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１．国語 聞く 1-a-01
ことばの聞き分け 長い言葉や新しい単語などに対して何度も聞

き返す
聴覚的短期記憶

構音プログラム（さかさことば） 既存 心身障害児教育財団 判明せず

1-a-01 ことばの聞き分け 聞き漏らしや聞き間違いがある 聴覚的弁別 聴覚的集中 スリーヒントゲームのカルタ 既存 学研ステイフル 実証 生産中止

1-a-01 ことばの聞き分け 聴いたことをすぐに忘れる 聴覚的短期記憶 聴覚的集中 スリーヒントカルタ 既存 学研ステイフル 生産中止

1-a-01
ことばの聞き分け 聞いたことをすぐ忘れる。 聴覚的短期記憶 聴覚的集中 聴覚的短期

記憶 きくきくドリル 既存 文英堂（ＣＤつき） Amazon
http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%
83%5E%83J%83i&url=search-

きくきくドリル/きくきく

1-a-01
ことばの聞き分け 聞いたことをすぐ忘れる。 聴覚的短期記憶 聴覚的集中 聴覚的短期

記憶 聞いて書こう 自作 判明せず

1-a-01
ことばの聞き分け 口頭で連絡事項を伝えると、忘れることが多

い
聴覚的弁別 教室でできる特別支援教育のアイデ

ア１７２（復習○×ゲーム）
既存 図書文化社 Amazon http://www.amazon.co.jp/

1-a-01
ことばの聞き分け 周りの環境音と人の話し声の区別が困難 聴覚的弁別 聴覚的集中

選択的注意 聴覚認知セット 市販 学研
「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

入手先不明

1-a-01
ことばの聞き分け 聞いて取りに行くことが、指示通りにできない 言語理解 聴覚的集中 聴覚的短期

記憶
取ってきましょう（動物、果物、色板、
飴など）

自作 判明せず

1-a-02
話の聞き分け 個別に言われると聞き取れるが、集団の中で

は聞き漏らしがある
聴覚的弁別 聴覚的集中

構音指導プログラム 既存 心身障害児教育財団 判明せず

1-a-02
話の聞き分け 周りの音や人の話し声に気をとらわれやすく、

集中が続かない
聴覚的弁別 聴覚的集中

ノイズキャンセリング・ヘッドホン 既存 BOSE社 一般店舗 実証 音の刺激を低減
ノイズキャンセリング・ヘッド

ホン

1-a-02
話の聞き分け 周りの音や人の話し声に気をとらわれやすく、

集中が続かない
聴覚的弁別 聴覚的集中

ヒアリット 既存 Hearit　Company社 Hearit　Company社 音を集中的に拾う 入手先不明

1-a-02

話の聞き分け 聞き漏らしや聞き間違いがある 聴覚的弁別 聴覚的集中 聴覚的記
銘力 ぶんカード 市販 くもん出版 Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=%83J%8
3%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Dstripbooks&field-

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

ぶんカード

1-a-02
話の聞き分け 聞き洩らしや聞き違いがある。 聴覚的短期記憶 聴覚的集中 聴覚的短期

記憶 きくきくドリル 既存 文英堂（ＣＤつき） Amazon
http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%
83%5E%83J%83i&url=search-

きくきくドリル/きくきく

1-a-02
話の聞き分け 聞き洩らしや聞き違いがある。 聴覚的短期記憶 聴覚的集中 聴覚的短期

記憶 聞いて書こう 自作 判明せず

1-a-02 電話の聞き取り 電話での聞き取りミスが多い 聴覚的弁別 トレーニングベル 既存 学研 判明せず

1-a-03
ことばの理解 「～してもらう、～してあげる」などを混同する 言語理解 教室でできる特別支援教育のアイデ

ア１７２（話し手カード）
既存 図書文化社 Amazon http://www.amazon.co.jp/

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２

1-a-03
ことばの理解 ことばを理解しにくい 言語理解

きこえとことばの教材集(ＣＤ) 自作 代表者 齊藤代一 判明せず

1-a-04
話・指示の理解 二つ以上のことを言うと、一方しか残らない 短期記憶 聴覚的集中 子どもと家族を支える特別支援教育へ

のナビゲーション（付箋紙とポイントメモ）
既存 明治図書 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=24

サポート方法 サポート方法

1-a-04
話・指示の理解 長い話の内容を理解しにくい 言語理解 イメージ化

デｲジー図書 既存
日本障害者リハビリテーション協会

情報センター
日本障害者リハビリテーション協

会情報センター
実証 入手先不明

1-a-04
話・指示の理解 話し合いの流れが理解できずに、ついていけ

ない
言語理解 イメージ化

見る記憶・聴く記憶 既存 日本学習/小学館 Amazon
http://www.amazon.co.jp/ジュニ
ア・ウォッチャー-見る記憶・聴く
記憶-分野別小学入試練習帳-

見る記憶

1-a-04
話・指示の理解 例えを含む文の理解 言語理解 イメージ化

ぴょこたんのなぞなぞ漢字カード 既存 PHP PHP研究所 PHP INTERFACE
http://newphp.hostsoft.us/famil
y/detail.php?id=54440

なぞなぞ漢字カード

１-a-04
語・指示の理解 二つ以上のことを言うと一つしか残らない。ま

た最後まで聞かずに行動してしまう。
聴覚的短期記憶
形態認知

聴覚的集中
スリーヒントゲーム 自作 今村佐智子/堺ＬＤ研修会 今村佐智子/堺ＬＤ研修会 実証 入手先不明

1-a-04
話・指示の理解 聞いて書くことが苦手 聴覚的短期記憶 聴覚的集中 聴覚的短期

記憶 きくきくドリル 既存 文英堂（ＣＤつき） Amazon
http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%
83%5E%83J%83i&url=search-

