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はじめに

基礎数学学習におけるスペシャル ･ニーズは､軽度の知的な障害がある子どもたちに

対する数概念の教育や ｢算数/数学科｣の学習に ｢つまずき｣のある､あるいは､｢落ち

こぼれ/落ちこぼし｣と呼ばれる子どもたちに対する実践課題の問題として､戦後の数

学教育の中で言及されてきたと振 り返ることができる｡その脈絡では､教材の不適切性

が論 じられ､また､｢見切 り発車｣とか ｢新幹線授業｣などと表現されたカリキュラム

のあり様が問題視されてきた｡このような問題意識 ･課題意識を背景に､教育現場では

教育研究運動が広がり､｢わかる授業｣づくり､さらには ｢たのしい授業｣づくりのた

めの努力を､多くの教師が主体的に続けてきた｡

今 日､基礎数学学習におけるスペシャル ･ニーズは､学習障害 (LD)や ADHD等の発

達障害が疑われる子どもの存在によって改めて語られるようになっている｡何がしかの

障害が疑われるのであるから､保護者や教師の特別な､あるいは､障害に対応 した関わ

り方､介入の仕方が考えられる必要があるというわけである｡基礎的な数学学習におけ

る低達成が､知的､あるいは､発達障害等によるものであるのか､教材やカリキュラム

の問題を含む教育の方法の不適切性によるものなのかはともかくとして､基礎数学学習

の低達成に結果 しているスペシャル･ニーズのある子どもたちに対する教育実践課題は､

具体的な事実として現前に存在 している｡そして､ピアジェ後の発達観を追究する観点

から言えば､すなわち､子どもの発達というものは絵に描いたような標準的なものでは

なく､もともとアンバランスに進むものであるという発達観に立てば､子どもたちの基

礎的な学習におけるスペシャル ･ニーズは決して例外的なものでなく､肯定的に受け入

れられるべきものである｡

子どもたちの基礎的学習におけるスペシャル ･ニーズが､差別や偏見の対象となるこ

となく､肯定的に受けとめられるようになることは､社会的な課題である｡そのことに

よって､個性的な一人ひとりの子ども一人ひとりの発達 ･成長が担保されるのであるO

このことは当面する課題 として緊急性があるが､しかし､この社会的な課題-のアプロ

ーチは､そもそもの教育実践課題に立ち向かう過程でしかない｡そもそもの教育実践課

題は､すべての子どもに基礎的な学習をその学習達成において具体的な事実として保障

しきれていないという点にある｡学習する機会の保障は確かな学力を保障するための前

提であるが､それは前提で しかなく､その学習の十分な達成がすべての子どもに保障さ

れることが求められているのである｡

この教育実践課題に対 して､教材とカリキュキュラムの開発が改めて必要となる｡そ

れは一人ひとりのスペシャル ･ニーズに対応する教授学習活動が準備される必要あると

いうことである｡言い換えれば､その学習の過程において､学習困難の現れ方は一人ひ

とり異なったものであり､学習の様子に個人差が観察されることになる､その個人差に

教師の支援 ･介入の仕方は応 じたものとなることが求められているということである｡

Cl



この場合､学習困難の現れ方は多様に観察されるとしても､学習が成立する､あるいは､

所期の学習が達成される用件､あるいは､筋道において､原理的なモデルが描き出せる

のであれば､教授ス トラテジーの選択は多様に準備されている必要はない｡原理的に異

なる教授ス トラテジーが準備されている必要があるというのであれば､その選択は､子

どもの学習達成の決定的な前提条件となる｡子どもたちの学習達成が､数年にわたる期

間で評価されるものであることを考えれば､原理的に異なる教授ストラテジーの選択を

しなおすということは現実的でない｡だから､基礎的な数学学習において所期の学習達

成を見込むことができる教授学習モデルを原理的な学習の筋道として描き出せるので

あれば､それは都合のいいことである｡

課題は､そのような原理的なモデルを教授学習の筋道として描き出すことができるの

かということになる｡そのモデルは多くの教師によって共有化され､一人ひとり個性的

なスペシャル ･ニーズのある子どもたちの､様々に現れる学習困難の克服のために柔軟

に適用され､学習の所期の目標を達成するという形で教育実践を結果させるものである

必要がある｡幸い､教育現場の教育研究運動の中で進められてきた ｢わかる授業｣づく

りの努力があった｡本研究では､そこでの教育実践の経験を踏まえ､4段階からなる学

