門機関での検査（奥村）

5. アセスメントで分かった特性への対応（島田）

6. まとめ（奥村）

 主に学校で必要な力に焦点を当て，

 教室・専門機関で使える／使われる，

 アセスメントツールの「名前と中身」を紹介する。

※多言語の子供にどう使うか➡ ディスカッションへ
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1. アセスメントの概要

領域 項目 2. 教室 活動･遊び 3. 教室 検査 4. 専門機関 検査

行動 全般 観察

会話 OBC／DLA, 他

基礎 知能 WISC-IV

視覚認知 お手玉, おはじき
片足立ち, はさみ

DTVP

身体･運動 MABC-2

学習 音韻認識
復唱, しりとり
逆さ言葉

語音聴覚検査

語彙 絵カードゲーム PVT-R

KABC-2読み書き
日頃の学習活動

音読, 視/聴写, 読解

ひらがな音読検査
読み書きｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

WRAUSS

算数 日頃の学習活動 算数障害評価
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２. 教室での活動・遊びを
通じたアセスメント

（島田）
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2. 活動･遊びを通じたアセスメント

「専門家ではないから」と手を止めない。

個別指導での改善

低学年では、元から発達のばらつきがある。

9・10歳までの訓練で改善することがある。
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専門機関での検査

教室での対策

問題への
気づき

気になることの整理

行動面：遊びを通してチェックする

➡ 教室・家庭で出来る対策

学習面：教室で出来るアセスメント



2. 活動･遊びを通じたアセスメント

領域 問題 言語環境の影響 考慮すべき発達上の

問題

アセスメント

行動 落ち着きがな
い

日本語の指示がわ
からない。BGMの
よう。

感覚過敏

視覚，聴覚，嗅覚など

観察
事例１

しゃべらない サイレントピリオ
ド
言語環境での
ショック

緘黙

完全・場面

OBC（DLA)
事例２

コミュニケー
ションが出来
ない

幼児期から日本で
の会話になれない

ASD（自閉症スペク
トラム障害）

指人形などで
会話をする。
OBC(DLA)

姿勢が悪い・
上履きがはけ
ない

以前の学習環境 感覚過敏

触覚

背中に文字書
きゲーム
丸椅子の使用

基礎 体の動きが悪
い
不器用

運動の不足 空間認知の弱さ
発達性協調運動障害

おてだま投げ
おはじき
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2. 活動･遊びを通じたアセスメント

事例1：大都市から移動した日本人A

●落ち着きなく絶えずしゃべり不注意。

●現地では、あまり眠れなかったという。

アセスメント：観察

教室の隅で教師が小声で話していることがすべて
聞こえていた。匂いのあるものを持ち込むとすぐ
に気づいた。

➡落ち着きのなさの根底に、感覚過敏がある？

保護者には検査を勧めたが、落ち着きのなさを叱
るばかりで検査は実現しなかった。
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2. 活動･遊びを通じたアセスメント

事例2：複数使用言語国から帰国した日本人B

●緘黙かと思われるほど、話さなさい。

●保育園(言語a)→幼稚園(言語b)→1年生で日本帰国

アセスメント：OBC バイリンガルのための日本語会話力検査

対話の部分に来ると、全く答えられなかった。

➡コミュニケーションに特異的な困難がある

少しずつ対話を重ね、4年後には大変おしゃべりで
社交的になった。算数の理解の弱さもあった。
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2. 活動･遊びを通じたアセスメント

8

学習の困難 言語環境の影響 考慮すべき発達

上の問題

アセスメント

読めない 語彙の不足

言葉の意味がわからない

知的障害

読み書き障害

音読

書けない

(特殊音節)

日本語の書字体系の理解

不足

知的障害

読み書き障害

視写

読み書き支援ワーク

日頃の学習活動

読解の困難 日本語の弱さ 知的障害

読み障害

日頃の学習活動

音韻感覚の

弱さ

日本語の音韻に不慣れ 知的障害

音韻意識の弱さ

しりとり、たぬき言

葉、逆さ言葉

語彙の不足 どちらの言語でも語彙が

少ない

知的障害 絵カードゲーム

OBC, ﾌﾟﾚｽｸｰﾙﾏﾆｭｱﾙ

算数，数の

理解が苦手

外国語で数の概念を理解

しきれていない

知的障害

算数障害

日頃の学習活動

ﾌﾟﾚｽｸｰﾙﾏﾆｭｱﾙ



2. 活動･遊びを通じたアセスメント

OBC バイリンガルのための日本語会話力検査 語彙

●DLA「はじめの一歩 導入会話・基礎語彙」の前身

●導入・語彙・基礎・対話・認知

●日本語学び始めの語彙55（名詞･動詞･形容詞）

➡ 2つ以上の言語で語彙の多さを比較できる。

愛知県プレスクールマニュアル 語彙, 算数, 読みなど

●語彙検査100（名詞・動詞・形容詞・ひらがな

読み・数と算数・基本の質問・繰り返し）

➡ OBCより広い範囲で、読み、数の理解まで測る。
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2. 活動･遊びを通じたアセスメント

