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1 .デイジー教科穫とは?

マルチメディアデイジー教科替は、通常の教科袋三ニ問綴のテキス卜、画像

を使用し、テキス卜に資声後シンクロ((湾綴〉させて読むととができるも

ので、ず。

ユーザーは音声を聞きながらハイライトされたテキス卜を読み、 i湾じ苦築設立

上で総をみるとともできます。

(公財)日窓際饗著者リハビリテーション協会で、は、 2008年の9月よりマル

チメディアデイジ…教科書撃を適常の教科書では読むことが濁襲撃な児童生徒

に、提供を始ましたの

2012年度は、当協会を中心にボランディア主主体等〈下詑参照)と協力者E綴み、

より多くの読むことに困難のある悠徒に提供をしております。

デイジー教科縫製作に携わっている鼠手事の綴介

・特定非寝前j活動法人 N昌D(ナディー 悶奈良デイジーの会〉

・特定非蛍利活動法人 デジタル編集協議会ひなずく

・国立大学法人富山大学入路発途科学部森閏研究

-ボランティアグループデイジー江戸川

・特定非嘗れ活動法人支援校術開発機構

・特定非営約活動法人 かかわり教室霊

-特定委幹警護軍当活動法人 ごみとみドットコム

・ネ士会事議後主主人目zドライトハウス情報文化センタ…

・弱読奉仕グ7レ…ブ IQの会j

・特定非営利j活動法人やまゆり

.認布デイジー

，あおもり DAI5Y研究会

-特定非営利活動法人 サイエンス・アクセシピリティ・ネット

.広島鐙際大学マルチメディア DAI5Y研究会

-事士会綴後法人 日本点字図書館



デイジ…数料穫の紹介

2.どのような入が対象になるの?

i飽幣の教科書では読むととが関殺な児童生徒が対象となります。

特別支援学級、特別支援学校、書量逮学級、幾i顔学級+3鹿級などの取り出し

授業など、ざま;f*な児童生徒に提供してい*90
発達滋害警 (LD、ADHD、広汎性自閉症宅事〉、綴球選動の障害、よ絞隊号器、脳

性マビ、銭的様号響、筏覚障害(会夜、務貌)、孝義警棒蓄などの診断があるか

たもいらっしゃいますが、診断がなくても、通常の教科懇では読むことが

閤雛な!尽窓生徒が対象となり家す。

3.どのようなツールで緩めるの? (PC， ipad，専用機様、ソフト等)

fマルチメディアデイジ一教科書喜滋潟マニュアjむを参照

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/usemanualJ淀川

1 )マルチメディアデイジー鰯糟の申請方法

i強宇撃の教科書では読むζとが箆幾な児童生徒は、デイジー教科書を利用す

るととができ*す。必ずしも、医学的診断は必要患ではありません。

申請は、保護者、担任、通級指導担当、絞主義、事投資委員会、支援者、本人

でも行え家90

1 期繍籍後用意する。

事制審警警警は1X下の URLより常務畿各ダウンロード。

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/b∞k/daisytext.html 
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デイジー教科著書の綴介

器

2. Et篇蓄に記入する。

• rマルチメディアデイジー教科義援供依綴議Jは、パソコン入力でも、手書

ぎでも檎いません。「担当者氏名Jr児童量生徒の所繍伊校名Jr学年Jr連絡先j

f側ミ}語審校総むと~など、どんなととで図っていますかじが必須毒事務とな

ります。

r:ijl:諮害警」は、償義章受行うま設当著者が自筆で、提出日をご記入の上、著書名君まし
てください

・複数の児童生徒に書脅して、*'とめて申告育者t行うとともできますG その際は、

必要事項を表にしてまとめていただいて緩いません。

・製作会れている教科書の一覧は、次のυ設しで後認できますお製作されてい

ない教科書撃も申請できますが、すべての教科蓄撃が製作でるとは限らない

ので、と?ア語をください。

出 p:/lw附 v.dinf.ne.jp/doc!daisylむookJおisyt，侃html

3‘申請書を提出するo

• FAXで提出する場合

03剛 5273心615まで送信してくだざい0

・メ…ルにて撲出する場会

daisy_c@dinf.ne.jp *'で、お送りください。

その機会、 2襲撃義襲撃はスキャンしたものを添付してください0

・郵送にて媛泌1ずる機会

以下の宛先にご送付くだ;!い。

干 1る2-0052策京都新宿区戸山ト22-1

公益慰毘法人 E本障害者リハビリデ…シぉン協会情報センター

DAISY担当殉



デイジ…数料審の紹介

2)デイジー数料議後申請後‘利用まで

. }，躍{終方法を fiy-JてからダウンロードJ7:崎務した場合、教科書ダウン口…

ドサイトの案内tsメールにで績を*90

-ダウン口一ドから保存*7:

1.ダウンロードサイト (http://sl.jsrpd.jp)を開宏、去最られてきたログイ

ン名Jニパスワ…ドを入力、「ログインJ~、タン後クリックします。

2.ログインするとダウンロードできる教潟警察の…践の商産iH<::移ります。

ダウンロ…ドしたい教科書を採し、 f務総jボタンをクリックします。

3. f言学級」ボタンをクリックすると、教科書の情報が表示きれます。教

科書のダウン口…ドオを始めるには、密室喜左下の fダウン口…ドjボタ

ンをクリックします。

9 



デイジー教科餐の紹介
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*教科書によっては、教科護i還りのlレどの付いているもの、金><:1<:lv

ビが付いているものが選べます。

4.教科書警は圧織されたzipファイルで、ダウンロードされ荻90
5刷版総会れたzipファイlレを展開します。 zipファイルをおクリックし、

「すべて護翼線J1量クリックします。

6. r参照Jボタン主主クリックして、保存する場所を指定します。

7.保存するフォル夕、後作成する場所帯E滋ぴ、「新しいフォル夕、を作成」

ボタンをクリックします。

8.作成した「新しいフォlレダ」の名前安分かりゃずいフォル夕、名t<:変更

し、 rOfくjボタンをクリックします。そのままテキスト後入力すれば

名護立の変E震はで~ます。

主主)を昌sy丹自aderExpressを使われる方は、フォル夕、名寄金ド角芸定数にし

てくfござい。

急「幾際」ボタンなクリックしEます。

指定したフォルダ内1<:教科幾フォルダが保存されました!

これで、準備完了です。

(注意)

データは、書華街でコピーしたり、イ自の人に波したりしないよう

iζしてくだざい。

保存した孝章災害義フォルダの名前は、必要があれば、以下の方法

で変更するととがで~*す。

名喜立を変Eきしたいフォルダ曜をクりツクして選択した後、右クリッ

クをして f名磁の変質J:{fクりックし5ます。そのままテキス卜

を入力します。



デイジー署員科書の紹介

3) AMISで樽集

1. A総ISとは

AMISは、無償のデイジ、…湾生ソフトです。議でもインストーjレしてすぐに

使うことができますc

・文字が4段階鉱大?をます。

・文字と背景警の色の組み合わせが、ヰ襲撃類から選べます。

・湾急速度を浮くしたり選くしたりでそ雪5置す。

.晃t起しの階濁ナビゲーションができます。

・ぺ…ジやi主などを読み飛ばす設定がtI5ります0

.録音された声で務めます。

.録音されたF誌が入っていない場合には、合成愛知 {τTS)で読めます。

2.動作環草壁 (AMIS3.1.3) 

Windows 7， Windows Vista， Windows XP SP3I Intern邑tExplorer 7以上

Java託untim企1.6/50MB以上のハ…ド、ディスクの空領域

対応フォーマット:DAISY2.02とりAISY3

3.インターネットからインストール

1. ENJOY DAISYの、 AMIS3.1.3のページ努闘をまずα

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/so会war苦/amls3_L3.html

2.題言語の…宅島下*でスクローjレして、 rAMISフアースト・ステッブ・ 15

イドjをクリックします。

3. rs思tup-AMIS-313.ex君」後クリックします3

rセキュリティの警告jのメッセージ、が表示ざれた老議会は f実行するJ

1をクリックし荻90

4. rファイルのダウンロードJil霊蛮にで、 r~尾行J 唱をクリックしますQ

5. rAMIS 3.1.3(Japanese)セットアップj溺溜にで、「次ヘ >J考クソッ

クし5とす。

11 



デイジー教科書の紹介
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6. rl淘3撃するjをクりックします。