きくきくドリル/きくきく

1-a-04
話・指示の理解 聞いて書くことが苦手 聴覚的短期記憶 聴覚的集中 聴覚的短期

記憶 聞いて書こう 自作 判明せず

1-a-04

話・指示の理解 話や指示の内容を覚えきれない 聴覚的弁別 イメージ化 聴覚的集中
選択的注意 命令ゲームカード 自作

「個々のニーズに応じた指導に役立
つ教材・教具（明治図書）」

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

判明せず

1-a-05 音韻操作 ことばの音韻を操作できない 音韻処理 へぇ～ボタン 既存 バンダイ Amazon
http://www.amazon.co.jp/バンダ
イ-1-1へぇボタン

生産中止

1-a-05

音韻操作 ことばをひとつひとつの音に分けられない 音韻弁別 聴覚的集中
選択的注意 ひらがなことばカード 市販 くもん出版 Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

ひらがなことばカード

1-a-05

音韻操作 ことばの音韻を操作できない 音韻処理
読み書きが苦手な子どもへの（つま
ずき）支援ワーク　（通常の学級でや
さしい学び支援ー２巻）

新作 明治図書 明治図書オンライン
http://www.meijitosho.co.jp/deta
il/4-18-089518-2

通常の学級でやさしい学び支
援

1-a-06

音韻認識 ことばの音韻を正しく認識できない 音韻認識
読み書きが苦手な子どもへの（つま
ずき）支援ワーク　（通常の学級でや
さしい学び支援ー２巻）

新作 明治図書 明治図書オンライン
http://www.meijitosho.co.jp/deta
il/4-18-089518-2

通常の学級でやさしい学び支
援

1-a-06
音韻認識 ことばの音韻を正しく認識できない 音韻認識

おとのある・ないクイズ（わくわくプリ
ント）

既存 明治図書 明治図書オンライン
http://www.meijitosho.co.jp/deta
il/4-18-089518-2

通常の学級でやさしい学び支
援

話す 1-b-01 発音・発語 発音しにくい音や省略の音がある 聴覚的弁別 構音機能 やさしい発音・発語指導 既存 湖南出版社 Amazon
http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=カタカナ

やさしい発音・発語指導

1-b-01

発音・発語 発音しにくい音や省略の音がある 聴覚的弁別 構音機能 聴覚記憶
大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「構
音練習用単語・短文」　「似た音」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

1-b-01

発音・発語 サ行がうまく言えない 聴覚的弁別 構音機能

発音練習「し」カード、「す」カード 自作 判明せず

1-b-01 発音・発語 サ行、タ行などがうまくいえない 聴覚的弁別 構音機能 助詞・構文指導プログラムカード 既存 学研 入手先不明

1-b-01

発音・発語 サ行、タ行などがうまくいえない 聴覚的弁別 構音機能 聴覚記憶
大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「構
音練習用単語・短文」　「似た音」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

1-b-01 発音・発語 ラ行、ダ行がうまくいえない 聴覚的弁別 構音機能 家庭用言語訓練絵カード 既存 葛西ことばのテーブル 入手先不明

1-b-01

発音・発語 ラ行、ダ行がうまくいえない 聴覚的弁別 構音機能 聴覚記憶
大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「構
音練習用単語・短文」　「似た音」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

1-b-01 発音・発語 音の置き換えがある（ダ行→ラ行など） 聴覚的弁別・意味
理解

構音機能
構音指導プログラム 既存 心身障害児教育財団 判明せず

1-b-01

発音・発語 音の置き換えがある（ダ行→ラ行など） 聴覚的弁別・意味
理解

構音機能 聴覚記憶
大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「構
音練習用単語・短文」　「似た音」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

1-b-02 語彙 語彙が乏しい 言語理解・記憶 かな２パズルゲーム 既存 かもがわ出版 Amazon
http://www.amazon.co.jp/かな2
パズルゲーム―特別支援教育

生産中止 かな２パズルゲーム

1-b-02 語彙 語彙が乏しい 言語理解・記憶 ことば絵じてん 既存 くもん、三省堂、角川書店 オンライン書店ビーケーワン
http://www.bk1.jp/product/0317
9381

ことば絵じてん

1-b-02 語彙 語彙が乏しい 言語理解・記憶 語彙・語連鎖絵カード 既存 （株）エスコアール http://escor.co.jp
http://escor.co.jp/products/pro
ducts_item_ss_goigorensa_ecard.

