実践報告

自閉症児の読み書きの発達を促すための指導
−認知特性を踏まえた音節分解の指導−

日山

美子＊

文字を使って正しく読み書きができるようになるには、音韻意識が重要になる。この音韻意識は、音韻を自由に操
作する力であり、健常児は遊びを通して習得する。音韻意識の習得が難しい場合、音節分解や音節抽出等を通した指
導が示されている。自閉症児は、音韻意識がなくても文字を習得することがある。50 音表は読めるが単語として理
解できない等の学習上の難しさがあるが、音韻意識を高めるための指導方法は少ない。そこで、本研究では発語のな
い自閉症児１名に対し、子どもの認知特性に応じて音節分解の指導を行った。その結果、うなずきながら指さした
り、単語を発音したりする等が見られた。
キー・ワード：自閉症

Ⅰ

単語の音節分解

はじめに

音韻意識

先行研究を見ると、健常児と発達障害児（ダウン症

文字を使って正しく読み書きができるようになるに

児・広汎性発達障害児）を対象に、音韻課題（一音欠

は、連続的に表現される話しことばを音節的にとらえ、

如、組立て、音韻分解、音韻抽出）を実施し、各課題の

その音韻的な側面を効率的に操作する力が重要になる

通過率から音韻意識の発達過程を検討している。健常児

（長南、2005）
。これを音韻意識といい、音の単位の小

は、３歳で音韻分解と組立て課題のみに若干の通過が見

さいものから、音素・モーラ・音節の構造から成ってい

られ、音韻分解が高い通過率であった。４歳児では、音

る。通常、子どもは、しりとり等の遊びを通して、自然

韻分解、音韻抽出、一音欠如の課題で通過率が 50％を

に単語を音節に分けることを学習し、音韻意識を習得す

超え、５歳児になると、全ての課題の通過率が 70％を

る。そして、個人差があるが、就学前から生活や遊びを

超えていた。３歳児から５歳児までを通して音韻分解が

通して、文字の形を視覚的に認知する力と、音と対応さ

一番高い通過率を示し、年齢に応じて各音韻課題を通過

せて表記を覚え一文字ずつ読む力を発達させ、かな文字

していた。音韻意識の習得過程は、音韻分解、一音欠

を獲得していく（小山・神土、2004）。かな文字の読み

如・音韻抽出・組立ての順序性があると推測している。

の習得と音節分解の研究を見ると、音節分解は、およそ

発達障害児は、３歳児から５歳児までを通して、音韻抽

４歳半から可能になり、音節分解や音節抽出ができるこ

出の抽出する課題の通貨率が低く、音韻分解も全員が通

とがかな文字習得の前提条件であると述べられている

過することはなかった。音韻意識の発達は、一律ではな

（天野、1986）
。

く、個人差が大きく影響することが示唆されている。そ

自閉症児は、機械的に覚えやすい内容（ひらがな等）

のため、一般化することが難しく、音韻意識の獲得過程

の記憶能力が高いが、事物の位置関係等の関係性を表す

を、推測できなかったと報告している（日高・橋本・大

言葉（概念）の理解に困難さがある。また、視覚・聴

伴、2006）。

覚・触覚等の複数の要素で構成された刺激に対し、特定

音韻意識に関する研究では、音韻意識の評価や指導に

の刺激に限定的に反応する（野呂、2003）等の認知特性

用いる課題（分解課題、抽出課題、混成課題、削除課題

がある。文字を音に置き換える（音読）ことができて

等 ） が 検 討 さ れ て い る（ 小 坂・ 都 築、2004、 長 南、

も、それが意味のある単語になっていることに気付いて

2005）。自閉症児の音韻・構音指導では、分解課題（聴

いない等の学習上の難しさがあり、音韻意識がなくても

覚提示された単語を区切って発音させる課題。「み・

文字の読みを習得することがあると指摘されている（小

か・ん」と発音しながら手を叩く、音の区切りごとに積

山・神土、2004、大石、2008）。