7. rインストール先フォルダJ(保存先)の場所者正確認し、変更がある場

合は、 f事参照山Jをクリックして変更しますG

き芝3警がない場合は、「インスト-)りをクリックし*90
8. r完了」そクリックします。

9. r AMIS3.1.3Jが起動し家90

Zこれでインストールが完了です乙

4) iPad， iPhone， iPod touchで再生 (VOD (voic.告。，fDAISY)の場合)

インストールについて

App Stor.号より購入でtTE長9。

お使いの機器CiPad、iPhone，iPod touζ"のAppStoreで、VOD後検事襲して、

異議入します。

員重篤価格は、 30ド)vで、 2013年2}守渓夜は2300円ですc

http://itunes.appl色com々pl昌pp/vod/id33S608379?mt=8

デイジー殴議後害事慾ずるまでの手順

機器 OPa司、 iPhon君、 iPodtouchのどれか)とz衣イス寸ブデイジー (VOD)

を持っていて、デイジ…教科欝(図書)を手に入れたら、あと…息です

機器にデイジー図惑を転送すると VODで手写生できます。

以下の手順でデイジー図書を iOS軽量畿に率五滋してください。

1. VOD唱を終ア<!1まる

iOS機器警のVODiデ怒勤しているときは終了させてください。

起動していなければそのまま次に進んでくださし、

2.パソコンと iOS機器唱をつなぐ



デイジー教科書の紹介

パソコンと iPad'iPhone' iPod touchをUSBケーブルでつな号、まず。

3. iTun悲喜安重量義務

パソコンのiτunesを起動します。

4. iOS機器を選んでクリック

iTunesの fデバイスj というととろで、デイジ…阪事撃を転送したい iOS

機器を選択します。

5. IAppJをクリック

商閣の上の方にあるはppJ安クリックします。

しし…一一…………
概鵬察一一一喫一樫也盟塑簿汲1竺笠呈Eて?ミ?均2苧?烹て4竺里 一与 と十，刊「仔レピ時畿自銘E竺明今型竺空一

6. 1¥10ひJt.f:クリック

fファイル共有」コーナーの IAppJというととろで IVODJをクリッ

クします。

7. 1)哀初…j そクリック

ファイI~殺害事

1;，1，字flJAtかをム if'lodtouch t~…ーの 1ンピェータと時期むJ是認を鐙迭できます‘

App 

-JW閑閑

錨鵬蜘桶

臨詩画誼圃圃圃圃圃圃圃圃圃E

voo申書類

IVODの書類Jコーナーの「追加山」というボタンをクリックしをま90

f潤く」のダイアログが表示されたらデイジー閣議そ滋択してくださ

し、。

13 



デイジー教科書の紹介

s鍵 VOひきを起動する

iOS機署警のVODを組動するとギターの警が流れ、転送されたデイジ一

撃霊祭わ主主主機にぎ是正代れ*90

本だな顔面のデイジー関著書をタップずると潟伎で'i!*9，

ζDで銀銭を受けた場合

Cひからデイジー教科書撃のは言っているフ才ルダをパソコンにコピーします。

フォル夕、のよで、翁クリックしてEE絡します。

{おクリック吋 rl法~J 吋「皮綴 (zip 形式)フォj レ夕、J もしくは、右クリッ

ク→「民絡」→ rzipJ) 

竺智弘、

れ

…
円

蜘

岬

岬

加

型

酬

• ーす苦しタヴ

開<(0)

制じいウインドウで祭く年}

8，回線.，，同出制布.cs日
di附町田fl:SoclJl1tv島問tI曲でス字りレます...

1 共有(H)

以f!IJ1])!トラヨ〉吻援壱(v)

電量ザ'I1t-r.じているファイA忍Aaち屈をで緩倉山

銀東{ま}

ffJ縄(q

ライブラJ;::，滋滋1(1)

法器(")

切ち段。ぴ}

3ピベc)
空白号付勿(P)

ラレヨ ト1]が争砂作槻'S)

箆幕。〉

名言2の霊堂更{時

ブユ月号Fィi時

との zipファイルを itunをを佼F躍してVOD，<::追加します。

14 



デイジー教科書の紹介

5) EasyReader Expressで湾急

平成25年度より fEasyRead控rExpr吉ssJという再生ソフトで再生できる

デイジー教科擦も配布予定。

務挙;ζ操作方法宅をとご袋内します。

1.フォル夕、内にある fDERE.exeJをクリックし法"9，

一む 新しいフ3申ルター ~ 
一一押…~一一…

;....;名翁 ""持経路

)jlt明"l' :ttlVi時J舟ヰ9;57

i生Vnp.3 四四月宣J盟主);OJ

!-t .:U~ ，mfiJ 油田fU.Q:J13:03

泊三U，m酎 2属目/11!2号1]:03

[iJ 'i...4.mp3 2凪1日flV2匠 13:03

It} ~U訓持 2'"哲!U!，_!}0:03 

lt: IUi.rn;>3 2白目9/11/20日 :03

事己削蜘州恥附 :![l1J!().lItH 1~40 

臨調 OtiR~ 間管 :!Dl之川由{U!骨:U

制dolpl1l同τl国 7.010)05/1.首 12:2-1

し」閉山Lock.D武 :1013/02101 ;(:40 

官gOrl，html 2009!t1r:2白山:'16
Z自由刊1川ml "母語川4日 .W:24

主伊".同Iml フ斜瑚!tl/2()lO川崎

を，.姐J.ntml ~(描号，U!2nW:47

事!;on4.ht川 L!培唖/U(2D11):4品

~jç初当 秘π甘 20091 ana i{T1昌
空整問地r.llrni! 10鵠 }l1Jlfi11):01 

疲れ'"悦吋 2告書世111/2()13:03 

訴す H 州内'‘d 棋吐伶喫 6州、"

2. fEasy註eaderExpressJが起動します。

15 
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縦書きは、右から読むとと毎覚えた。絵本やパソコンに興味~持つよ

うになった

東京都大器援立池上小学校教諭小野政美

1.本人の現況

小学校 1年伎の女子。喜多織は、広汎性発達障害で、全体的に緩やかな発透。

本で字を読むととにま総統があった。デイジーを使用するおには、緩みに関す

る支援は受けていなかった。ll':た、現在もデイジ一以外(f)読みの支援は受け

ていない。

2.デイジーの活用による支援

デイジーの佼活者始めたのは、小学?王手の6.F.l緩からで、ひらがな 5む音

が半分凝議室務める状態だった。担任の先生に勧められたなたがi!っかけで使

いはじめて、現モEも継続中である。小学生の溺諸君E使用している。

パソコンを使用し AMISで湾主主している白家庭では、部重量で毒事務tニ総務の

音読で使用しているや学校では、特別支策学級の全員偽名)で溺緩(f)授霊長

守使用している。

ディジーを使用するようになって、闘分から読んでみようとするように

なった。また、縦書きは、右から読むとと後主連えた。室長にある箆単な絵本を

読むようになっている。また、デイジーををつか、けにパソコンに興味を持ち、

操作者したがるように

なった。

とてもわかりやすい

教材で、迭さ等も調節

できるので、倍々に合っ

た成長の度合いで対応

でをすたの守良かった。

織広く教材があると良

いと I~ う。
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率期に銭喜子の指導を開始し、つまずぎが大きくなる前に、マルチメディ

アデイジーを導入した

青森県弘前市立大成小学校教諭簡潔策

1.本人の現況

小学校2年生 (8幾)の男児で、高機能広汎性発渓障害容、学習機害警の診断

を受けている。

緩みの特徴としては、 (1)勝手緩みや抜かし綴みが多い、 (2)行を銚;まして

(3)単語、文節の区切りを罪悪幾えて畿を1傾向がある。

デイジーを使用する前には、(1)絵*0)意書み際かせ、 (2)ひらがな単音の緩

みの指導、 (3)ひらがな単諮(促務、善命替のある単語)の読みの指導、{のくっ

つきの君主翼{は・へ・:a-)の読みの指導者を受けていた。現在は、 Lの3主t援は
受けていなし、。をまた、デイジー以外の読みの支援も終に受けていないの

2.デイジーの滋潟による支援

デイジ…は、小学 1年生の吾月から使い始め、線夜iζ査さっている。

関始時は、たどたどしく審議しており、勝手続みや抜かし読みが多く、行

を銚ばして音読してしまうととが笈々あった。

*!尼は、幼稚園年長時から、 3議事量指導者を受け、読みの指導を受けていた。

就学訴にほぼひらがな機昔話での緩みはできるようになったが、小学校入学主義、

読みのつまずさが出てくるととが懸念されたため、マルチメディアデイジー

教科書撃さを容を燃するととにした。本児の場合、読みの替手dが閤なってから使

用したわけではなく、 LDの疑いがあるととから、家総に緩みの指導を開始し、

つ*'ずきが大きくなる訴に、マルチメディアデイジ…要旨導入した事例である。

平成 22 年吾汚{小学 1 年)~平成 24 年 3 ，E1 (小学2年}で、デイジ一教

科議の小学校霞語を使Fおしている。デイジー図畿は絡に使用していない。

再生環境は、パソコンで、事専念ソフトは AMISを使用している。

家庭学習では、母殺と慰霊警の教科警の音読の宿題の擦に告をF告している。紙

の教科蕎i制捜わず、マルチメディアデイジー教科書をパソコン0)ディスプレ

イょに験し、続み隣かせをしたり、ハイライトの文字再生の襲撃後iζ号筆談させ

T事
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たり、登を浴してハイライトの文学に会わをきて皆殺したりして練習した。