語彙・語連鎖絵カード

1-b-02
語彙 語彙が乏しい 言語理解・記憶

きこえとことばの教材集(ＣＤ) 自作 代表者 齊藤代一 判明せず

1-b-02
語彙 語彙が乏しい 言語理解 言語記憶 語彙力

語想起 図鑑カード 市販 くもん出版
「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

判明せず

1-b-02

語彙 語彙が乏しい、ことばに詰まってしまう 言語理解 語彙力
語想起 なぞなぞを作ろう（個々のニーズに応

じた指導に役立つ教材・教具）
自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

困難区分1 符号
サポート・ツール困難の要因

区分2 学習の領域

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%83h%83%8A%83%8B&sprefix=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%2Caps%2C239
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%83h%83%8A%83%8B&sprefix=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%2Caps%2C239
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%83h%83%8A%83%8B&sprefix=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%2Caps%2C239
http://www.amazon.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%82%D4%82%F1%83J%81%5B%83h
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%82%D4%82%F1%83J%81%5B%83h
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%82%D4%82%F1%83J%81%5B%83h
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%82%D4%82%F1%83J%81%5B%83h
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%83h%83%8A%83%8B&sprefix=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%2Caps%2C239
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%83h%83%8A%83%8B&sprefix=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%2Caps%2C239
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%83h%83%8A%83%8B&sprefix=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%2Caps%2C239
http://www.amazon.co.jp/
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.amazon.co.jp/%25E3%2582%25B8%25E3%2583%25A5%25E3%2583%258B%25E3%2582%25A2%25E3%2583%25BB%25E3%2582%25A6%25E3%2582%25A9%25E3%2583%2583%25E3%2583%2581%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25BC-%25E8%25A6%258B%25E3%2582%258B%25E8%25A8%2598%25E6%2586%25B6%25E3%2583%25BB%25E8%2581%25B4%25E3%2581%258F%25E8%25A8%2598%25E6%2586%25B6-%25E5%2588%2586%25E9%2587%258E%25E5%2588%25A5%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E5%25
http://www.amazon.co.jp/%25E3%2582%25B8%25E3%2583%25A5%25E3%2583%258B%25E3%2582%25A2%25E3%2583%25BB%25E3%2582%25A6%25E3%2582%25A9%25E3%2583%2583%25E3%2583%2581%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25BC-%25E8%25A6%258B%25E3%2582%258B%25E8%25A8%2598%25E6%2586%25B6%25E3%2583%25BB%25E8%2581%25B4%25E3%2581%258F%25E8%25A8%2598%25E6%2586%25B6-%25E5%2588%2586%25E9%2587%258E%25E5%2588%25A5%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E5%25
http://www.amazon.co.jp/%25E3%2582%25B8%25E3%2583%25A5%25E3%2583%258B%25E3%2582%25A2%25E3%2583%25BB%25E3%2582%25A6%25E3%2582%25A9%25E3%2583%2583%25E3%2583%2581%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25BC-%25E8%25A6%258B%25E3%2582%258B%25E8%25A8%2598%25E6%2586%25B6%25E3%2583%25BB%25E8%2581%25B4%25E3%2581%258F%25E8%25A8%2598%25E6%2586%25B6-%25E5%2588%2586%25E9%2587%258E%25E5%2588%25A5%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E5%25
http://newphp.hostsoft.us/family/detail.php?id=54440
http://newphp.hostsoft.us/family/detail.php?id=54440
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%83h%83%8A%83%8B&sprefix=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%2Caps%2C239
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%83h%83%8A%83%8B&sprefix=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%2Caps%2C239
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_4?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%83h%83%8A%83%8B&sprefix=%82%AB%82%AD%82%AB%82%AD%2Caps%2C239
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A4-1-1%E3%81%B8%E3%81%87%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3/dp/B0000TAHH2
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A4-1-1%E3%81%B8%E3%81%87%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3/dp/B0000TAHH2
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%D0%82%E7%82%AA%82%C8%82%B1%82%C6%82%CE%83J%81%5B%83h
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%D0%82%E7%82%AA%82%C8%82%B1%82%C6%82%CE%83J%81%5B%83h
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%D0%82%E7%82%AA%82%C8%82%B1%82%C6%82%CE%83J%81%5B%83h
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%D0%82%E7%82%AA%82%C8%82%B1%82%C6%82%CE%83J%81%5B%83h
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A&url=search-alias%253Daps&field-keywords=%25E3%2582%2584%25E3%2581%2595%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584%25E7%2599%25BA%25E9%259F%25B3%25E3%2583%25BB%25E7%2599%25BA%25E8%25AA%259E%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E&rh=i%253Aaps%252Ck%253A%25E3%2582%2584%25E
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%25E3%2582%25AB%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25AB%25E3%2583%258A&url=search-alias%253Daps&field-keywords=%25E3%2582%2584%25E3%2581%2595%25E3%2581%2597%25E3%2581%2584%25E7%2599%25BA%25E9%259F%25B3%25E3%2583%25BB%25E7%2599%25BA%25E8%25AA%259E%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E&rh=i%253Aaps%252Ck%253A%25E3%2582%2584%25E
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%81%AA2%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E2%80%95%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%B1%B1%E7%94%B0-%E5%85%85/dp/47803007
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%81%AA2%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E2%80%95%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%B1%B1%E7%94%B0-%E5%85%85/dp/47803007
http://www.bk1.jp/product/03179381
http://www.bk1.jp/product/03179381
http://escor.co.jp/products/products_item_ss_goigorensa_ecard.html
http://escor.co.jp/products/products_item_ss_goigorensa_ecard.html
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
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困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

1-b-02
語彙 言葉につまってしまう 語想起・語彙不足 話の円滑さ

デｲｼﾞー図書 既存
日本障害者リハビリテーション協会

情報センター
マルチメディアDAISY図書

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy
/book/index.html

実証
デｲｼﾞー図書

1-b-02
語彙 指示語が多く、的確な言葉を思いだしにくい 語想起・語彙不足

デｲｼﾞー図書 既存
日本障害者リハビリテーション協会

情報センター
マルチメディアDAISY図書

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy
/book/index.html

実証
デｲｼﾞー図書

1-b-02
語彙  話をしていて、単語が出てこないことがある 語想起・語彙不足 ブラックボックス（LD・ADHDへのソー

シャルスキルトレーニング）
既存 日本文化社 日本文化社HP

http://www.nichibun.co.jp/book/
detail/?id=29

テーマに沿って、わ
かりやすく話す

（LD・ADHDへのソーシャルス
キルトレーニング

1-b-02
語彙 語彙が少なく、自分の考えを言葉で表現する

ことに困難がある
言語理解 聴覚記憶

和語から引ける漢字熟語辞典 既存 東京堂出版 東京堂出版HP
http://www.tokyodoshuppan.com
/book/b79707.html

実証
和語から引ける漢字熟語辞

典

1-b-02
語彙 物の名前や意味理解が難しい 言語理解 視覚的集中・聴

覚的集中
言語記憶

これなあに 既存 ひかりのくに 専用ページ http://www.bexide.co.jp/wit/ 実証 iOS端末向け これなあに

1-b-02
語彙・反対言葉 反対言葉が言えない 語想起・語彙不足

反対ことばカード 既存 銀鳥産業 Amazon
http://www.amazon.co.jp/160-
027-目で見て絵から覚える反対
ことばです！！-小学校低学年