読み書きが苦手な子供への支援ワーク 読み書き

明治図書

・基礎，つまずき，漢字編（電子版あり）

➡音韻感覚，特殊音節の表記などの評価／学習に

学年を問わず使える。

絵カード すずき出版 語彙

・項目別10ケース

・色彩がきれいで子どもが楽しめる

➡カルタ遊びを通じて語彙量を把握／伸ばす。
10



３. 教室でも出来る検査

４. 専門機関での検査

（奥村）
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3-4. 検査の紹介にあたって

標準化検査

能力を数値化 +同年齢の平均と比較→発達水準

3. 教室で出来る＝短時間，簡便，学校活動に近い

4. 専門機関＝長時間，複雑，専門知識が必要

実施者の要件［学校］

 検査の目的・内容・手続きを熟知している。

 結果の数値を解釈出来る。

 保護者や学校と必要なやり取りが出来る。
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3. 教室でも出来る検査 語彙

絵画語彙発達検査［PVT-R］日本科学文化社

●受容語彙の発達水準 語彙年齢，評価点（平均=10）

●対象：3歳0ヶ月〜12歳3ヶ月

●言われた語に合う絵を指さす
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・｢果物｣ ・｢運転｣

・｢乗る｣ ・｢競技｣

・｢運動｣ ・｢廃棄｣

➡日本語があまり話せない段階でも評価が可能。



3. 教室でも出来る検査 読み書き･算数

特異的発達障害診断・治療のための実践ガイドライン
診断と治療社

●ひらがな連続音読検査

ひらがな文字，単語，無意味語，単文
よ げ みゅ げんかん たあせの 赤い丸の上に…

●算数障害の症状評価のための課題

数字，数の合成，暗算，筆算，文章題

速さ･正確性 → 小学生の学年別平均値と比較

➡学習の基本的なスキルを簡便に評価出来る。
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3. 教室でも出来る検査 読み書き

小学生の読み書きスクリーニング検査 サクセス･ベル

●ひらがな，カタカナ，漢字の読み書き検査

●対象：小学校1-6年生

●20問中の正答数を各学年の基準値と比較
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小学生の読み書きの理解［URAWSS II］サクセス･ベル

●読み書き速度の検査

●対象：小学校1年生〜中学校3年生

●1分間に黙読した／書き写せた文字数を評価

➡教室での学習活動の一環として実施出来る。



4. 専門機関でのアセスメント

WISC-IV（ウェクスラー式知能検査：児童用第4版）

知的発達水準（知能）の検査

➡生活･学習の基礎となる力がどれだけあるか？
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言葉による理解･表現･思考力

図や絵に基づく理解･思考力

聞いたことを記憶する力

単純作業の効率

平均=100 “同年齢”の子供と同等の力がある全検査IQ

言語理解

知覚推理

ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘ

処理速度

≦69 非常に低い

70-79 境界域

80-89 平均の下

90-109 平均

110-119 平均の上

120-129 高い

≧130 非常に高

い



WISC-IVの下位検査と例題 平均=10
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言語理解

類似

単語

理解

知識

語の推理

知覚推理

積木模様

絵の概念

行列推理

絵の完成

ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘ

数唱

語音整列

算数

処理速度

符号

記号探し

絵の抹消

｢桃｣と｢梨｣はどこが同じ?

｢馬｣とは何ですか?

信号を守るのはなぜ?

1分は何秒?

白くて冷たいものです。

5･2･3 → 5･2･3／3･2･5

お･2･あ→ 2･あ･お

12個の柿を5個食べると
残りはいくつ？

仲間は?

〇×〇＿ ← 〇 × ▲ ?

足りない
箇所は?

ヿ ー ⌒ 書き写す

∈⊥ ∋⊂∟  ある･ない

動物→ /

※▉は補助検査，IQ算出に使わない



WISC-IVと学習活動

WISC-IVで見る力と学校でやることの関連は？

●言語理解 言葉による理解･表現･思考力

例：先生の説明や教科書の理解，作文，文章題

●知覚推理 図や絵に基づく理解･思考力

例：漢字，図形，図やグラフの読み取り

●ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘ 聞いたことを記憶する

例：授業を聞いてノートを取る（書くまで覚えてお
く）

●処理速度 単純作業の効率

例：板書，漢字ドリル，計算ドリル，テスト
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多言語の子供とWISC-IV