滋室長指導教窓では、通級指導担当者Z子、マルチメディアヂイジー教科書を

パソコンのディスプレイ上に殴し、読み認かせ宅をしたり、ハイライトの文字

事専念の夜後に務読させたり、音を浴してハイライトの文嘆に会わせて衰読さ

せたりした。併せて、ディスブレイを見せながら、内容抱機、文章撃続発専の指

導も行なった。

初めて読む教材では、マルチメディアデイジー教材での議み窃かせに貴重欲

的である。どんな内容の文畿なのかな築中して聞いている様子がうかがえる。

また、何回か読み愚かせ守間くととによって、内君事者E覚えるため、自分で音

続するときに畜霊売しやすくなる、というのは滋務著者である児童の弁であるo

t著者E潟してハイライトに合わせて音続をするとそ?には、ハイライトのスピー

ドよりも追撃すぎず渡すぢずの速さで気を付けて警護もうとしている。新出漢字

の読みも、マルチメディアデイジー教科書の読み鶴かせのと ~P:覚えたりし

ている。また、彼氏漢字で読めないものが手ろっても、前後の内容から療分で

予懇して議んでいるにと、あった。

マIvチメディアデイジ…教科書撃で銭み鶴、せや音読練習をした後に、観滞緩

{妥って音読をすると、言葉や文慾の区切りは正しく読めていることが多い。一方

で、勝手続みや抜かし読みはマルチメディアデイジ-:I，f使用しでも少なからずあ

仏教科書撃を読む1哲郎ζは、指で:zを追っていくという手立てを入れている。

デイジ…を絞った学濃のときは、 rI Iソコンオ苦使った学潔7言。Jと言って、

議んで取り総み、姿参事農くパソコンに向かう様子が5もることができる。家庭

では、絵本やマンガ:;$;の読み飽かせをしてほしいというととが多くなり、ま

とまった時務 (30分-1崎潤緩度)、親の読み濁かせを楽しむようになって

きた。また、読み僚かせしなくても、一人で言語蓄をするようにもなってをた。

マルチメディアデイジー教科講警による緩み喜重力、せをする際1<:、「教科著書とパ

ソコンの好きな方を見てもいいよd と意書うと、数料察は閉じ、パソコンのE窓

際安箆るよ:.tを選択する。理由を主主人に毒事ねたととろ、パソコンの画面の方

がハイライトがあって集中できるととと、数料室撃はページ者をめくらないとい

けないから、 dごいうととであった。

言書勾の貴重味や内総湘媛、文章読解の指導をするときには、マルチメディア

デイジー教材のE韓関校ブロジェクターでスクリーンに映し、喜重勾や3芝iと著書~

込みをしながら読解の綴絡にら効重義的であると感じている。
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音読の代わりとしてデイジーを涜熔するととで、読みに対する滋抗惑が

減った

沈海道札幌市立北九条小学校教諭山下公笥

1.*人の現況

小学校2年生 (8最重)男子、広?凡後発i議隊著書σ 読むととへの抵抗があり、

澄設などはしない。緩みの様子としては、遂次読みで、内軍事竣解ができない。

デイジーを後慰する設には、き言発練鐙を軽減し、学校では、先生が横で読

んであげる場面を作っていた。現在は、問機の支援は受けていない。 i恩級殺

議事教室震での鐙別指導を受けている。

2。デイジーの活mによる支媛

デイジーは、小学校 2年生の 10月より使用しているc 1受F霊を始めた演は、

資畿はせず¥審議をざせようとすると、 E覧痛などの体総不良を訴えていた。

使用は、進級指導教護担当番苦からの散をかけをきっかけにはじめた。 使用期

間は、小学校 2年生 10尽から小学校 3年金設でであった。

デイジー教科書は、小学生の悶諮の教科事警{光村悶幾上下)を使用した。

パソコン守AMISを使って手写さ主した。

浅草霊で、導入持は母と一緒に利用する乙とから始めたc その後は一人で、

予習として利用していた。「斎競源張りき襲Jを活用し、デイジ…を使って、務

めば?着目売した<::eと莞なした。

経絡の通常の学級では活用できていなし、。 i数級指導教室霊ti:て遜級指導担滋

者と r'i華綴頑張り妻賢」の評傍若正行う形で使用している。予習としての活用し、

内務潔鮮を進めている。…時停止をし、撃さき亮としてデイジ…在活用している。

資畿の代わりとしてデイジーを詩善用するととで、読みに対する抵抗感が減っ

た。実需襲iJ)教科書撃での音読に翻しては、デイジーさを予習として活用するとと

で内務理解が進み、自ら行うようになってきた。デイジ…で建支り組んだもの

については、読みが流織になった。読めるという自僚を持つZごと守音読のス

ピードは士銀したが、文末での務手読みが少しt誌でをた。それについては、デ

イジーを活用し本人~ï:費量減化するととでづ成ってきた。

21 
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漢字の読みに燃しては難しいものの、母殺の手を{替りながら、図書館で当

該学年穏当の小鋭などの本を借りてきて談むようになった。関痛などの体調

不良を訴えるととが少なくなり、学習にも重量欲的に取り組むようになった。

デイジーを学留の意事入として使うことで、本後続むことが楽しい。わti、る

ととが楽しいと実感できていたように感じる。 t若続頑張り表では、 1EHζ1 

つの鶴材を読むだけで機わないという話をしていたが、?沼iζ何度もいろん

な題材な緩むなどの様子が見られた。

また、2台湾の場合、パソコン操作者i:B煩から行なっていたため、導入もスムー

ズでa5った。そ子どもの興味関心に合霊堂した彩で、デイジーを活用できたことが

大きな成果を得られたー習になったるのと考えるo
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デイジーを使って議みの練習をして自分で務めるようになるまでの時

間が単くなってきた。以総は親子にとって、とても苦療だった音読の

宿題が楽になった

山口県山陽小野罰市立淳狭小学校教諭 縄手富子

1.本人の現況

小学校3年生の女子。診断はないが、 LDの傾向があるo

WISC一川の結果は次の遜り。

VIP90 PIQ78 FIQ82 

動作性は、視覚認知能力はある程度あるが、窓際的な伎鑓関係者を捉えたり

全体の状況を見渡して行動の計図を立てたりすることに難し~がある。

言語性は、総数の知識がやや少なく、間いてイメージずるカの弱さがある。

音読検宝まから緩みには次のような特徴がある。

①尊重蕩主主統読み検査

資言発喜善問 52秒

読み飛ばし G飽

③綴昔話遠鏡検査

*有意味音

(+2.9SD) 

E絡み綴り 81盟〈十 7S D) 

音読時間 5 1秒 (+6.1SD) 

読み飛ばし O 倣 読み綴り 3綴(十 7S D) 

• rてぶくろj→ fでぶくろ iと話器送後つけて読んでいたο

. r，めじるしj→「あじるしJと似たような形のひらがなの務み間違いがあった0

• Iしゆるいj→ fしよるし、J効音の間違い。

水無3童疎音

音響続時閲 62秒{…ト1.7 S D) 

緩み飛ばし 01閲 読み誤り 9綴 (+5.1SD)

パーしやさねj→「しゃせね」 サ行どうしの読み調達い0

・fいりいとj サ fいりOと」 学者を抜かす。

・「ふんぱく j→な、んぼくJ rばJと「ぽjの読み総量撃い。見潤違い7

・「さっかもj→「さOかおi促緩飛ばし。

・ ~tとんらぜJ →「たんらせj 望警官きぬかしω

23 
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. r~かんめJ →「きんとかj 思い込みの緩み方6