テーマに沿って、わ
かりやすく話す

反対ことばカード

1-b-02
語彙・反対言葉 反対言葉の意味がわからない 語想起・語彙不足 視覚的集中 言語記憶

反対ことばカード 既存 銀鳥産業 Amazon
http://www.amazon.co.jp/160-
027-目で見て絵から覚える反対
ことばです！！-小学校低学年

テーマに沿って、わ
かりやすく話す

反対ことばカード

1-b-02
語彙 語彙が乏しい 言語理解・記憶

きこえとことばの教材集(ＣＤ) 自作 代表者 齊藤代一 判明せず

1-b-03 語彙・話の文法的構成 単語の羅列になる 語彙不足・統語 五味太郎言葉図鑑（本・ＣＤ） 既存 偕成社 一般店舗 実証 五味太郎言葉図鑑

1-b-03
話の文法的構成 文法的な誤りがみられる（助詞の間違いな

ど）
話の意味理解・統
語

ステップアップ９ 既存 ことばと治療教育センター 判明せず

1-b-03
話の文法的構成 文法表現がわからない 話の意味理解・統

語 文章の再現 既存 学研
サポート方法（文章

による抽象的認
知）

サポート方法

1-b-03

語彙・話の文法的構成 文法表現が分からない 統語 語の意味
理解 「でも」「それで」「なぜなら」を使って

お話を続けよう
自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

サポート方法
個々のニーズに応じた指導

に役立つ教材・教具

1-b-03
話の文法的構成 助詞が正しく使えない 話の意味理解・統

語 助詞・構文指導プログラムカード 既存 学研ステイフル 入手先不明

1-b-03
話の文法的構成 筋道をたてて話すことが難しい 聴覚・視覚 聴覚的集中 聴覚記憶・視

覚記憶 おはなしトランプ（国語編） 既存 ひかりのくに 実証 判明せず

1-b-04
会話 言葉の意味場面に応じた使い方が難しい 状況の理解

デｲｼﾞー図書 既存
日本障害者リハビリテーション協会

情報センター
マルチメディアDAISY図書

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy
/book/index.html

実証
デｲｼﾞー図書

1-b-04
会話 テーマに沿った会話ができない。 コミュニケーション

の相互性
話の円滑さ 聴覚的集中

お話サイコロ 自作 堺ＬＤ研究会 実証 入手先不明

1-b-04

会話 テーマに沿った会話ができない 状況の理解
コミュニケーション
の相互性

発表の言葉を覚えよう（個々のニー
ズに応じた指導に役立つ教材・教
具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

1-b-04
会話 会話が一方的になりやすい コミュニケーション

の相互性
ソーシャルスキル課題集 既存 西宮ＹＭＣＡ 判明せず

1-b-04
会話 自分の気持ちを適切に伝えられない 気持ちの表現 教室でできる特別支援教育のアイデ

ア１７２（ジェスチャーカード）
既存 図書文化社 Amazon http://www.amazon.co.jp/

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２

1-b-04
会話 自分の気持ちを適切に伝えられない 気持ちの表現 発達障害を持つ子の「いいところ」応

援計画（気持ちのバロメーター）
既存 ぶどう社 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=発達

発達障害を持つ子の「いいと
ころ」応援計画

1-b-04
会話 自分の気持ちを適切に伝えられない 気持ちの表現 LD・ADHDへのソーシャルスキルト

レーニング（ショート・スピーチ）
既存 日本文化社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/LD・
ADHDへのソーシャルスキルト
レーニング-小貫-悟

テーマに沿って、わ
かりやすく話す

LD・ADHDへのソーシャルス
キルトレーニング

1-b-04
会話 自分の気持ちを順序良く伝えられない 気持ちの表現

お話をつくろう 自作 判明せず

1-b-04
会話 自分の気持ちを順序良く伝えられない 気持ちの表現

お話サイコロ（大きいバージョン） 自作 入手先不明

1-b-04
会話 単語で話す、何を言っているのかわからない 言語理解・聴覚認

知
聴覚的集中 聴覚記憶 理解

コミュニケーション指導のプログラム
カード

既存 学研 入手先不明

1-b-04

会話 会話が単語の羅列になってしまう 語彙力
語想起 1週間のニュース発表（個々のニーズ

に応じた指導に役立つ教材・教具）
自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

サポート方法
個々のニーズに応じた指導

に役立つ教材・教具

1-b-06
電話対応 他人が電話中でも、話しかけたい内容がある

と、かまわず喋り始める
状況の理解 子どもと家族を支える特別支援教育

へのナビゲーション（５W1Hカード）
自作 明治図書 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=24

子どもと家族を支える特別支
援教育へのナビゲーション

読む　 1-c-01 文字の読み ひらがながなかなか読めない 音韻処理・視覚認
知

ひらがなカルタ 既存 ひらがなカルタ

1-c-01
文字の読み ひらがなが覚えにくい 音韻認識 聴覚記憶

視覚記憶 ひらがなキーワードカード 自作 判明せず

1-c-01
文字の読み 似た文字を間違いやすい（めとぬ、わとれとね

など）
視覚的弁別

ＬＤ児のためのひらがな・漢字支援 既存 あいり出版 Amazon
http://www.amazon.co.jp/LD児
のためのひらがな・漢字支援―
個別支援に生かす書字教材-小

ＬＤ児のためのひらがな

1-c-01
文字の読み 促音、拗音がスムーズに読めない 音韻処理 つまずきのある子のための学習支援

と学級経営74～77
既存 東洋館出版 入手先不明

1-c-01

文字の読み 促音、拗音がスムーズに読めない 音韻処理 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「文
字並べ替え」「言葉さがし」「パーツで
覚える漢字」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