習の筋道を原理的な教授学習モデルとして立て､学習困難を抱え､基礎的な ｢数と計算｣

の学習につまずいたままの子どもたちに治療的な教育を実施することで､その実効性を

検証 してきた｡そして､その記録をデータベース化することで､多くの教師が治療的な

教育の成果を共有 し､その成果をスペシャル ･ニーズのある様々な子どもたちに活かし

て行くことを企図してきた｡

ここで､学習の筋道 として検証 してきた 4段階とは､以下である｡

三 〒 ＼ ､_ -

データベース化を進めている記録を､本報告書にそのまま載せることはできない｡蓄

積 してきた記録は､それほどの量であるということである｡作成 してきたデータベース

は､科学研究費を継続的に受け､スペシャル ･ニーズのある子どもたちの教師がwebを

利用することで広く参照できるように準備中である｡その一部は試行的にすでに公開し

ているので (http://plaza4ts.edu.uーyukyu.ac.jp/)､データベースの内容については

そちらを参照 してもらうとして､本報告書は､発表資料を主に編集 しものである｡
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1.基礎数学学習スペシャル ･ニーズ

基礎数学学習におけるスペシャル ･ニーズは､軽度な知的障害や学習障害 (LD)や

ADHDなどの発達障害が疑われる子どもたちだけにあるのではない｡別な言い方をすれ

ば､ある子どもについて何がしかの障害が観察されていても､その子が教師の特別な教

育介入なく数学の学習において十分な達成に到ることができれば､その子に数学学習の

スペシャル ･ニーズがあると考える必要はない｡｢算数/数学科｣の学習の過程における

｢つまずき｣は､知的あるいは発達障害とは別に､どの子にも考えられることである｡

学習の過程において困難があることが､必ず しもスペシャル ･ニーズがあるということ

でもない｡一般的な言い方をすれば､学習の過程においては､様々な困難に直面するも

のであり､それ らの困難を克服 しながら､学習は進めていくものである｡しかし､基礎

的な教育において､学習の困難に直面 し学習を停滞させ､社会人として自立していく上

で極端に不利益な学力状況を改善できないでいるとすれば､その子どもにはスペシャ

ル ･ニーズあると考えてみることは必要なことである｡はしがきでも述べたとおり､そ

ういう可能性はすべての子どもにあり､したがって､すべての子どもに対してスペシャ

ル ･ニーズという視点は意味あることである｡

基礎的な数学学習におけるスペシャル ･ニーズは､知的障害や発達障害などと区別さ

れると述べたが､それは､学習困難の主要な原因が教授学習の方法にあるかもしれない

ということでもある｡ある教授学習の方法がその子どものその場の状況に極端に合わな

かったというだけかもしれない｡しかし､その学習達成が非常に低いままで､不利益な､

その子どもの状況が改善されないとすれば､その子どもにはその状況においてスペシャ

ル･ニーズがあると考えるのである｡それゆえ､基礎的な数学学習におけるスペシャル ･

ニーズの顕在化は､すべての子どもにおいて確率論的に出現するものだと捉えておく必

要があろう｡このことは､私たちが教育実践の中で経験 してきたところの､知的障害や

発達障害などと言われる障害が観察される場合の子どもたちの学習において､特別な教

師の介入が必要であること､そして､それらの障害が基礎的な数学学習におけるスペシ

ュル ･ニーズに直接的に､あるいは間接的に関係 しているだろうことを否定するもので

はない｡とにかく､スペシャル ･ニーズという概念は障害概念と区別されるべきもので

あり､その区別は教育実践において積極的な意味を持つであろう｡

ここである子どもの事例をあげることができる｡

MUさん (女子)は､1991年 9月生まれの中学 1年である (13歳､2005年 2月 9日)｡

好きな教科は体育で､数学は苦手だと答えた｡小学校 2,3年から､数学の学習が苦手に

なったという｡2歳半から保育園に行き､5歳から幼稚園に通ったという｡幼児期に発

達の遅れが指摘されたことはなかったという｡むしろ､言葉の発達は早い方だったとい

うO面接の様子からは､発達の遅れや知的な障害を感 じさせる点は MUさんには全く観
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察されなかった｡その時の会話からは､む しろ､自分の考えをはっきりと話すことがで