ぺちゃしうJ→ fちゃんしら」思い込みの緩み方。

バねdるんj→「ねるさんj 順番が逢う。

①単文音読検査

33芝総計 音読時間 36秒 (+11.65D)

読み誤り 3倒(十 6.85D) 

. r赤い」を「青いj と読み詩書道義い。

• r$い丸をおいてください。j 切るとごろが逢う 0

・「悶角 をとってj切るととろが逢う。

1<十2SD以下が正常、それ以上は読みのS翼手設があると判断される。

いずれの検資受注十 2SD以上で、読みに異常があると考えられる。

④2年生の数料蓄警の濠話器

・勤務の読み間違い、「はJ→HA があった0

.単語(J)区切りの間違いがあった。

-行の読み飛ばしがあった。

需主韓績の語頭から思いつく主幹穏を念って、文章c.は違う読みをするととが

あったの

・穏F患が縫うα(最後まで呂で透わずに予想して読んでいる〉

.漢字の宮奇襲11の緩みを務違っているととろがあった。

デイジーを佼m't~約は、家庭で、保護者がつきっきりで、かなり時間を

かけて審議の指導を符っていた。現在は行っていなし、。

デイジ一以外では、通級指導事貴重震で滋2雲寺弱個別指導を受けている。

2.デイジーの活用による支援

デイジーは 3年生9Jミより便局を始めた。家庭で教科言撃の音読練習者をする

ととが、本人にとってあ家族にとっても、とても鷲織で、あるという穏談を受け、

遇級指導教室主からデイジー稜紹介した。使い方、線潔の佼フ言語を遜級待問に指

導した。

使用を始めて5ヶ月になり、 1間続も使用中である。
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使用したデイジ一教科書は、小学念の関E習でおる。パソコンで AMISを使っ

て湾生している。

家庭では、自分の部屋で総額の額縁の後銭安自分でデイジー教科書霊祭縫っ

て行っている。学校では、滋級指選挙教2霊で担任の先生と共に使つ-rいる。

デイジー教科~護れま、家臣室で資読練習が自分でできるようになるためのツー

ルとして後わせようと怒った。そのために、薬本的な録作、資読の練習の仕

方をi議長設ではお理事してきた。約 1時鶴の学習湾僚の綴号訟の 10分程度で、指導

している。現在の音読の状況を確認し、どのような滋Zぎにして、どのような

濠統練習をしていくと良いかアドバイスしている。

具体的には次のように練習しているの

a::初めての単元の憾には、デイジーに読ませて内容を確認する。

自分で、読む之3之の区切りや緩み方そ間違うことが多いので、ましい内総

考間かせ、ある緩皮肉君事受理解する必要がある。

①少しゆっくりのスピ…ドにして、文の区切りで追いかけて緩むようにす

る。必重要ならば、止めて読む。

5争後遂のスピード』として、声を重ねて議む。

言語少しゆっくりのスピードにして、 5誌にお分b~読む。デイジーが読むのを

飽いて乏しかったかどうか確認する。~震ならば止める。

③自分一人で読む。分からなかった所はデイジーを濁いて確認。

デイジー教科害警凌f縫う事立は、イ援態者と時閣をかけ、{号凌も練習寄3をして、賞受

後には:>t議後だいたい記憶していた。今は自分でデイジー後告をつで統みの練

漢をし、自分で絞めるようになるまでの時間が阜くなってそ雪ているそうだ。

以前は務続の宿題は親子にとってとても苦痛なものだったそうだが、とても

お3まいに楽になったと言われている。

2学期末にまだ習っていなし、家元の教科著書を読ませてみたととろ、文の区

切りについては、正しい判断をでぎるときが増え、文末を思いとみで読むと

ζろや揚奮の読み間違えも少なくなっていた。 1・2年で留った漢字に露還し

ては、だいたい正しく餓めていた。 3ヶ月の題の指導でかなり読みのカがつ

いてきていると感じた。

25 
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デイジー使用後の音読検事証の綴喜誌は次0)渡りである0

6単音連続読み検査

音量読書寺間 37秒 (0.850) 

読み飛ばし 0個 読み誤り 8個 (+750)

k滋続時悶iま緩くなっているが、速く読もうとあせって、やはり箆違い

が多かった。ほとんどが型車きでの間違い。

②単語逮鏡検驚

*有意味音

音読時間 48秒{十 5.450)

読み飛ばし 0個 読み古典り 0倒闘2，{1疹iEl怨

会読み霊祭りがなくなった。仰の単語力、慾いおしている機子があり、少し

ゆっくり読んでいた。

*祭賞撃島長官苦

宮署銭信害問 40秒 (-0.550) 

言発み飛ばし0イ悶 緩み諮り 5イ鼠 (+2.450) 諮頚管の繰り返しヰ

{密

女音読時間が短くなっている後しく読もうと語頭吾で」綴iとまって若者

えているととがあり、議室護資の繰り返しが増えている。しかし無意味な

単語なので、速く読もうとして途中の間滋いには気づかずに次に移って

いた。

@~担;;(:1苦鏡検王室

3文総計 官苦言発華寺悶 24秒 (+5.650)

読み誤り 01幾 el2，修正11困

女文0)j;K切り妥協途わなくなった。スピードも速くなっている。

指導言語絵蜜後の様子と最近の様子とそ比べて改善されてきた点を以下にまと

めた。

必 3義務溺皆、また、それを含む有意味衰の緩言語の続みの悶遠いが少なくなり、

速く絞めるようになってきた。

・文のzゃから騨穏や熟語の稔E誌が上手にできるようになり、文僚の区切りの

判断が上手になってをた。

・読める熟語が士替えて2きた。
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本児の読みの関難さの原因は、以下のように考えられる。

-文学の形袋詰怒織して読みと結びつけるまでに時闘がかかる0

. ::l之のゆから有意味な単言語を見分けるのに湾局がかかる。

-漢学の実務会、どの読みにして仰の熟語にするの必2段階の思考操作に時総

がかわ、る3

とのような実態をふEまえ、遜級での指導は、

-動長音を含む主誤認のi議議練習。(単語の意味も教えて語桑を増やす)

・1・2年生の漢字毎食む短文を読む縦滋。(どの読み方で漢字を霊祭むか、判

断力を鍛える)

ー無意味衰の立をぷ文の中から有意味な議絡を見つける練習。(視機能も鍛える〉

.グリッドを使った形を書~写9"線型言。{点機写}

・都i震の意味と形を覚える練望号。(漢字を意味で捉える〉

など行っている。

i遷級での指導!c加え、ヂイジーを活用するととによって改善されたよ怨わ

れる点は、次の溜りである。

・字者i:!3で)sう綴筋力の力がついてきた。〈をちづけされたととろに浅隠しで意義

むの守、!3で追いやすい。)

・文の区切りのききj室長の予惣がで芳るようになってきた。{文書を区切りながら読

むので)

臼、普痛なく音読綴習ができるようになった。

3ヶ月で力、なり読

みの改善が見られ

た。通級指導教3震で

の指導と隠憾にデイ

ジー教科畿での音量発

の学潔唱をするととに

より、より良い指導

効祭tj'得られたもの

と考えられる。

27 
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デイジ…の審議後については、次の点が改善されると良いと考える。

少しスピードなゆっくりにして、先読み、後読みするときに、区切りのセ

ンテンスが祭す7!てデイジ…数料畿の緩みが護惑を取れない時があった。文来

安間違いやすい!思議た、ったので、その時にはiとめるように指導したが、なか

なか操作がうまくいかない時が多かった。

また、畜読の練習に使うときには、読めないところだけ在反転合せて緩ん

でくれるような機能があると、とても便利だと思う。とれからはタブレット

にも対応して、そのような機能がついているものに改善していただけるとあ

りがたい。



おも拶絞海学年1

デイジーを使って磁分…人のカで宿題(資競)に取り組んだ

奈良線内公立小学校教諭 爵毘葱未

1. :2主人の現況

小学校5年生 (11歳)の潟児で、 LD(ディスレクシア〉であるc

平仮名の読みはで~ミ~ù 器産字は小学校 1~2 浮き主総疫で、覚えているもの

は続むととができるα

デイジーを使用する議官から、教室事・母穏によるリーディングサポートを受

けており、現在も問機の支援を受けている。

2.デイジ…の活用による支援

デイジーは小学校3年生から告をい始めた。

滋級指導教室にて、デイジ…0)紹介を受けたが、 i議級の指導のq:.では、

イジーを使って読めるレベルではまだなかったの守、使用していなかった。

学校の教科書の内容後知るために、音畿の徳義震で使い始めた。

母殺との穏係t}怒く、「一人でやっていぎたいけれど、母親に読ん守もらわ

ないと←人でほお緩も、連絡帳を見て日月おの準嬢も、何もで~ないJ という

本人の思いがあった。ぞとで、デイジ…~使って、自分一人の:tJで街懇(音読)

iζ取り組み、母親との距離を議そうと、デイジーを利F告するととにした。

また、題担で予留として教科書撃さを緩んでくるととで、授業のゆでお話の内容

を潔終して参加できるととや、デイジーで文字を追うごとによって、設さきi>

1雪渓が少しでも増えればとい

うねらいも<5った。

昨年度、 4年生冷汚から学

級で使用し始め、も継続し

て使用している。

使用しているデイジー教科

書は、小学生の国語、社会、

漣料、事事菱主である。
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デイジー図建は、アリパパと 40人の盗賊、でぶくろをかいに、はなざか