1-c-01
文字の読み 拗音がうまく読めない 音韻認識 聴覚記憶

視覚記憶 拗音カード＜キーワードつき＞ 自作 入手先不明

1-c-01
文字の読み 促音を含む言葉がうまく読めない 音韻認識 聴覚記憶

視覚記憶 絵単語カード（促音がつくことば） 自作 入手先不明

1-c-01

文字の読み 拗音を含む言葉がうまく読めない 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 絵単語カード（拗音がつくことば） 自作 入手先不明

1-c-01
文字の読み 言葉のまとまりとして読めず、逐字読みにな

る
音韻認識 聴覚記憶

視覚記憶 絵・単語カード 自作 入手先不明

1-c-01 文字の読み 拗音がスムーズに読めない 音韻処理 拗音サイコロ 自作 西埼玉ＬＤ研究会 実証 入手先不明

1-c-01
文字の読み 助詞の「～は、～へ」を、文字音のまま、「は、

へ」と読む（わ、えと発音しない）
音韻処理ルール理
解 助詞・構文指導プログラムカード 既存 学研 入手先不明

1-c-01
文字の読み 小さい文字を読むのが苦手 視覚的認知

拡大読書器 既存
ジェーエムシィー、アイネットワークな

ど
Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-

拡大読書器

1-c-01 文字の読み 漢字が読めない 視覚認知 視覚的集中 ＬＤ児の漢字学習とその支援 既存 北大路書房 Amazon
http://www.amazon.co.jp/LD児
の漢字学習とその支援―一人ひ

ＬＤ児の漢字学習とその支援

1-c-01 文字の読み 漢字の読み方を覚えられない 視覚認知・記憶 読み方ワークシート 自作 千の葉教育科学研究所 入手先不明

1-c-01
文字の読み 漢字の読み方を覚えられない 視覚認知・記憶

wordread（読み上げシステム） 既存
こころのリソースブック/こことのリソース

ブック出版会
判明せず

1-c-01
文字の読み 漢字の読み方を覚えられない 視覚認知　記憶

ぴょこたんのなぞなぞ漢字カード 既存 ＰＨＰ PHP研究所 PHP INTERFACE
http://www.php.co.jp/family/det
ail.php?id=54440

ぴょこたんのなぞなぞ漢字
カード

1-c-01
文字の読み 読字のための音韻認識が弱い 音韻処理

きこえとことばの教材集(ＣＤ) 自作 代表者 齊藤代一 判明せず

1-c-01
文字の読み 特殊音節を含んだことばの読み書きができな

い
音韻認識 ひらがなの

読み書き わくわくプリント（個々のニーズに応じ
た指導に役立つ教材・教具）

市販 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

1-c-01
文字の読み 漢字を正しく読むことができない 視覚認知・記憶 意味づけ

関連づけ 漢字イラストカード 市販 かもがわ出版 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=漢字

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

漢字イラストカード

1-c-02
単語の読み 言葉のまとまりとして読めず、逐次読みにな

る
音韻処理

デｲｼﾞー図書 既存
日本障害者リハビリテーション協会

情報センター
マルチメディアDAISY図書

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy
/book/index.html

実証
デｲｼﾞー図書

1-c-02
単語の読み 言葉のまとまりとして読めず、逐次読みにな

る
音韻処理

しっかり見ようライト 既存 理学館 Amazon
http://www.amazon.co.jp/理学館-特別
支援教育ソフトウェアvol-1「しっかり見
ようライト」/dp/B000I1FPS8

しっかり見ようライト

1-c-02
単語の読み 言葉のまとまりとして読めず、逐次読みにな

る
音韻処理 言語記憶 多層指導モデルMIM　読みのアセス

メント・指導パッケージ　　ことば絵
カード

新作 学研　教育みらい ショップ学研
http://shop.gakken.co.jp/shop/o
rder/k_ok/goodsdisp.asp?code=3
100001490

実証 多層指導モデルMIM
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http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.amazon.co.jp/LD%25E5%2585%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2581%25B2%25E3%2582%2589%25E3%2581%258C%25E3%2581%25AA%25E3%2583%25BB%25E6%25BC%25A2%25E5%25AD%2597%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E2%2580%2595%25E5%2580%258B%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2581%25AB%25E7%2594%259F%25E3%2581%258B%25E3%2581%2599%25E6%259B%25B8%25E5%25AD%2597%25E6%25
http://www.amazon.co.jp/LD%25E5%2585%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2581%25B2%25E3%2582%2589%25E3%2581%258C%25E3%2581%25AA%25E3%2583%25BB%25E6%25BC%25A2%25E5%25AD%2597%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E2%2580%2595%25E5%2580%258B%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2581%25AB%25E7%2594%259F%25E3%2581%258B%25E3%2581%2599%25E6%259B%25B8%25E5%25AD%2597%25E6%25
http://www.amazon.co.jp/LD%25E5%2585%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2581%25B2%25E3%2582%2589%25E3%2581%258C%25E3%2581%25AA%25E3%2583%25BB%25E6%25BC%25A2%25E5%25AD%2597%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E2%2580%2595%25E5%2580%258B%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2581%25AB%25E7%2594%259F%25E3%2581%258B%25E3%2581%2599%25E6%259B%25B8%25E5%25AD%2597%25E6%25
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%8Ag%91%E5%93%C7%8F%91%8A%ED&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%8Ag%91%E5%93%C7%8F%91%8A%ED&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%8Ag%91%E5%93%C7%8F%91%8A%ED&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/LD%E5%85%90%E3%81%AE%E6%BC%A2%E5%AD%97%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E2%80%95%E4%B8%80%E4%BA%BA%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%82%92%E3%81%AE%E3%81%B0%E3%81%99%E6%9B%B8%E5%AD%97%E6%
http://www.amazon.co.jp/LD%E5%85%90%E3%81%AE%E6%BC%A2%E5%AD%97%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E2%80%95%E4%B8%80%E4%BA%BA%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%8A%9B%E3%82%92%E3%81%AE%E3%81%B0%E3%81%99%E6%9B%B8%E5%AD%97%E6%
http://www.php.co.jp/family/detail.php?id=54440
http://www.php.co.jp/family/detail.php?id=54440
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&search.x=0&search.y=0
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/index.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/index.html
http://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%A4%A8-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2vol-1%E3%80%8C%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8A%E8%A6%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%83%A9%E3%82%A4
http://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%A4%A8-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2vol-1%E3%80%8C%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8A%E8%A6%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%83%A9%E3%82%A4
http://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%A4%A8-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2vol-1%E3%80%8C%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8A%E8%A6%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%83%A9%E3%82%A4
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