み木等を置かせる課題。）や、抽出課題（聴覚提示され
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⑵

た単語から語頭音、中間音、語尾音等を取り出す課題）

指導開始時の実態

を用いた指導を実施した。聴覚的な弁別や記憶力が弱

・音 声を聞き、50 音表のひらがなを選ぶことができ

かったため、かな文字を示しながら音を聴かせる、発音

る。提示されたひらがなや単語カードをマッチング

の操作が可能になった音を含む単語等を文字に書いて繰

して同じ物を選ぶことができる。

り返し読ませる等の配慮が必要であった。その結果、文

・音声（２音）と手を叩く動作（２回）を示すと、指

字を示さなくても、しりとりや逆さことばで遊べるよう

導者の動作を模倣して手を２回叩くことがある。

になったと述べている（小山・神土、2004）。

・自発的な発音はほとんどないが、教師の口形の模倣

また、文字指導に関する研究では、音節分解や音節抽

をすることが増えてきた。音声を示すと「あ・い・

出の指導の重要性や、障害のある子どもの認知特性に配

う・お・は」（４音節）の発音ができる。

慮した指導の必要性が述べられている。知的障害児の音

・指 導者の 1 から 10 の数唱に合わせて、具体物を一

節分解については、単語を音節に分解し、子どもの認知

つずつ指さして数えることができるようになった。

特性に応じて動作（手を叩く等）や具体物（積み木等）

４．実施の手続き

で音節を１つの記号に置き換える（記号化）ことで、か

⑴

実施期間

な文字を書き表せるようになることが示唆されている

指導期間を３期に分け、各期５セッションを設定し

（近藤・中谷、1995）。この記号化は、音節を十分に認

た。各セッションにおいて、単語（２音）の音節分解を

識させるためのものであり、単語を分解し文字化する上

１つの単語につき２回実施した。単語（２音）の音節分

で重要であると指摘されている（山口、1989、近藤・中

解の設定については、文字指導に関する先行研究で、２

谷、1995）
。

音の単語、３音の単語、1 音の単語と進める方法が示さ

自閉症児の音韻意識の習得には難しさがあり、指導上

れている（山口、1989）。これに基づき、単語（２音）

の配慮点も多い。音節を十分に認識することで、音節分

の音節分解を設定した。また、単語の発音を１つの単語

解が可能になり、音韻意識を高めていくことができるの

につき１回実施した。

ではないかと考えた。本研究では、発語のない自閉症児

⑵

使用単語の設定

１名に対し、認知特性に応じた音節の置き換えを検討

使用単語は、身近でよく使われる単語の中から、生活

し、音節分解の指導を行った。対象児の学習経過を報告

場面で多く使用される単語のうち「あめ」、「いす」、「う

するとともに、音節分解での指導上の配慮点を探ること

ま」、「さら」を設定した。これらの単語を対象児が話す

を目的とする。

ことはないが、学習をすることで生活の中で使用できる

Ⅱ

ようになることをねらい設定した。また、口形の模倣や

研究方法

１．対象児：知的障害を伴う自閉症児（9 歳男子）

発音が見られているため、清音で発音しやすい単語を取

２．期間

り上げるように配慮した。

平成 21 年 6 月から平成 21 年 11 月まで

⑶

３．対象児の実態
⑴ PEP-R 自閉児発達障害児教育診断検査


指導の手続きは、絵を見て単語を構成する、音節分解

（平成 21 年 2 月実施）
Table 1

をする、単語を発音するようにした。単語の構成は、絵
を示し、ひらがなカードを上から縦に並べるようにし

PEP-R 自閉児発達障害児教育診断検査

下位項目

指導の手続き

た。音節分解は、音節の数に合わせて、①手を叩く、②

発達年齢

芽生え反応

模倣

３歳４か月