じい、 tきつねのよめいり(いずれも日本僚懇著者リハビリテーション協会製作)

を俊Fおしている。

デイジーは、パソコンとパソコン以外の機裁をいずれも利用し、再生ソフ

トは、 AMISとEasyRead併である。

家庭学習のときは、講義織は母綴にそ手伝ってもらうこともあるが、一人でリ

ビングで、国語の音畿の総選護のときや社会のテスト前に教科害毒殺慾じときに

使っている。

学校では、教室や多呂的教室量で、…人で利用したり、学級全員で使ったり

している。綴人では、冨語の音読の時間や文章撃の仁和から箆いの答えを探す時

聞に活用し、全体では、国語の音読や範読の降線、書士会の図や表をみんなで

見るときに告をったり、頼の読書で、全員で紙芝療のように利用している。休

み時閣は、デイジ…コーナーで読書をしている児童量もいる。

デイジーを活戸隠して、何度も繰り返し文章を読むことにより、綴める主事務

1J'¥確かに増えている。漢字は縦しいが、lJL仮名だけの文重量や、 jレどをふった

文書民主、自力で読むことができるようになった。

授業に積極的になり、国語の湾総で、学者挙げて自分の患いを発表する者懇

話題が兇られた。 また、自分íL~傍受持1玉、閣議以外の教科でもやる気を出し

て取り組むようになった。

続みの関襲撃が2たすいので、すらすら読めるようになったとはまだまだ言え

ないが、本人の緩みに対する意欲はとてもよくなり、デイジ…があれば読め

るという安心感をf寄って学習にのぞんでいる様子であるa

デイジーを使い始めて、ク

ラスの審議大会}ζ初めて参加

できたり、スピーチ原稿を見

ながらクラスのみんなに向け

てスピ…チができたり、活動

に参加でをる幡も広がった。



I小学校高学年]

文字からの情報を積極鈎に取り入れも学びに興味・関心者を持てるよう

になりも資事事感情が高まった

大阪府大阪市内通級担当教諭

1 .本人の現況

小学校 5 年生(1 1 歳}男児で、~療機関にはかかつてない。オブトメトリ

ストにかかって、視機能に問惑ありと約議託された。

読むのが濃いが、勝手読み、 i趨滋な読み、とばし読みで機に読めない。

ジーを俊足する前には特lζ続みに践する支援は受けていなかった。デ

イジ…以外の読みの支援としては、ビジョントレーニングを受けている。

2.デイジーの活用による支援

デイジーは、小E学校3年生の 11汚から緩い始めた。

保護者カ、ら、教科議の音読の宿題や2主要を緩むのをいやがるとと、綴警菱重警が

なかなか持きにならない等の相談を受秒、終ABC、WISC-IIIの心理型検資実施し

たところ、授受認知の課題が表出した。 i震級指導教室で、主主jねのこ…ズにあっ

た学習奇をするために、デイジ…の活用を始めた。

2009 年 11 月から使い絡め、務夜~<::~っているe

使用したデイジー教科警警は、小学校の思議である。デイジー図書i主将1<::使

用していなし、。

デイジーの湾さ住環繍はパソコンで、手専念ソフトは AMISを使用している。

遥級指導教3撃で、担当教師と国語のマンツ…マンの館別指導で活用している。

ヂイジ…を洛fflするようになったととで、学校でもき授でも教科著書伝説むの

を嫌がらなくなった。教科書撃に対する姫寄感も軽減している会また、読める

ととで遼成感や自信がつき段等感情が高まったようである。

生活全般に、自信がついて矯絡が安定してきた。友遂との関係でもトラブ

!vtj¥減ってきた。

マルチメディアテイジー教科書を使煎するZととで、学習のまな板lζ筆記せる

ととがでミ号、教科議撃・文学からの情報者E綴綴約に取り入れること、学びI<::J現時ま・

31 



雨漏雨漏雨漏雨漏雨漏制

学年}

関心を持てるようになってきたとと、!3等感情が潟まったととなど大きな成

祭があった。伺待iζ、ビジョントレーニングキを取り入れる25とにより、より

IE憾で形のよい文字を書けるようになってをたc

小学生にとって、本人の努力にも係わらず、教科護士Fスムーズに緩めない

とと、 IEしい言葉努力主害警けないで、書き直しゃ注意されるとが多いととは、ど

んなにか学絞さを詩きが音響溺になるだろうと懇像する持、教喜事や保護者たちは、

読みにくさを持っている子どものととに早く気づいてほしい。そして、早〈

マルチメディアデイジー数料警察そ使用し、読めるととで学習意欲を高めてほ

しいと切に額っている。
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討、緊絞高学年1

漢字の読みの確認、議みのまとまり、内容理解に滋燃した

小学校教諭

1.:<$:人の現況

小学校5年生 (11歳〉 5母子守、診断なし。 1年生の時には、妻まま去が不明

費撃であった。「ケJが「デムれが fチムfサJが fシャj、「ラjが fタコ等、

置換している奮が多くあった。微妙な音の違いを認識するカの弱ざがうかが

われ、間~間遠いがしばしばあった。 2年になり、銃み幾~~ζ関して、他の

児童之の量豊が霊祭事審になってきた。 WISC-IIIの後変総巣立?は、FIQ99であり、

知的には平均(J)カがあると推定されるtともに、苦言務理差解はよいが、聴覚的

短期記憶、視覚的銭湯記憶、ワーキングメモリ一、後知覚の弱ざがあるみ謀者

えられた。また、促音や主義奮を正しくとらえるととが難しかったり、微量苦の

畿の構成を理解することが襲撃しかったり、単語の音を入れ轡えてしEまったり

があり、音韻認識の弱さもあるとEまわれた。また、平仮名単苦言緩みテストでは、

誤り数の多さや読みスピ…ドにおいて、周年鈴の子どもたぢとl:¥:;べ華客獲に弱

いという結果であった。漢字の読みにおいても、思い出すととに時憶がかかっ

ていた。

何回会、繰り遣まし綴苦言すると、文章者覚えてスラスラ読めるが、そうではな

い文護撃では、たどたどしい読み方になっていた。議議の文字を入れ替えてし

絞ったり、文末の勝手読みをしたりするととも多かった。また、チャンク(滋

味の塊)をきっと捉えて霊祭むととが難しく、特にひらがな文字1手続くたとろ

では、どとで区切るとよいかが、なかなか分からないようだつたの漢字の読

み(特に音読み)各線認する擦には、時間がかかるζ とがき多かった。

本児は、通級指導教室震において次のような支援を受けてきた。

。文字書をF患で音量を想起するスピードを速くするトレーニング

望書畿の緩起が守幸に遅く、読み誤ることが3善かったので、まず動音単音読み

トレー二ングをスモールステッブで行なった。s擦タイムで読めるようになっ

たら、動奮を含む単語力…ドの速続線欝を行なった。カード考見て、何者を著書

いてあるかが分かってから湾各出すようにさせた。
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。文書撃の緩みのまとまりを速く捉えるトレーニン夕、