1-c-02
単語の読み 言葉のまとまりとして読めず、逐次読みにな

る
音韻処理 言語記憶 読み書きが苦手な子どもへの（つま

ずき）支援ワーク　　ことばのかくれ
んぼ

新作 明治図書 明治図書オンライン
http://www.meijitosho.co.jp/deta
il/4-18-089518-2

実証
通常の学級でやさしい学び支

援

1-c-02

単語の読み 言葉のまとまりとして読めず、逐次読みにな
る

音韻処理 言語記憶
大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「文
字並べ替え」「言葉さがし」「パーツで
覚える漢字」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

1-c-02
単語の読み 熟語が正しく読めない 音韻認識 聴覚記憶

視覚記憶 熟語カード 自作 判明せず

1-c-02
単語の読み 言葉のまとまりとして読めず、逐字読みにな

る
音韻認識 聴覚記憶

視覚記憶 文章のよみ　　語さがし 自作 判明せず

1-c-02 単語の読み 光や文字刺激に弱い 視覚認知 カラーフイルム 既存 wiz　Com社 判明せず

1-c-02
単語の読み 光や文字刺激に弱い 視覚認知

ルーラー 既存
こころのリソースブック/こことのリソース

ブック出版会
判明せず

1-c-02
単語の読み 光や文字刺激に弱い 視覚認知

クラロビュー 既存
こころのリソースブック/こことのリソース

ブック出版会
判明せず

1-c-02 単語の読み 光や文字刺激に弱い 視覚認知 白黒反転ソフト 既存 市販 一般店舗 白黒反転ソフト

1-c-03
文章の音読 文字や行をとばしたり、繰り返して読んだりす

る
視空間認知 眼球運動 視覚的集中

ＣＤ「しっかり見よう」 既存 理学館 実証 入手先不明

1-c-03
文章の音読 文字や行をとばしたり、繰り返して読んだりす

る
視空間認知 眼球運動 視覚的集中

追従性眼球運動トレーニング用ソフト 新作 堺ＬＤ研究会 実証 入手先不明

1-c-03
文章の音読 行をとばして読む 視覚認知、眼球の

動き しっかり見ようライト 既存 理学館 Amazon
http://www.amazon.co.jp/理学館-特別
支援教育ソフトウェアvol-1「しっかり見
ようライト」/dp/B000I1FPS8

しっかり見ようライト

1-c-03 文章の音読 文末を間違ったり、助詞をまちがいやすい 意味理解 視覚的集中 助詞部分のみ異なるカード練習 自作 堺ＬＤ研究会 実証 サポート方法

1-c-03

文章の音読 文末を間違ったり、助詞をまちがいやすい 音韻処理 言語記憶 多層指導モデルMIM　読みのアセス
メント・指導パッケージ　　ことば絵
カード

新作 学研　教育みらい ショップ学研
http://shop.gakken.co.jp/shop/o
rder/k_ok/goodsdisp.asp?code=3
100001490

実証 多層指導モデルMIM

1-c-03

文章の音読

漢字を含んだ文章がうまく読めない

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 漢字カルタ　2年生 自作 入手先不明

1-c-03

文章の音読

漢字を含んだ文章がうまく読めない

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 漢字読みカード（2年生の漢字） 自作 入手先不明

1-c-03

文章の音読

漢字を含んだ文章がうまく読めない

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 漢字読みカード（4年生の漢字） 自作 入手先不明

1-c-03

文章の音読
文字や行をとばしたり、繰り返し読んだりする

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 音読カード 自作 入手先不明

1-c-03

文章の音読
音読が遅くなる

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 音読カード 自作 入手先不明

1-c-03

文章の音読

文末をまちがったり、助詞をまちがいやすい

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 音読カード 自作 入手先不明

1-c-03
文章の音読 音読が遅くなる 呼称スピード・語想

起
ＬＤ／ＡＤＨＤなどのある子どもへの
場面別サポートガイド27,28

ほんの森出版 Amazon
http://www.amazon.co.jp/LD、
ADHDなどの子どもへの場面別

ＬＤ／ＡＤＨＤなどのある子ど
もへの場面別サポートガイド

1-c-03
文章の音読 音読が遅くなる 音韻処理 言語記憶 多層指導モデルMIM　読みのアセス

メント・指導パッケージ　　ことば絵
カード

新作 学研　教育みらい ショップ学研
http://shop.gakken.co.jp/shop/o
rder/k_ok/goodsdisp.asp?code=3
100001490