きる明朗な中学生という印象を受けた｡

現在､機械的な繰 り返 し練習を特徴とする学習塾に通って､分数の約分について学習

しているということだったが､そして､家庭教師もつけているが､前-もう一歩も進め

ない状況だということで相談を受けた｡面接で ｢数と計算｣についての学力を診断 した

ら､次のような結果になった｡すなわち､296+27-523,724678+75

645-730323と暗算で計算 した｡頭の中で桁を揃えて尾加で計算 し答えを書い

ていった｡頭の中で計算 したためか､最後の桁の処理で間違えたが､一応はた し算の仕

方を覚えている｡23+14を例に筆算をしてみせ､改めて多位数のたし算を求めたら､

学習塾でも学校でも習ったと言って正 しく実行できた｡しかし､たし算の仕方について

の理解は不確かなものであることが推察される｡筆算で計算 してもいいと勧めたが､筆

算をすれば簡単だと思われるが､あえて ｢暗算｣でする場合､筆算の仕方についての自

信のなさの裏腹であることがこれまでの経験の中で観察されているからである｡加減の

筆算では､十進位取りの原理についての十分な理解なくして､その仕方を理解すること

は難しいことで､仮に ｢答えの出し方｣を覚えることができても､自信は持てないし､

ケアレス ･ミスと思われる計算間違いもしばしば観察される｡つまり､加減の筆算は十

進位取 りの理解を深める教材だと言え､その理解の深まりが伴わない計算技能の実行結

果はミスが多く安定的でない｡MUさんの､その理解の不確かさは､ひき算の課題で明

らかになった｡すなわち､1002467-92478の筆算を学校や学習塾で教えてもらったと

おりに尾減で実行 して､8989と間違えた｡こんな桁数の計算はできなくてもよいとい

う主張もあるかもしれないが､複雑な計算課題は､理解の程度や内容を知るのに有用な

診断方法となる｡この場合も､桁数が多いからつい間違えてしまったのではなく､十進

位取りについての理解の不十分さを明らかにしていると考えられる｡実際､このことは､

10000-295-605と10000-18-82と筆算をしたことで確認された｡

ところが､MUさんに 1000-18の ｢お話｣作 りの課題を出してみたところ､｢ひろば

に 1000わのとりがいました｡ある人がきて 18わにげてしまいました｡のこりは何わで

しょうか｡｣(原文)とできた｡ここで改めて 1000-18を筆算でするように求めてみたら､

やはり1000-18-82とした｡しかし､今度は､自分でもおかしいと気づいた｡そこで､

本当いくつになるか考えるように求めたら､しばらくじっと見て考えて (暗算)｢982｣

と正しく答えた｡この結果ら､MUさんは引き算が理解できないということはできない

だろう｡む しろ､何故これまでにできるようにならなかったのかが不思議なくらいでは

ないだろうか｡事実は､機械的な計算練習を繰 り返しやってきてお り､今もしているが､

極端な低学習達成の状況は改善されないでいるということである｡ちなみに､数と計算

領域全体の MUさんの学力状況は次のとお りであった｡かけ算九九は全部言えるが､3

×6の ｢お話｣作 りはできなかった｡そして､3×6-18と答えたことについて ｢どうや

って分かる｣と聞いたら､｢3と6を足 した｣と答えた｡文字通りたし算をしては 18に
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ならないことはMUさんも分かることであろうから､なぜ 18か分からない､あるいは､