!乏しいのはどれ7.1と題して、総に滋いてあるもの後IEしく文学で表して

いるものを、 3つの中から選択する談議霊祭行なった。また、仮埼玉者療研jし

たものを単諮で、区切ったり、教事書教卒者文書を餓みのまとまりで区切ったりさせ

た。 ζれらの線車震後、罪悪霊童数を統 してのタイム向上や、制限雲寺問後主主めて

の処喫速度の向上安I3I援して取り組んだ。続むとぎには、チャンク智被えて

何が害警カ、れてあるのかが分かつてから、声LZE討すようにさせた。

。議委設後穏や90

本況は、 3書簡潔解はよいが、ざらに学苦言単語を増やすとどで議みを予演tlし

やすくなると選手え、言語重量を増やすとと忠君翠漣に入れた。

4年 1学期で、一定の成果i:I.出たととよ、自分で学びヨぎを慾議事で、王きたと判

断し、適級指導は終了したので、現在は、問機の支援は受けていなし、。

2.デイジーの活用による支援

デイジーは小学校3年金の5F.lから使用を開始した。紛述のような支援を行

なって、…:1Eの改善は見られていたが、国語の教材交も 3年金になるとかなり

長くなり、自分ひとりで全部読むととは、初犠の級擁きでは主義特務かかりすぎ、

勝手読みも多かった。

マルチメディアデイジー教科書については、 B;;転LD学会において、読み

の支援に有効だと紹介"dれていたので、告をF認してみたいとかねてからE患って

いた。本児は、様々なトレーニングを積んでぎて改擦は見られるものの、 j湾

年齢の平均的な子どもの緩み漆還まと比べると明らかに返し、。今後学年iJ.ょが

るにつれ、教科書の3主主主重量も後3患に増えてくる中で、お分一人で読むととに

時間がかかりすぎるために、文学情報から得る知識釜が低下するのではない

かと危燥し?とか Eまた、国語だけでなく社会等他の教科でも、綴めないと学習

効率が懇くなると考え、マルチメディアデイジーを紹介サるととで、今後、

自分で効率的に学ぶカがつくとともに、デイジー図書を活用し?と綴擦の楽し

みを知るととができるようになるのではないかと考えたので導入した。

ディジーの使用期憶は、 1年3カFきで、小学校の鼠誌の教科書を後刻して



{小学校高学年]

いる。ほかに、デイジー図書ぎおば応ちゃんからのおくりものJ(Ej:<幹ライト

ハウス〉も使用した。

デイジーは、パソコンでAMISを後湾して手専念している。

家庭学習では、間関守母と遜級数3裂の者雪量撃として、出合れた鴎語教卒者を義務

む擦に活用している。

学校では、漁級数2震で滋級綴滋教審議と教懇で習う国語教材の予習として活

用している。 Eまず¥淡学の続み者tli護認し、教材文を読みのまとまりで区切っ

てみてから、デイジーの続みスピ ドを最低レベルに下げて、読めるととろ

は…織に郊に出して読む。予習として、ハイライトを見ながら読み後関芳、

著書いである内容理解を優先課題とした。時題があれば、 3間関ぐらいには、

消音にしてハイライ卜された部分を自分で読んでみることに挑戦した。評者絵

がある教材の場合は、だいたいどのような内容の滋か後予測してから読み始

めることもあった。

課業中は、教材文iと追われるため、長期休業$，[教材iとないデイジー図書

を読むζとな様緩にした。パソコン操作は、少しずつ自分でできるようにし

ていった。

デイジー者活路ずるようになって、読みは、自分で練習することが可能に

なった。また、チャンクを捉えるスピードが、速くなった。

集中力は弱いが、もともと積極的に授業に参加しようとしていたので、そ

の点で、は特に大きな変化は感じられなかった。デイジー顕著襲疫機りて、余暇

に読書をしようという気終ちにEまでは変らなかった。
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特別支援学級に転級してから教科議自体後使わなくなったため、デイジー教

科畿の使用は減っていったが、教科書以外のデイジーは今も使用している

年学吉
田校学

i

トー

綾牧野保護者

小学6年生、 11銭。ディスレクシアで、文字を一字一字確認しながら読む。

デイジーを使汚する訴は、特1<::読み1<::関する支援は受けていなかった。

通常学級の雲寺は fζ とばの数liEJ1ζ濃 1矧漁っていたtJ、特別支援学級に

転級してからは、ととばの教室1<::通えなくなったため、なし。

1 本人の現況

2.デイジーの活用による支援

デイジーの使用者をはじめたのは、小学校2年生の秋から。 1人で務滋して

いたときより格段にスム…ズに音読できるようになり、本人も感動していた。

デイジー講習司会で作リカきを学んだ、のが~っかけで、親が作り始めたものを

使沼するようになったのが使用の三きっかけである。

小学校 2 年~3 年まではデイジ…教科薬撃を使用していたが、特別支援学級

に事長級してから教科書自体を告をわなくなったため、使用が減っていった。教

科幾以外のデイジ は今も使用中。

告を閉していたデイジー教科書は、小学生の閣議。

使用し1とうFイジ-fgJ害警は、 W3匹のやぎのがらがらどんぶ{臼添繍議翁リハ

ビリテーション協会Lnレソユーjレおじさんj (日本隊害者1)J ¥ピソテ…ショ

ン協会)、 f長ぐっそ4まいた;3j'zコ~ (爾布デイジー)、 E狸と与太郎主(調理布デイ

ジー)、 Fおおかみと七ひぎのとや営、.~ (調布デイジー〉、ほか多数。

テ、イジーは、パソコンでAMIS唱を使用して罪主主主し、自宅で、 1人または弟

とー終に、純粋に読書を楽しむために使F躍している。

総合、のそ手を煩わせないと読めなかった事変革ヰ3撃が 1人で絞めたので、自尊心

tJ"r.第絞った。内容潔解が進み、読めなくても本を手にするととが多くなったの

f読んでるんじゃなくて見てるのj という発言からも、読めないととそ務畿は

しているが、強制'dれずに;;$:1ζ関心が持てているようだ。

デイジーを使用し始めた七廷に終別支援学級に転級したため、比較はできな

3告



[小学校高学年】

いが、怨B楽しく宅学校Lζ遡っているの

子どもを3堅議案合にするととはできない。まったく照じ生活を続けて、デイ

ジ、…そ使うか後わないか、で比較すれば研究としてのデータはtこれるだろうが、

親も予も日々葛藤しているc やれるEさとはどんどんやりたいし、総理はざせ

たくない。いろいろ試してみたととの中に、 fデイジ…でヱドそ読む」が入って

いて、本人にプラスになると之が 1つ守、もあればそれでいいんじゃないかと

親としては思う。
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5段階の指導形式で、総みの向上を図った

栃木腺鹿沼市立みなみ小学校教諭荒川 一意

1. :<主人の現況

IJ¥宅手絞5年生 (10歳)、男子。 ADれひのま舎斯あり。衝動性・多重湯牲がき議く、

注意築中経持続するととが恩義重である。入学潟初、仮名を読むととはできたが、

単語や文節、x:霊績を流線;こ妻美むととができないため、宝章糠理解をするととが

難しかった。デイジ一変容善用する以前は、紙芝殿や総本書撃の読み濁かせによ

り単語の習得、ブリント繁潔?仮名の習得を行君主っていた。悲喜夜は、行なっ

ていないG デイジーの洛F請により続みの力が格段に向上したため、 PCソフト

などさま活用して読み審ぎの能力向上経図っている。

1J;:.のソフトを活用している。

サ呼宮富山 S陰山メソッド電脳&t後しい漢字かきとりくんj

-送車線1i、ミミ「文箪読みトレーニングたのしく篠田読みトレj

・株式会社がくげい Fランドセ}vJ

・「特別支援教衡のための教材生活シミュレーションで育てる

「聞く・話す・童書む・幾くJhttp://www.e-kokoro.ne.jp/ss/n/ 

. r一人ひとりの教脊ニーズに応じるデジタル読み言撃を交緩J

http:lんvww.e-初主oro.ne.jp/ss/rl

2.デイジ…の活用による支援

デイジ…は、小学校 1年生の3学妨げJ3)から使用した。デイジー教終

警に興味者三択すものの集中が持続しないため、初期の段階では 5分程度の指

導にとどめ、滋欲が低減しないように努めた。

デイジー図害警が存夜ずるととは以前より知っていたが、自氷山学会第 17

回大会(広島大会)の警護にデイジーが展示されており、法改定に{浮いデイジー

教科欝ができるととを郊ったため、利用を始めた。使婦を務総してから約 4

造容が綴過した。使屈しているデイジ…教科書警は小学生の思議である。

デイジーはAMISで再生している。

学校での綴jJlJでの学習の時聞を設定し、初英語の段階からある程度読みが淡

場になるをEでは教続と 1対1での学習を行なった。指導はパソコン室で行なっ



[小学校高学年]