実証 多層指導モデルMIM

1-c-03
文章の音読 読んでいたところが分からなくなる 視覚認知 眼球運動 視覚的集中

デｲｼﾞー図書 既存
日本障害者リハビリテーション協会

情報センター
マルチメディアDAISY図書

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy
/book/index.html

デｲｼﾞー図書

1-c-03
文章の音読 勝手読みをする 視覚認知 視覚的集中

学級担任の特別支援教育116,117 図書文化 判明せず

1-c-03
文章の音読 文節ごとに区切らず、ことばの途中で区切っ

て読んでしまう
文法理解

よみとも 既存 特別支援教育研究センター 株式会社アイフレンズ
http://www.eyefriends.jp/archiv
es/8

よみとも

1-c-03
文章の音読 文節ごとに区切らず、ことばの途中で区切っ

て読んでしまう
文法理解

よんでみよう 既存 軽度発達障害フォーラム 軽度発達障害フォーラム
http://www.mdd-
forum.net/etc_yonde.html

よんでみよう

1-c-03
文章の音読 文字や行をとばしたり、繰り返し読んだりする 眼球運動

ビジョントレーニング 既存 図書文化 サポート方法 サポート方法

1-c-03

文章の音読 文節ごとに区切らず、ことばの途中で区切っ
て読んでしまう

音韻処理 言語記憶 多層指導モデルMIM　読みのアセス
メント・指導パッケージ　　ことば絵
カード

新作 学研　教育みらい ショップ学研
http://shop.gakken.co.jp/shop/o
rder/k_ok/goodsdisp.asp?code=3
100001490

実証 多層指導モデルMIM

1-c-03

文章の音読 文章を単語のまとまりに分けることが難しい 言語理解　文章の
理解

助詞・ことば見つけプリント（個々の
ニーズに応じた指導に役立つ教材・
教具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

1-c-03

文章の音読 文末を間違ったり、助詞を間違いやすい。 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 リーディングルーラーデュオ 既存 クロスボウエデュケーション

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証
リーディングルーラーデュオ
読み飛ばし　勝手読み　読み

間違い

1-c-03

文章の音読 音読が遅くなる 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 リーディングルーラーデュオ 既存 クロスボウエデュケーション

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証
リーディングルーラーデュオ
読み飛ばし　勝手読み　読み

間違い

1-c-03

文章の音読 勝手読みをする 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 リーディングルーラーデュオ 既存 クロスボウエデュケーション

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証
リーディングルーラーデュオ
読み飛ばし　勝手読み　読み

間違い

1-c-03

文章の音読 文節ごとに区切らず、ことばの途中で区切っ
て読んでしまう

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 リーディングルーラーデュオ 既存 クロスボウエデュケーション

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証
リーディングルーラーデュオ
読み飛ばし　勝手読み　読み

間違い

1-c-03

文章の音読 文章を単語のまとまりに分けることが難しい 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 リーディングルーラーデュオ 既存 クロスボウエデュケーション

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証
リーディングルーラーデュオ
読み飛ばし　勝手読み　読み

間違い

1-c-03

文章の音読 音読を極端に嫌う 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 カラーシート 既存 英クロスボウ社

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証

指導者側の注意と
して、カラーシート
にスリットを重ねる
ときは、ズレのない

国語 読ム 文章ノ音読 音読
ヲ極端ニ嫌ウ カラーシート

1-c-03

文章の音読 学級での音読の学習では、極度の緊張から、
第一声がなかなか出せない

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 カラーシート 既存 英クロスボウ社

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証

指導者側の注意と
して、カラーシート
にスリットを重ねる
ときは、ズレのない

国語 読ム 文章ノ音読 学級
デノ音読ノ学習デハ、極度ノ
緊張カラ、第一声ガナカナカ

出セナイ カラーシート

1-c-03

文章の音読 音読の学習で、極度の緊張から、聞こえない
ような小さな声しか出ない

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 カラーシート 既存 英クロスボウ社

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証

指導者側の注意と
して、カラーシート
にスリットを重ねる
ときは、ズレのない

国語 読ム 文章ノ音読 音読ノ
学習デ、極度ノ緊張カラ、聞
コエナイヨウナ小サナ声シカ

出ナイ カラーシート

1-c-03

文章の音読 読み速度が遅く、スムースに読めない 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 カラーシート 既存 英クロスボウ社

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証

指導者側の注意と
して、カラーシート
にスリットを重ねる
ときは、ズレのない

国語 読ム 文章ノ音読 読ミ速
度ガ遅ク、スムースニ読メナ

イ カラーシート

1-c-03

文章の音読 文末の誤り、勝手読みがある 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 カラーシート 既存 英クロスボウ社

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証

指導者側の注意と
して、カラーシート
にスリットを重ねる
ときは、ズレのない

国語 読ム 文章ノ音読 文末ノ
誤リ、勝手読ミガアル カラー

シート

1-c-03

文章の音読 単語認識の課題がある 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 カラーシート 既存 英クロスボウ社

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証

指導者側の注意と
して、カラーシート
にスリットを重ねる
ときは、ズレのない

国語 読ム 文章ノ音読 単語
認識ノ課題ガアル カラーシー

ト

1-c-03

文章の音読 音読時、目を細めて読む 音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 カラーシート 既存 英クロスボウ社

ユニークエデュケーションプランニン
グ

http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO1.html

実証

指導者側の注意と
して、カラーシート
にスリットを重ねる
ときは、ズレのない

国語 読ム 文章ノ音読 音読
時、目ヲ細メテ読ム カラー

シート

http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%A4%A8-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2vol-1%E3%80%8C%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8A%E8%A6%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%83%A9%E3%82%A4
http://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%A4%A8-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2vol-1%E3%80%8C%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8A%E8%A6%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%83%A9%E3%82%A4
http://www.amazon.co.jp/%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%A4%A8-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2vol-1%E3%80%8C%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8A%E8%A6%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%83%A9%E3%82%A4
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%80%81ADHD%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E5%88%A5%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E2%80%95%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E5%AD%A6%E7%B4%9A
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%80%81ADHD%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E5%88%A5%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E2%80%95%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%81%AE%E5%AD%A6%E7%B4%9A
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/index.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/index.html
http://www.eyefriends.jp/archives/8
http://www.eyefriends.jp/archives/8
http://www.mdd-forum.net/etc_yonde.html
http://www.mdd-forum.net/etc_yonde.html
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
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認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