累加をうまく説明できなかったということだろう｡24÷6の ｢お話｣作りは､｢あると

ころに6人のグループが4グループきました｣と作 り始めたが止めた｡かけ算とわり算

の意味理解が無いとい うわけではないが､その理解は極端に不十分である｡小数の計算

については､9.6+0.8-10.4と筆算をできたが､｢点､移動するかな一､しないかな-｣

と迷った｡そして､9.91+0.999について､小数点を揃えずに､かけ算のように末尾の

数字を揃えて立ての式を書き､19.90と答えた｡分数の計算については､いま学習塾で

勉強している (機械的な計算 ドリル)ということであった｡そして､その学習達成は､

12/3+ 2/3-14/3- 21/3および 19/12+ 7/18- 145/60+ 28/60- 1

73/60- 213/60であった｡つまり､分数のたし算の仕方についてだいたい覚えてい

るが､その適用は数が大きくなると不正確になる｡その理由としては､加減算の学習と

同様に､いわゆる計算技能の習熟不足というより､意味理解の不十分さによる機械的な

練習による学習達成の限界と予想された｡19/12+ 7/18について改めて計算 しなお

すように求めると正 しく実行できたのであるが､MUさんは学習塾に通い既に多くの時

間を機械的な計算練習に費や していた｡意味理解の不十分さを確かめるために､｢お話｣

作 りを求めてみたら､｢19/12のジュースがあります｡その｣と書き､ここで ｢分から

ん｣とMUさんは作業を中止 した｡｢お話｣を作ることができる意味理解があれば､計算

技能の学習達成ももう少 し確かさが感 じられるものになっていよう｡

MUさんについて諸心理検査の結果は無いので､何がしかの中枢神経系の原因を推測

することはできない｡仮に､中枢神経系のある部分に機能不全があると考えられる場合

でも､それは日常的な生活の中で容易に観察されるような程度のものではないであろう｡

実際､本人および保護者との面接では日常生活上の不都合は無いということであった｡

MUさんの例は､基礎的な数学学習におけるスペシャル ･ニーズは知的障害や発達障害

などの存在を前提にすることなく言及されるべきものであること､しかも､特別な教育

的な介入が計画され実践されるべき子どもたちの存在が例外的なことでないことを示

していると言えよう｡
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2.治療的教育

本研究では､保護者と共に被験児に一週間に一度通ってもらう形で､治療的な教育介

入を計画 したOその間は､｢一日一題 ･五分以内｣の ｢宿題｣を毎日するように求めたO

当然､｢宿題｣は 1ページを越えることはない｡｢授業｣は､45分をメ ドにし､被験児

の様子でそれ以上でもそれ以下でよいことにしたが､1時間を限度にした｡被験児-の

｢授業｣は､一対一で進めた｡それは､授業として ｢一対一｣が効果的だろうと考えて

いるからではなく､単に観察の都合ゆえのことである｡1週間に一度という授業の割合

も､それが最適だと予想 しているわけではない｡また､毎日45分間の ｢授業｣を実施

することが効果的だと予想 しているわけでもない｡ただし､45分間という授業の枠組

みは教育現場に既に作られていることである｡スペシャル ･ニーズのある子ども-の教

育的な介入の仕方には､今後いろいろな形が考えられる｡本研究での治療的な教育の形

も､その一つとなろう｡いわゆる ｢専門家｣がスペシャル ･ニーズのある子ども一人を

相手に毎日45分間の ｢授業｣をすることは､むしろ現実的ではないであろうし､最適

な教育的な介入とは限らない｡｢宿題｣は､毎日するように求めたが､保護者が無理や

り ｢宿題｣をするように強要 しないように注意した｡｢宿題｣を済ませたか声をかけて

もよいが､それ以上に保護者は介入 しないように求めた｡当然､｢答え｣が違っている

とか､どうやって答えを求めるかとか､保護者が介入 しないように注意 した｡それは､

｢宿題｣が研究上のデータとして使えなくなってしまうというばかりでなく､そのよう

な保護者の介入は学習達成上逆効果だろうとも考えたからである｡スペシャル ･ニーズ

のある子どもの場合､親の介入は､｢ドリル主義｣になりがちで､｢答えの出し方｣だけ

にその子どもを追い込んでしまうことが心配される｡(前項のMUさんの事例参照)