た。理由tごしては、パソコンが多数殺E還すれているも(J)(J)単調な'a関であり、

視覚的・聴覚的に刺激が少なし、ため注意集中が持続すると判断したからであ

る。

*校では、以下のようなスタイルの指導形式で、読みの向上きを額つ?と。綴

還撃においては児蓑…人一人の呂擦が異なるため、教自市b'織で君主滋の様子きを纏

しながら行なった。

{指導の段階】

⑦音声ガイダンスを簡をながら、争認でなぞ、.{;)o

②音声ガイダンスを聞いたあと、手績でなぞりながら読む。

①音声ガイダンス後間いたあとに畿む。

③フレーズのハイライトが移動した時にー誇停止をして読む。読み方が分か

らない善寺には、手写生して確認して読む。

ダンスを潤かずに読む。

※フォント(J)サイズや背景などの色は名自の好みで、襲安定し、潟生速度は習得

状況によって教室事が変更した。機器替の操作も緩みが淡聖書になるまでは教師

が行し¥一人でも習完全暴に読めるようになってb'、ら!砲撃に操作させた。

本児の場合は小学絞 1学年将にめの段階からスタートしたが、現在では、

初見の段階から@ないし@(J)段階からスタートできるようになった。

指導の頻度は、納金食器専においでほぼ毎日で、あったが、流事議に読めるように

なってきたため、五箆夜宮?~ま遜 1~2 @1程度にまで減ってきた。

指導卒後約半年で読みの跨鐙が短縮された。続み時間が麹綴'dれ?とと禽うと

とは、逐字読みから流暢な読みに変化したことである。綴読も減少し主主緩な

緩みに変化したことで、文章獲量孝之予選喜んだ。

文章が読んで理解できるようになったととで、図績だけでなく他教科の学

習濁題が理解できるようになった。 r緩めるjが「分かる」に繋がり、 f分か

るj が fできるJ~ζ繋がった。その総菜、学習意欲が向上し、学びに対して

前!おきな姿勢が予寄って~た。絞める楽しさを短り、自らが悶書室で2件後備り

て続むようになった。また、続める楽しさから様々な事象への関心も繭絞っ?と。

器製擦での外とおの警警には、車窓から見える看板等の文学者緩んで楽しむ姿も兇

られるようになったという。

本校では、本j足以外にもデイジー教科養老を活用しての霊祭みの~媛を行なっ

てきた。児童によりその言語始持期は様々で、あるが欝綬雲寺第や誤読数、逐字読
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みの数の変化を晃ると、低学年持より支援者正受けた!恩愛のヌjt子、言護学年時よ

り支援を開始した児童よりるま霊鱗防で効果が現れ、改革審の綴建金大きかった。

読みに困難さをもっ児暴霊に対しては、塁手期の支援が雲監察で、ある。



{小学殺害護学年]

読み飛ばし、勝手続みがほとんどなくなった。ロを掃いて響楽の想い

を低学年の時のようにしゃべるようになったととがー替の変化

島根県浜笛市立松原小学校教諭大山英子

1.本人の現況

小宅学校5年生 (11書室}、女子c 診断はなし。軽度の知的遂れと緩縁遠警めの管

手ざがある。読みの特徴よしでは、読み飛ばし、部分的な遂次議み、文京の

勝手読み、文意がなかなかとれない宅撃がある。

デイジーを使fflする前1<::受けていた緩みに関する支援は次の通りでま5る。

との支緩は務夜、続けている。

。障害警の時綴(1善寺弱/総荷数中)の取りと討しによる授業

音読"&び続み取りを中心にして、本児のベースに合わせた綴加の指導を、

小2後半より実施。

。教科望書へのルビふり

ディジー以外の読みの支援を受けているc

Oピジ歪ントレーニング

「しっかり見ょうj潔学館 などのソフトさを怒沼

O見て2ますカ

「マスコピーj大阪医科大学LDi!ンタ などの活用

rs分間視写J{担任による一斉滋重きとして)

2.デイジーの活用による支援

デイジーはふ宅学校3年生より使用を始め?と。 2浮き主から 3年生へと学年が

上がり、急に教科書撃が分かち書きではなくなったζと、量的機飯、内早撃の抽

象性、字のポイントが小さくなったととなどのため、音読・言葉み絞りが極端

にできにくくなった。 ζれまで、 Eまで燭いて覚えて、音読などの持議題に対応

していた本児にとっては限界であったようだc また、たどたどしい読みを強

く鼠望まするようにもなり、主将潔念体への拒否反応が出始めた。
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学畿の定着がなかなか悶れないとと、線機能の未熟ざが兇られたので、 i議

級による指導を開始。その指導の>tで、 Jニ認のような本人からのサインもあ

りデイジーを取り入ればじめたの

デイジ…の使用芸話題;立、小学校3年生から 4年生までである。

複式教育により、 3年時に問一教室内で4浮き主の教科も耳にするため、国

務に憶しでは葬翼線後持つ単元はデイジーにで3主取りして聞かせていた。社会、

滋科[<::関しでは、 2王手陣かけてみ 4i手の授業を受けるため、 3年憾に4年の

内容が半分入ってくる。主事元により、教科書[<::入りや"9いように、デイジー

ヰを擦示した。

デイジー図書は、 Fねず、みのよめい1)~ (尽本渡害者リハビリテーション協

会入 fシロクマくんのひみつ~ (同)、 Tフランダースの犬~ (悶)を利用した。

デイジ…は、パソコンきを絞ってAMISで湾設している。

個別学閣の教撃で、送車設3路線教~担当者と使用している。滋 1 隠の巡回に

よる指導の詩語霊祭告をい、国務司法中心にして授業鍛えに思しで{でるた、け先

行するようにして)、音読、続み取り及び漢字学事雲寺安中心に、デイジ…を使っ

て学習した。担任が随時、課外の叙ilU指導の善寺践においてデイジーを毒患って

指導している。 2壁際で、の使用環境は野十わなかったので、学校にソフトぎを緩い

て本;JJilが希望すれば、話芸分でパソコン唱を操作して使Jflでるように理解協力

してもらっていた。

デイジ…妥使用するようになり、読み飛ばし、勝手読みがほとんどなくなっ

た。声に出して読むととに総抗がなくなり、 g当分の目と声で機喜悲しながら教

材を読みすすめていけるようになりつつある。

何より、ロキを綴いて王手素の懇い老若低学年の時のよう1<::しゃべるようになっ

たととがー替の変化だと思う。 'iI'.tc、敬遠していた接話番書館の本にも、闘分か

らそ手きそ伶ばすようになりつつある。

務報の届きにくい物的環境、人との途いを認めにくい地域の特性、薬学年

と悶じ教室震で、学習していかなくてはならない学習環境など、中山沼地ならで

はの官製滋瀦童話の中でのデイジーとの出会いは翻期的なものであった。



[小学校高学年】

教職員はもとより、保護者や共に学ぶ伶翻たちに理解してもらえたことは、

本兇にとって何よりも大をな支援に警護がったc 更には、本児自身が読みに濁

しての課題解決&[留まらず、関分のゅのE員会をも認める機会となった。とれ

により前向~Iζ毎日校過ごそうとしだしたことは、本児の明日に警護がってい

くととと考える。

今後;立、学習還に線ら香織、自分自身で上手く支援を綴り入れて生活に生かせ

るようなカさをつけていってほしいと願っている。
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音声の後'1:競む、音声を消して読む、都議、内容理解を繰り返しτ学