日本版WISC-IVを日本で実施したときに，結果の見方
で留意する点

●言語理解 日本語の力，文化差 例: 落とし物への対応

※その子どもの強い言語で実施しても，“住んでいないこと”に
よる文化差が影響する。

●知覚推理 絵の問題で多少の文化差 絵の概念／完成

●ワーキングメモリ 日本語の力 数字，あいうえお順

●処理速度 多言語の影響は少ない

➡日本語の力は全検査IQに大きく影響する

➡弱さの解釈は多角的に（言語, 環境, 知能, 情緒 etc）
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4. 専門機関でのアセスメント

KABC-2（Kaufman Assessment Battery for Children 2）

認知能力と習得度の検査

“学習の基礎力” vs. “勉強の定着度” 平均=100
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認知総合

継次

同時

計画

学習

習得総合

語彙

読み

書き

算数

順番に示された情報
を記憶する力

新しい事を覚える力

視覚情報をまとまり
として捉える力

物事の法則性や因果
関係をつかむ力

表現語彙，なぞなぞ
理解語彙

文字の読み，文の理解

文字の書き，文の構成

数的推論（文章題）
計算



4. 専門機関でのアセスメント

DTVP／フロスティッグ視知覚発達検査 視覚認知

●視知覚：形を捉える力

●視覚運動協応：見た形に基づいて描く力

語音聴覚検査 聴覚／音韻認識

●聞き取ったひらがなを書く（復唱する）

●語音が聞き取れる音量（dB），音韻認識の確認

MABC-2 運動／不器用

●微細運動（手先の器用さ）

●粗大運動（全身運動：ボール投げ, バランス等）
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５. アセスメントで分かった
特性への対応

（島田）
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５. アセスメントで分かった特性への対応

帰国する場合（海外から，本国へ）

●障害の診断を受けて母国（母親の国）に帰る。

●帰国して、障害と気づく 外国人だからと考えていた…

帰国しない場合（日本に住む外国人、海外に住む日本人）

●外国語（強くない言語）で検査を受ける。

●一時帰国：強い言葉（母語）で検査を受ける。

検査結果の扱い

●外国語での結果（非母語・通訳付き）➡「参考」

●低年齢の場合、その後の発達による変化にも留意
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５. アセスメントで分かった特性への対応

行動面（言語環境の視点から）

●落ち着きがない

褒められる、成功経験が少ない

＜手立て＞言語能力に合った課題→成功経験の蓄積

●人との会話が苦手、コミュニケーションがちぐはぐ

外国語（強くない言葉）環境で、幼児期に人とのやり
取りが自由にできなかった可能性

＜手立て＞少人数（1対1）の人間関係から、丁寧な言
葉のやり取りに慣れさせ、信頼関係を構築

➡家庭／教室で安心につながる母語を育てる
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５. アセスメントで分かった特性への対応

学習面：理解を深めるために

●日本語（学習のことば）の力に合った課題を与える

●語彙の難しさ、文章の複雑さ・長さへの配慮

●漢字にルビ，用紙の色や大きさ。不要な部分を隠す

学習面：ことばを増やすために（ことばのやり取り）

●生活語彙：生活の中で使う語彙、上位語彙、下位語

彙などを意識的に使う（くだもの、のりもの・・）

●抽象語彙：読み聞かせ、テレビニュースなど社会の

情報を話題にした会話

●学習語彙：教科学習の教材を通して増やす
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ことばの指導で考えていること

26

母語

語彙カップ

他の言語

家庭・学校での自然なやりとり
＋

ドリルや教科書など紙での勉強



５. アセスメントで分かった特性への対応

身体・運動の問題

＜手立て＞今までしなかったような遊び・運動に
よって感覚に刺激を与え続ける。

●言葉遊び

●ボール遊び、なわとび

●おはじき、あやとりなど 日本の遊びは優れている！

●迷路・点繋ぎなど

➡「訓練、療育」ばかりではなく、体を使って遊
ばせる
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５. アセスメントで分かった特性への対応

まとめ 継続した個別指導により＜行動＞＜学習＞＜
身体・運動＞の問題に手立てをする。

専門家でないと言って手を休めない。特に低学年時期

⬇

 言語環境の問題であった事柄は、改善されていく

 生来の障害と思われる問題は残っていく。

特定の機能の発達の問題による、明らかな学習障害

全般的な知的発達の弱さによる学習遅滞

検査をする言語が育った時期に、発達検査を受ける。

➡問題の精査：言語環境／特定の機能／全般的な知能
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6. まとめ

（奥村）
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6. まとめ

●活動・遊びを通じたアセスメント

日常的に行われている ➡体系化，意識化，共有

●教室でも出来る検査

簡便＆客観的な能力把握➡ 必要に応じて実施

●専門機関での検査

子供の困難の本質をつかむ ➡ 必要性の検討･相談

最大の問題：多言語の子にツールをどう使うか？

➡後ほどディスカッションしましょう！
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