実際の､治療的な介入としての ｢授業｣は､文字通り ｢毎週｣実施されたわけではな

い｡日常的な営みの中で本研究を進めているので都合で｢休み｣にすることはあったし､

病気や学校の都合などで被験児が ｢休む｣こともあった｡この点の実際は､保護者の都

合もあり､被験児一人ひとり様々であったが､治療的な介入の原則は､上述のとおりで

あった｡つまり､｢休み｣にするときは ｢宿題｣を2週間分出したし､被験児が急に来

れなくなったときは ｢自分で問題を作って｣と､毎日1題の ｢宿題｣をすることを求め

た｡｢宿題｣の実施状況も､被験児に任せた形で進めたので､被験児それぞれの結果に

なったが､毎日1題の原則は各被験児に受け入れられた｡

治療的な介入の ｢授業｣の進め方は､課題を出し被験児の作業の様子と結果から､新

たな課題を出すという形で進めた｡｢答えの出し方を教え､練習を繰 り返す｣という形

はとらないことにし､実際､とらなかった｡例えば､｢りんご三個の絵を描いて｣と求

めれば､被験児はそれぞれの ｢りんご｣を､それぞれの関心で描くだろう｡｢教師｣の

関心と必ず しも一致している必要はない.むしろ被験児一人ひとりの拘 りが ｢りんご｣

一つ描くにもあるだろう｡被験児の ｢できる｣課題からはじめることを ｢授業｣の方針
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としたということである｡それは､教育の方法論上の選択でもあるが､本研究の目的が

そのような学習の起点を確認すること､そのような課題の連続性あるいは段階性を確認

することにあることによる｡ただし､いつでも自然発生的な被験児の作業から始めたわ

けではない｡｢教師｣が意図する作業を試行錯誤的でも被験児に始めてもらうことは必

要なことで､そのような作業がいつも被験児の発想だけで始められるとは限らない｡被

験児の発想で作業を始めることを原則とするが､そうでない場合は､作業結果を ｢見本｣

(モデル)として示 し､模倣するように教示し､そこでの見方､あるいは考え方を再構

成するように求めた｡この場合でも､被験児は文字通り模倣できなくてもよい｡論理を

被験児が自分なり整理 し作業を進めようとしてくれればよい｡そうすれば､それが被験

児の発想による作業になるから､それに続く課題を出すことができる｡このとき注意す

ることは､例えば絵や図を描く場合､不用意に被験児の目の前で描いて見せないことで

ある｡不用意に描き方を見せれば､被験児は意味を考えずに ｢答えの出し方｣として覚

え込もうとしてしまうことがある｡それでは､上述の原則に沿うことにはならない｡ち

なみに､絵や図の描き方は認識や理解の程度を反映することに､本研究は着目してデー

タを収集 してきた｡

以上､治療的な教育介入の方法は､本研究のデータ収集の方法である｡本研究では､

問答や具体物の作業を生のまま記録 しデータベース化はしてないが､学習プリン トベー

スの作業結果は生のままデータベース化 している｡学習プリン トベースの作業結果は､

被験児の思考の全体ではないことは言 うまでもないが､しかし､学習プリントの ｢生の

データ｣は現場の教師にとっては示唆に富むものであろう｡なお､作業中の被験児の目

の動き､表情､手の動きなどには､注意を払って観察しメモした｡
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3.収集資料のデータベース化