３

知覚

５歳４か月

０

や○の記号）を指さす段階を設定した。これらの段階

微細運動

４歳 10 か月

１

は、指導者が任意に設定した。各セッションで①から③

粗大運動

５歳１か月

０

の段階を段階的い対象児の様子に応じて、指導者の働き

目と手の協応

４歳７か月

３

言語理解

３歳 11 か月

３

かけや指導の手続きを変更しながら進めた。指導に当

表出言語

２歳４か月

２

総合発達年齢

３歳８か月

４

渡されたおはじき（２個）を置く、③手がかり（具体物

たっては、１度やり方を示してから対象児に取り組ませ
るようにした。間違えた場合は、「違うよ」と声かけ
し、正確なやり方を一緒に行うようにした。単語の発音
は、学習の始まりが分かるように単語の構成で使用した
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＊指 導者が音声提示して，単語（ひらが
・指導者が指さすひらがなを見ながら，○を指さしすることができた。指さしながら，口 「あ，い」
な）を指さしした後，○を指さすよう
形を示したり発音したりすることがあった。
にした。対象児は指導者と一緒に○を
指さしするようにした。
①絵を見て，単語を構成する。
・指導者が単語の音声提示をする。
②絵の下の○を指さしする。
・ひらがなを指さした後で○を指さしする。

S5

S6

S11

＊対 象児の指さしを必要に応じて行うよ
うにした。
①絵を見て，単語を構成する。
・指導者が単語の音声提示をする。
S12 ②指さししたり，うなずいたりする。

S10

S9

S8

＊指 導者の指さしを止め，音声提示のみ
するようにした。それに合わせて，対
象児が一人で○を指さしするようにし
た。
・指導者が単語の音声提示をする。
①絵を見て，単語を構成する。
②絵の下の○を指さしする。

＊○ におはじきを置くのを止め，指導者
と一緒に○を指さしするようにした。
①絵を見て，単語を構成する。
・指導者が単語の音声提示をする。
②絵の下に○を示し，指さしする。
・○を順番に指さしする。

S4

S7

＊指 導者の指さしを止め，対象児が○に
おはじきを置いた後，一緒に指さしす
るようにした。
①絵を見て単語を構成する。
・指導者が単語の音声提示をする。
②絵の下に○を示し，おはじきを置く。
・並べたおはじきを順番に指さしする。

S3

S15

S14

３期 S13

２期

１期

・発音なし

単語の
発音

・絵を見て「さら」と言ってからひらがなを１文字ずつ読み始めることがあった。うなず
きながらひらがなを順番に見るが，ひらがなを見て発音しない時があった。

「あめ，うま，
さら」

・うなずきながらひらがなを順番に見ることができた。ひらがなを見た後，少し経ってか 「あ，い，う，さ，「いす，うま」
ら発音していた。
す，ま，め，ら」
「あめ，うま，
さら」

・指さしが減り，指導者の音声提示に合わせて，うなずきながらひらがなを順番に見るこ 「あ，い，う，さ，「いす，うま」
とがあった。１文字のひらがなを見ている時間が長かった。
す，ま，め」

・うなずきながら指さししたり，うなずきながらひらがなを見たりして，発音することが 「あ，い，う，す，「いす」
あった。
め」

・うなずきながら指さししたり，うなずきながらひらがなを見たりしながら，発音する様 「あ，い，う，す，「あめ，いす」
子が見られた。
ま」

・うなずきながら指さししたり，うなずきながらひらがなを見たりすることがあった。上 「あ，い，う，め」「あめ」
から順番に指さしするのが早くなった。ひらがなを見て発音することがあった。

・音声提示に合わせて，上から順番に指さすことができた。１文字指さしした後にひらが 「あ，い，う，め」「あめ」
なを見たり，指さしたりしながら，うなずく様子が見られた。ひらがなを見て発音する
ことがあった。