習した

奈良祭立明日香養護学校中学欝教諭村瀬直樹

1. 2主人の現況

女子生徒。綾体不自由で、安定した盛伎ができ、重量動IIいず唱を使って移動

できるG 手指の操作は、細かいf冷淡は襲撃しいが、ひらがなやいくつかの漢字

を議くととができる。

次のような綴みの特徴が五ろった。

・文末を勝手緩みしてしまうととがある0

.とばし読み者をするZごとがあるο

・5実った場所で区切って読むととがある0

・文章を読むと、内容が緩解で~ない。

・緩み箆かせると、内容を耳護持軍できるととが多い。

ディジーを使用する前に受けていた緩みに関する支援は、数量亀による読み

上げと絵本竜Eスキャナーでパソコンに絞り込んだものを 50インチのテレビ

で提示するというものであった。現夜も問機の支援を受けている。

2.デイジーの活潟による支援

中学2年生2学芸障からゆ事卒業までデイジーきを約F躍した。
導入以書きは、絵本をプレゼンテーションソフトでき受示会せ、教姉が文章を

務みよげていた。絵本の内容について教滋が質隠したととに著書えたり、惑じ

たととを発表したりして学習していた。音読をさせると、 tこぼし緩み、務手

続み、誤った場所で区切って緩むととがあった。内容を理解しながら読むと

とができていなかった。

チーム・デイ…チングで国語の学留にあたっていたので、チームの教師に

デイジーをま建築したとztろ、生徒の実態にあったツールであるという共通緩

解が得られたので、導入するととになったo

デイジーを再生したととろ、手写生された音声とハイライトを見て読まれて

いる場所が容易に理解できた<:t後事室長に伝えてきた。



そのあと、湾生された資資に合わせて、自分から音読し始めた。内容を濠

解しながら読むととができていなかったが、とても主義しそうに読んでいた。

それにつられ、文字が緩めない生徒もー絡になって復唱していた。

参考になる実践例扱得られなかったので、試行錯誤しながら綴議事受進めた。

デイジ一考活用するようになったのは、大阪府支援教育研究会のにτ活局

プロジェクト事菱総務座でマルチメディアデイジーについて知ったととがきっ

かけだった。議豪華内容から按当ずる生徒の実態にあったツールだとわかり、

導入するととにした。

デイジーの使用期務は、約 1空宇品ヶ月で、中学校の悶語の教科書蓄を綾織した。

パソコンで、 AMIS~号使って手等生したc 家庭学習留では使用しなかった。

学校では、生徒が夜絡する学級の教雪量で号、教員 1~2 名と本務伊jの生援を

含む生徒3名で、慰畿の学習において使F脅し?と。 50インチのテレビとノ ト

パソコンのディスプレイ者単独か併用して表示し、音緩や鮮談、内容理解に

おいて使用した。

具体的な使用方法は次の遜りである。

⑦デイジーの音声の後に読む。

…器専修止、再生を繰り返してデイジーの驚F誌の後に丁寧に読*"せる。わ

からない震薬の慈縁者E線認する。(題材になったデイジーの音声スパンは、

分力、ち蓄をで作られている。}

俄別で学習する必援がある場合は、ディスプレイを使用。

②デイジーの管声援i隠して読む。

一袴停止、手等生を使い、績にハイライトされた文学や禽築を確認して議

めるようにする。

個別で有罪習する必要がある場合は、ディスプレイさを後簿。

③群統

デイジーの音声に続いて、 Eまたは、音声を消した状態でハイライトに合

わせて群読する。

③内容理解

学習する段落後ディスプレイとテレどに表示与霊iJlJで学官認する必要がある

場合は、ディスプレイを使用)し、デ、イジーで→iり総いてから学習するo

e繰り返し学轡

①~⑨唱を繰り返し取り組む。

[中学校】
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後発表

学部や全校の前で、プロジヱクターやテレビを使い、発表する。

デイジ…を使用するよそうになって、読みに隠しては次のよそうな翻kがあった。

<デイダ…後使用して読んだとき>

-とばし読みや勝手読み、誤った実務所で区切って読むことがなく、lE喜重Lζ議

むととがで~るようになった。

・ゆっくり移動する/ミイライトに合わせるととで、禁事ぢ奇襲いて音読するとと

がe.'きるようになった。

・分かち蓄撃をにされた緩い文が集まった文章表であれば、内線管理解しながら

審議するととができるようになった。

-黙読するととがでてきた。

・教師から縦三長代名誌がさしている言葉はどれか質問するよ、デイジーで表

示された文章撃の中から、一闘で答えにあたる警官議選後見つけることができる

ようになった。

く紙媒体のもので幾重3とき>

・分かち書きにしであれば、短い文が主義5まった文章なら定獲に音読できるよ

うになったが、内容後潔解しながら緩むととは難しかった。

昼休みに、デイジーを告をつて読みたいと希認する乙とが多かった。

学部の学事費発表会や全校祭会で、デイジ一変使って奮設の発君襲安行なった。

よい評価を得られ、鼠語の学留がより好きになり、より積極的に取り組むよ

うになった。余織の使い方、生活態度、学校での参加襲撃疫に変化はなかった。

く翻材について>

物殺や絵本で学獲すると、登場人物の感情の動きや後銭安羨す比耳量的な奇襲

現を理解して緩むとよが難しく、内容理解1<:雲寺強がかかっていたので、説明

文を題材にすることが多かった。

説明文は、議突が箆潔1<:署警かれており、内務が1理解しやすかった。おもに

小学校 1 年生用図書警の教科書撃に持審議~<!れている説明文を題材にした。



とって興味がわく内容である、文章構成がシンプルである、指示代

名自宅ts1湾まを指しているのかすぐにわかるようになっているなど、学習するう

えで大切な恕慮が多く含まれていた。

漢字を含んだ説明文でも学習したが、ひらがなだけのうたより漢字を含んで

いる文のほうがスムース、に読んでいた。

くデイジ…の替予轄について〉

合成務郊で作成したうFイジーを使用したが、合成音声の特徴やアクセント

の潔いに注3撃が向いてしまった。

物認で学著書するときは、読み手の抑揚や声の強弱などの表現そ絞りに登場

人物の感情などを読み取るととがあった。合成音声きを俊浴するには、ある穏

度慣れることや文章を読み取る力が必要だJご感じた。

【中学校】
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ひとりで、主に予習や復習に使刻し、護憲では枕元にパソコンや

PT科書を持ち込み寝るまでの隠使用している。電車の申でも PTPlで

デイジ…そ聴いている

保護者Ùl~伊香奈

1.本人の現況

中3(15歳)の男子。診断は、学習罰障害塁、広汎性発達障害である。読み喜善

~計算が特に苦手である。漢字の読み幾は、 5 学年以上の遅れがあり小学

3-4年生レベルである。小学生で濁った漢字も絞めないものが多い。読む

とと自然に疲労語審者を伴う。 ルビを振って読むととはでぎるが読むととに集中

すると内筏綴議撃が濁難となる。文字を音に変えるととで総いっぱいのようだ勾

読んでもらうと緩む労力から解放されるととで内容潔解が通事むようである。

読みに喜話する支援は、ま韓関で、の授業では特;こなかった。 3 年生~5 年生0)

績は、透に 1時間程度、抜取りの幾重量を受けていた。 6年生になると入手

不足で被き取りはできなくなった。i:J:l3よりテストの際は別室で関懇受緩み

あげてもらっている。

2.デイジーの活用による支援

デイジ…は、小学校ヰ年 12月より使い始めた。ぞれEまで緩みたがらなかっ

た教科書きそデイジ…で籾療も読むようになった。 内容援護霊がでるようにな

り国語の授業にき参潟ずるようになった。

デイジーを使用サるようになったきっかけは、西将有香先生(大阪医科大

学しひセンター)の紹介で、使用鍛倒は 5年。

使用したデ、イジー教科書警は、小雪詳絞の溺慈、中学校の国語、英語、煙草毒簸

…分襲撃、理華料第二分野、地理、霊童5足。喜怒蓄撃は、 W:iËれメ口ス~ (日本盗塁芸者ソ

ハビソテーション協会)、『ペんきや三(8*ライトハウス)。ハリーポッター

シリーズ、語争後のアン等を点字図書豊富で綴りで利用したの

デイジーの手写生住宅議境;立、パソコンと PTPl。再生ソフトは、 AMISを使用し

ている。



雪量凝繁華ぎでは、ひとりで¥主に予習や復習に使用し、寝室では枕元にパソ

コンや PTPl"を持ち込み機るまでの摺使用している。震患の中でも PTPlで、テ、

イジーを毒患いているc

読みに関しては、小学生当時、何度も繰り返し学習した{機所はずらすらと

読めるようになるとともあった。現夜は督署塁走というf後遺書もないし授業でも音

読させられないようで読む練習ヨそのものiましなくなった。

国語の授業がわからないた関傍若tなくしていたり、授業への参加も後ろ向

きだったが、ディジーt'の語訳縫学習罰で何j液も繰り返し号室くととで文章の理解

も述書み、デイジ…なら分かるという自信がついたし、授業への積極的参加の

謀容も兇られるようになったe

幾度のLDがあるのでテストの点数は悪いが、学習をあきらめないで継続

している。 ドキュメントトーカを利用してトIPの読みたい綾所をま発むように

なった。音声サービス{ニュースなども)を利用しているようだ。

デイジーで本を読むととは、当たり紛となっている。自分の読みたいもの

がすぐにデイジー化で考ないことが残念だ言っている。もともと本を読む

ととが管痛なので鼠分から新しい物翁を捺してまで読もうとはしないが、す

で父子寺っている本は何度も言語み返しているようだ。

*1と、学校で使う小冊子をデイジー化してほしいと、私に1)クエストきをし

てぎた。高校進学lこも希望を持ち学習意欲は持ち続けていると思う。

{中学校】
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