学習プリントベースの被験児の作業結果をイメージスキャナを使ってデジタル化 し､

wEBで検索可能なデータベースとして開発中であるO現在､治療的な教育によるデータ

の収集は進んでいるが､より多くのデータ収集は､それ以上に現場教師にとって必要な

参考資料となろう｡それは､スペシャル ･ニーズの実態は､子ども一人ひとりに同じよ

うに現れるとは限らないからである｡加えて､一人ひとりに現れた様々な学習困難を克

服 して所期の学習達成に達する過程､その学習の段階性についての直接的な参考資料が

必要とされている｡学習困難のデータベースも､つまり､つまずき事例も教育資料とし

て必要であるが､それ以上に､今日､教育現場では所期の学習達成を実現するための教

材や学習の段階についての資料が､つまり学習の具体的な成功事例が必要とされている｡

機械的な練習を繰 り返すだけの学習指導はすぐに実践できるが､その学習では一時的

には効果があるかのように見えるが､その先-の学習達成が難 しいことは経験的に明ら

かになっていると言っていいだろう｡(前出のMUさんの事例参照)難 しいことがたくさ

んできるようになることを求めないとしても､少なくとも自立の基礎となる学力保障を

実現することが教育実践課題である｡その学習達成の内容と程度については社会的な背

景も含めた議論によって蓋然的に記述されるものであろうが､例えば､二桁のたし算や

ひき算ができても日常的な計算学力としては不十分である｡三桁まで加減算ができると

いっても､千円以上の計算ができなければ所期の学力保障を実現したことにはならない

だろう｡同様に､かけ算九九を覚え込んだだけでは十分にかけ算を学習 したことにはな

らないだろう｡本研究では､日常的な数学的なスキルの保障だけを所期の学習達成とし

ているわけではないが､保護者や子どもの教育要求に応えることが実践的に求められて

いるということに即する研究の必要性を強調したわけである｡本研究では､むしろ実用

的側面の訓練というより､それとは対照的に数学という学問体験こそが保障されるべき

であると考えているし､それが日常的な実用性に対 しても結果として意味あることであ

るだろうと考えている｡本研究のデータベースは､そう考えた教育実践の成功的な結果

を含むことを特徴としている｡そして､本研究の治療的な教育の結果は､機械的な練習

を繰 り返すだけの学習の対極に位置する有意味学習を教育実践の対象として努力する

ことを改めて提案するものである｡

データベース-は､http://plaza4ts.edu.uてyukyu,ac.jp/でアクセスできる (試行

的に一部を公開｡ただ し､ユーザ IDが必要)｡その内容は､次の被験者について学習の

記録 (過程と達成)である｡

･ 典型的な包括性学習障害と判断された子どもの記録(小4末から中3まで)

･ 髄膜炎で構音障害などの中枢神経系の障害が明確に､かつ､広範囲に観察されて

いた子ども (′ト2から中1まで､治療的教育継続中)

･ 自閉的な子ども (小 3から/ト4まで､治療的教育継続中)
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･ スローラーナ-と判断される子ども (微細な障害が中枢神経系にあるかも知れな

いが､医学的な診断はない｡)(′ト3から小4まで､治療的教育継続中)

･ 障害は観察されなかったがローアチ-バーだった子ども (小 2から小 3まで､当

該学習段階に到達しているが､治療的教育継続 し経過を観察中)

･ 水頭症によるダメージが中枢神経系にあると考えられるローアチ-バーの子ど

も(小 6から高 1まで､治療的教育継続中)

･ 知的な障害があり数の学習が数唱までの子ども (養護学校高等部卒業後 1年間､

治療的教育継続中)

そのほか､カナダのスローラーナ-あるいはローアチ-バーであった子どもたち (何

がしかの障害が知的面においてあるのではないかと予想された子ども含む)の約 1年間

の学習記録もデータベース化 してあるOとりあえず生の学習記録がWEB上で参照できる

ようにすることで､スペシャル ･ニーズのある子どもを担当する教師に本研究の成果を

広く供するようにしたいと考えている｡そして､各データについてコメントを付す作業

を並行 していく (現在､科学研究費の継続により進行中)｡
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おわりに