・音声提示に合わせて，上から順番に指さすことができた。１文字指さしした後で，ひら 「あ，い，う」
がなを見ていた。指さしながら，発音が見られた。

・○を上から順番に指さすことができたが，ひらがなを指さしすることが多く見られた。
ひらがなを指さしながら，口形を示すことがあった。

・上からおはじきを置き，指導者の指さしに合わせて指さしができた。

・指導者の動きを模倣して手を叩いていた。３回叩いて手を止めることがある。
・○の上におはじきを置くことができた。絵を見たり指導者の音声提示を聞いたりする様
子はなく，おはじきを急いで並べていた。また，おはじきを下から並べることがあっ
た。

＊手 を叩くのを止め，音節の数だけおは
・下からおはじきを並べることがなくなり，上から置くことができた。
じきを置くようにした。指導者が○を
指さしし，それに合わせておはじきを
順番に置くようにした。
①絵を見て，単語を構成する。
・指導者が単語の音声提示し，○を指さし
②絵の下に○を示し，おはじきを置く。
する。

１音発音

S2

対象児の様子
・音声に合わせて手を叩くことができず，連続して手を叩くことがある。
・発音なし
・縦や横に適当に置くことがある。並べた単語（ひらがな）の上におはじきを置くことが
ある。

音節分解の指導

＊絵の下（ひらがなの横）に○を示し，
その上におはじきを置くようにした。
①絵を見て単語を構成する。
・指導者が単語の音声提示をする。
②音声提示に合わせて手を叩く。
③絵の下の○に，おはじきを置く。

・指導者が単語の音声提示をする。

指導者の働きかけ

①絵を見て，単語を構成する。
②音声提示に合わせて，手を叩く。
③絵の下におはじきを置く。

指導の手続き（＊変更点）

学習の経過

S1

期間・
セッション

Table 2

絵を提示し、指導者が単語を一定の間隔で発音した後、

導者の指さしに合わせて上から指さしができるように

対象児に単語を発音させるようにした。指導者の発音提

なった。S5 では、おはじきを置くことを止め、③の段

示については、小山ら（2004）が示す音韻意識の指導に

階を行った。おはじきを置いていた○の記号を指さしす

用いる課題から、単語の音をある一定の間隔をあけて聴

るようにしたが、並べてあるひらがなを指さしすること

かせ、それらの音が合成された場合どのような単語にな

があった。

るか答える方法を用いた。

２．２期（S6 から S10）動作（指さし）による音節分解

Ⅲ

結

果

⑴

音節分解の指導

○の記号と指さしを対応させることで、音節を意識し
やすい様子が見られたため、２期では、○の記号を指さ

各期における音節分解の学習経過の概略を Table2 に

す段階の指導を継続して行った。S6 では、指導者がひ

示した。指導の手続きや指導者の働きかけと、対象児の

らがなを指さし、対象児が○の記号を指さしするように

様子を示している。

した。ひらがなを指さしすることがなくなり、○の記号

１．
１期（S1 から S5）動作や具体物による音への気付き

を指さしできるようになった。○の記号の指さしができ

１期では、音節の数に合わせて、①手を叩く、②渡さ

るようになったため、S7 から S10 では、指導者が単語

れたおはじき（２個）を置く、③○の記号を指さす段階

の音声を示し、対象児だけで○の記号を指さしするよう

を設定した。S1 から S2 では、①と②の段階を行った。

にした。S7 では、一人で○の記号を上から指さしがで

音節に合わせて手を叩く指導では、音声に合わせて手を

きるようになり、S8 から S10 では、指さして自発的に

叩くことが難しく、指導者の動作を見て手を叩いてい

うなずくことや、指さしながらひらがなを見るように

た。手を叩くことに集中してしまい、音を意識する様子

なった。

は見られなかった。おはじきを置く指導では、おはじき

３．３期（S11 から S15）追視による音節分解
うなずくことや指さしてひらがなを見ることが見ら

上へ並べる様子が見られた。S3 から S4 では、置き場所

れ、追視によって音節を捉えられるようになってきた。

が分かるよう絵の下（ひらがなの横）におはじきを置く

そのため、３期では、必要に応じて○の記号を指さすよ

場所として○の記号を示し、音節の数だけおはじきを置

うにし、ひらがな等の手がかりを追視して音節を捉える

くようにした。おはじきを上から並べるようになり、指

指導を行った。S11 では、自分から○の記号を指さし始

回数

を置く場所が分からず、適当な場所に置くことや下から

１音発音（語頭音）
1音発音（語尾音）
単語の発音

１期

２期

３期

期間

Fig.1

単語の発音の変化
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めることがあり、指さしながらうなずいたり、指さしな