障害は十人十色と言われている｡障害の内容と程度は､10人いれば 10人が異なるほ

ど多様であるということであるO障害の有無に関わらず､子ども一人ひとりに現れる基

礎数学学習におけるスペシャル ･ニーズは多様である｡その一人ひとりに対応 した教育

的な介入が意図的､計画的､継続的に必要とされる場合がある｡このことを裏付けるよ

うに､本研究の治療的教育の過程では､学習困難が多様に出現することが観察された｡

しかし､複数の被験児についての資料が徐々に揃 うのに並行 して､学習困難の特徴につ

いて共通性も観察されつつある｡例えば､ノイズのように特定イメージが混入 し､思考

が混乱 してしまうことがある｡その再現性は､中央神経系の何がしかの微細機能障害に

関係 していて､それが学習困難の原因の一つになっているかもしれない｡さらに観察 し

続ける必要があるが､この共通的な諸特徴は､極端な低学習達成によってスペシャル ･

ニーズの有無を判断 してきた従前の診断方法を大きく改善しうる｡一年以上にわたる学

習を振 りかってスペシャル ･ニーズの有無を判断するのではなく､学習の進行中にリス

ク児が発見できるとわけである0本研究では､スペシャル ･ニーズと学習の過程で観察

される困難の特徴との関係について､現象記述的ではあるが言及 した｡学習困難の特徴

について更なる資料を蓄積 し分析することは､継続する研究の課題である｡

そもそも基礎数学学習にスペシャル ･ニーズのある子どもの学習達成は､その達成可

能性についての教師の信念に大きく依存する｡その信念が実際の教育実践に裏付けられ

たものであれば､その教師の子どもの学習達成はさらに高いものとなろう｡本研究では､

基礎的な数学学習にスペシャル･ニーズがあるつまずいたままの子どもの学習達成の可

能性について､具体的に言えば､包括性学習障害と判断された子どもの学習達成によっ

て､実証的に示すことができた｡現在､その他の障害が原因と考えられる学習困難児の

学習達成の可能性についても､治療的教育を継続することで実証的に検証しつつある｡

様々な障害を横断的に見通せる学習達成の可能性は､教師のスペシャル ･ニーズのある

子どもの学習達成に関する信念を形成 し､この信念が学習困難を抱えつまずいている子

どもの更なる学習達成を実現する｡

ここで問題となることは､スペシャル ･ニーズの多様性に即 した教育的な介入が必要

であるが､その介入が学習の成功に結果するための､教材を含む教育の方法である｡こ

の教育の方法が､場当たり的に､あるいは闇雲にいろいろ試みて､幸いにもうまくいく

というものでは､基礎的な学力をすべての子どもに保障することは担保されない｡言い

換えれば､学習困難を抱えたスペシャル ･ニーズのある子どもを含めて､すべての子ど

もに対 して最低限の学力保障を見込める教授学習の方法は存在するのかということが

問題である｡机上の論としてではなく､教育実践的に解決 していく課題 して､この間を

設定することは言 うまでもないが､おそらく機械的形式的な学習訓練で､そうした教授

学習は存在ないであろう｡おそらくコンピュータでなく人間の教師が試行錯誤 しながら
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教育実践を進めるという部分が人間の学習について語る核心となろう｡その試行錯誤を､

見通 しを持って進めることができれば､その見通しを与える視点は､教授学習活動の原

理の一つと言えるだろう｡本研究ではそうした原理の一つとして学習の段階性に着目し

てきた｡そして､この教授学習の段階性を､現実の世界､モデルの世界､シェ-マの世

界､数学の世界と呼んできた｡ここで言 う教授学習の段階性とは､それを原理に子ども

の学習が組織 されるとき所期の学習達成が見込めることが十分に期待できるものでな

くてはならない｡本研究での事例は､所期の学習達成の可能性を実証的に示すとともに､

この段階性を ｢学習の筋道｣としてさらに検証を続けている｡また､この四段階の夫々

の過程のおいても､段階的な認識の変容が観察されている｡そして､ここにも段階の共

通性が観察されつつある｡具体的に言えば､ある学習課題に表れる ｢現実の世界｣から

｢モデルの世界｣-の経過､｢モデルの世界｣から ｢シェ-マの世界｣-の経過などで

ある｡

学習の段階性 とい うことと重なるが､所期の学習達成を実現する過程で､様々な学習

の様相が確認された｡例えば､新たな発想-の展開は偶然的で､不安定で､その状態は

壊れやすく､それが必然的､安定的､確かな認識-という変容が観察されている｡また､

学習の最近接領域を説明するような学習の進行や､子どもの成長に伴 う認識の発達は､

アンバランスに進むものだということを典型的に示す場面が観察されているOこれらは､

子どもの学習を評価するうえで有用な視点となろう｡また､本研究の治療的な教育の方

法と結果は､機械的な ドリル学習よる学習達成 ･学力と､有意味学習による学習達成 ･

学力の質的な違いを実証的に示 している｡つまり､機械的な ドリル学習では抑制による､

特に逆行抑制による学習の混乱が起こりやすいとか､機械的な ドリル学習の場合､学習

の限界は記憶容量の限界に相関してしまうだろうとか､また､無意味な記号操作を誘発

してしまうだろうとか､等である｡それに何よりも､機械的な ドリル学習では学習困難

を克服できずに､ある段階から先-学習を進められないでいた子どもが､有意味学習で

その学習困難を克服 し学習をその先に進めることができたということを､例えば､繰 り

上がり･繰 り下がりの仕方をいくら｢ドリル｣を繰 り返 して覚え切れなかった子どもが､

四段階の学習の過程による有意味学習で､かけ算､わり算まで､そして正負の数の計算､

文字式まで学習を進めることができたということを､さらに言えば､その学習の過程は

創造的であるということを実証的に示せた｡そして､その過程をデータベース化 し参照

できるようにしたことを､改めて本研究の成果として強調しておきたい｡このような成

功的な事例のデータベース化はさらに必要で､本研究で継続 している0

以上､本研究の継続で､子どもの学習の過程に関する様々な示唆が得られることが今

後も期待される｡
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