ないことが考えられた。おはじきの使用から指さしに変

がらひらがなを見たりしていた。S12 になると、指さし

更した結果、１期後半になると、○の記号やひらがなを

が減り、指導者の音声に合わせてうなずきながらひらが

順番に指さしできるようになった。視覚的に見て分かり

なを順番に見るようになった。上から順番にひらがなを

やすい○の記号やひらがなを手がかりにして、指さしの

見るが、１文字を眺めるように見る様子が見られた。

動作を介しながら追視できるようになったことが考えら

S13 から S15 において、うなずきながら指さしをするこ

れた。このことから、視覚的手がかりと動作により、音

とが継続して見られた。

を捉えることができるようになったと推測される。

⑵

単語の発音の指導

２期に入ると、指導者の音声に合わせて、指さしがで

単語を構成する音を発音した場合を１音発音 ( 語頭

きるようになった。これは、学習の仕方が理解され、指

音、語尾音）
、単語を発音した場合を単語の発音として

さしによって視覚的に見て分かりやすい手がかりを追視

まとめ、発音した１音のひらがなや単語を Table2 に示

することと、指導者の音声を一致しやすくなったことが

した。 ま た、 各 セ ッ シ ョ ン で の 単 語 の 発 音 の 変化 を

考えられる。２期後半には、指さしと並行して自発的な

Fig.1 に示した。

うなずきが見られ、うなずきながらひらがなを見ること

単語の発音の指導では､ 絵を提示し､ 指導者が一定の

が連続してあった。これは、視覚的に見て分かりやすい

間隔で単語の発音を示し、対象児に単語を発音させて指

○の記号やひらがなの手がかりを、追視しながら１つず

導を行った。単語の発音の変化（Fig.1）を見ると、１

つ音節を分解できるようになったことが考えられる。
３期になると、指さしが減り、うなずいてひらがなを

期では、１音発音や単語の発音は見られなかった。
２期前半から、１音発音が見られ、単語の語頭音の発

見たり、うなずきながら発音したりすることが見られる

音がでてきた。２期後半になると、単語の語頭音と語尾

ようになった。このことから、うなずく動作を通して、

音の発音がでるようになり、単語を構成する音を１音ず

感覚的に音節を認識したり、音節を分解したりできるよ

つ発音できるようになった。指導者が一定の間隔をあけ

うになったことが考えられた。

て単語を発音する際に、口を大きく開ける等して口形と

対象児の場合、音節を捉えるまでにいくつかの配慮点

音声をはっきり示しながら対象児に見せたことで、語尾

があった。視覚的な手がかりに加え、具体物であるおは

音の発音と同時に単語の発音が見られるようになった。

じきの使用から○の記号に置き換えて指さしをするよう

対象児が発音する前に、指導者が対象児の発音に合わせ

に指導を進めたことで、上から下に視線を動かせるよう

て 口 形 を 示 し た こ と で、Table2 に 示 す「 あ め 」、「 い

になったことが重要であった。１つ１つを見て、上下や

す」の単語の発音が見られ始めた。

横に視線を動かせるようになることが、文字を音節ごと

３期前半は、単語の語頭音や語尾音の発音がほぼでき

に分解して読み書きする上で大切であるとの指摘がある

るようになった。単語を構成する音の発音が増えるのと

（山口、1989）。音節の分解に具体物や指さし等の別の

並行して、単語の発音が増えた。対象児が発音する際

操作が加わるため、音節分解の課題を理解するまでに難

に、指導者が対象児の発音に合わせて口形を示したり、

しさがあった。具体物から記号へ段階を追って指導を進

発音した後に音声を示したりすることで、
「いす」、「う

めたことで、音節を捉えられるようになったため、音節

ま」
（Table2）の単語の読みが連続して見られた。ま

分解での視線の動かし方に配慮しながら音節を捉える手

た、３期後半になると、単語の発音が増加し、３つの単

がかりを変更していくことが必要であると考えられる。

語の発音ができるようになった。

また、単語の音を捉えることができるようになると、単

Ⅳ

語の音節の分解に学習が進展した。これは、おはじきの

考

察

操作や○の記号を指さしする場面で、具体物を意識して

１．音節分解における配慮点
１期前半では、手を叩いて音節を捉えることができ

操作するようにしたことが効果的であった。音節を 1 つ

ず、おはじきを置いて、音節の数を捉えるようにした。

の記号に置き換える（記号化）は、音節を認識する上で

しかし、適当におはじきを置くことがあった。置く場所

有効であると指摘がある（近藤・中谷、1995）。視覚的

として○の記号を示しおはじきを置くようにしたが、○

な手がかりを用いた音節分解は、自閉症児の音韻意識を

の記号の上にマッチングして置くことやおはじきを下か

促す上で効果的な指導方法でるが、課題のやり方を理解

ら並べることがあった。これは、学習の仕方が理解でき

させながら物の操作や操作等を意識して行っていくこと
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が大切であると考えられた。

る視覚的な手がかりや運動行為の配慮が必要だが、音韻

２．音韻意識と発音の関連

意識を高めるためには、音節分解が重要であった。今後

単語の発音の変化（Fig.1）を見ると、１期では、１

は、音節分解がやりやすい単語とやりにくい単語があ

音や単語の発音は見られなかった。２期前半では、単語

り、２音の単語、３音の単語、１音の単語と進めていく

の語頭音の発音が見られたが、単語の発音はなく、音節

方が理解させやすことが挙げられている（山口、1989）

を操作できるまでには至っていないことが考えられた。

ため、対象児の音の認識の仕方に配慮し、３音の単語の

２期後半になると、単語の語頭音と語尾音の発音が見ら

音節分解を取り入れ、音韻意識を確実なものにしていき

れるようになり、
「あめ」（Table2）の単語を中心に、

たい。今回の指導では、獲得した単語を、生活場面で活

単語の発音が見られた。また、３期前半では、単語の語

用するまでには至らなかったため、生活場面に広げてい

頭音や語尾音の発音が増え、
「いす」、
「うま」（Table2）

く方法について検討していく必要がある。

の単語の発音が連続して見られた。３期後半になると、
謝辞
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指さすことと、うなずきによって感覚的に音韻を操作で
きるようになったことが、音声提示された音を合成でき
るようになったこととに関連していると推測される。こ
のことから、音節分解による音韻意識の習得が、単語の
発音の増加に影響したと推測される。

Ⅴ

今後の課題

今回の研究では、単語（２音）を取り上げ、音節分解
を行った。その指導から、○の記号やひらがな等の視覚
的な手がかりを通して、指さしやうなずきといった動作
で音の認識ができるようになり、単語を音節に分解して
いくことが分かった。視覚的手がかりを用いて音節を分
けること、音声に協応した運動行為（拍手、ジャンプ
等）が音節を分解する上で有効であると指摘がある（山
口、1989）
。自閉症児の指導においては、山口が指摘す
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