1-c-03

文章の音読 漢字を含んだ文章がうまく読めない 音韻処理 聴覚記憶・視
覚記憶

音声付教科書

新規

茨城大学工学部情報工学科

実証
国語 読ム 文章ノ音読 漢
字ヲ含ンダ文章ガウマク
読メナイ 音声付教科書

1-c-03
文章の音読

音読が遅くなる
音韻処理 聴覚記憶・視

覚記憶
音声付教科書

新規
茨城大学工学部情報工学科

実証
国語 読ム 文章ノ音読 音
読ガ遅クナル 音声付教科
書

1-c-03
文章の音読

勝手読みをする 視覚認知 視覚的集中
音声付教科書

新規
茨城大学工学部情報工学科

実証
国語 読ム 文章ノ音読 勝
手読ミヲスル 音声付教科
書

1-c-03

文章の音読
文章を単語のまとまりに分けることが難
しい

言語理解　文章
の理解

音声付教科書

新規

茨城大学工学部情報工学科

実証

国語 読ム 文章ノ音読 文
章ヲ単語ノマトマリニ分ケ
ルコトガ難シイ 音声付教
科書

1-c-03
文章の音読

音読を極端に嫌う
音韻処理 聴覚記憶・視

覚記憶
音声付教科書

新規
茨城大学工学部情報工学科

実証
国語 読ム 文章ノ音読 音
読ヲ極端ニ嫌ウ 音声付教
科書

1-c-04
文章の読みとり 文の意味がつかめていない 言語理解　文章の

理解 デｲｼﾞー図書 既存
日本障害者リハビリテーション協会

情報センター
マルチメディアDAISY図書

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy
/book/index.html

デｲｼﾞー図書

1-c-04
文章の読みとり 意味のまとまりをとらえられない 言語理解　文章の

理解
単語探しプリント（五味太郎言葉図
鑑）

既存の応用 偕成社 偕成社HP
http://www.kaiseisha.co.jp/index
.php?page=shop.product_details&
flypage=flypage_set.tpl&product_i

五味太郎言葉図鑑

1-c-04
文章の読みとり 文章の要点を正しく読みとる事が難しい 言語理解　文章の

理解 ののちゃんプリント 自作 堺ＬＤ研究会 実証 入手先不明

1-c-04
文章の読みとり 登場人物の気持ちが分からない 言語理解 イラスト・まんが教材で「気持ち」を理

解
既存 川島書店 Amazon

http://www.amazon.co.jp/イラスト・まん
が教材で「気持ち」を理解―自閉症スペ
クトラム児の発達支援-納富-恵子

イラスト・まんが教材で「気持
ち」を理解

1-c-04
文章の読みとり 作者の意図を想像するのが難しい 言語理解

ドラネット 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ ドラネット

1-c-04

文章の読み取り 文を読むことが難しい 言語理解

Ｐｒｇｌｌ能力育成問題集 既存 （株）ピグマリオン （株）ピグマリオンHP
http://www.pygli.com/products/l
ist.php?category_id=3

能力育成問題集

1-c-04

文章の読み取り 文章の要点を正しく読みとる事が難しい 言語理解
文章の理解 文章のよみ　　ちいさな機関車 自作 一般店舗 　ちいさな機関車

1-c-04

文章の読み取り 文章の要点を正しく読みとる事が難しい 言語理解
文章の理解 文章のよみ　　セロ弾きのゴージュ 自作 一般店舗 　セロ弾きのゴージュ

1-c-04

文章の読み取り 文章の要点を正しく読みとる事が難しい 言語理解
文章の理解 文章のよみ　　南極へいったしろ 自作 一般店舗 　南極へいったしろ

1-c-04
慣用句・俳句・短歌などの
理解

慣用句・俳句・短歌などが苦手 言語理解 聴覚的集中・視
覚的集中

言語記憶
俳聖かるた 既存 芭蕉翁記念館 芭蕉翁記念館 http://www.ict.ne.jp/~basho-bp/ 実証 判明せず

1-c-04
慣用句がわからない 慣用句の意味を読み取れない 言語理解 言外の意

味 慣用句カルタ 既存 奥野カルタ店
 お買いものもできるオンラインカ

タログ | 奥野かるた店
http://okunokaruta.shop-
pro.jp/?pid=14501362

慣用句カルタ

1-c-04

文法事項 文法事項の理解が難しい 言語理解 記憶
ことばの力を身につけるおもしろ体
験ワーク（低学年編）（中学年編）（高
学年編）

既存 明治図書 明治図書ＯＮＬＩＮＥ

http://www.meijitosho.co.jp/kensaku/k
ensaku.html?zenbun=%96%DA%8E%9F&k
eyword=%82%B1%82%C6%82%CE%82%CC
%97%CD%82%F0%90g%82%C9%82%C2%82
%AF%82%E9%82%A8%82%E0%82%B5%82%
EB%91%CC%8C%B1%83%8F%81%5B%83N

ことばの力を身につけるおも
しろ体験ワーク

1-c-04

文法事項・ことわざ・慣用
句・漢字・熟語

日本語の基礎的な力が身につきにくい 言語理解・視知覚 記憶 意味理解・
興味 日本語まんがプリント（小学校１・２

年）（小学校３・４年）（小学校５・６年）
既存 民衆社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

日本語まんがプリント

書く
1-d-01

鉛筆の使い方など 筆圧が弱く、書いた字が読みにくい 固有受容覚
（力の調整） どこでも斜面台 新作 大阪府作業療法事務局 http://www.osaka-ot.jp 実証 判明せず

1-d-01
鉛筆の使い方など 筆圧が弱く、書いた字が読みにくい 固有受容覚

（力の調整）
感覚統合とその実践（カーボン紙の
炉用）

既存 協同医書出版 協同医書出版社
http://www.kyodo-
isho.co.jp/cgi-
local/search.cgi?id=book&isbn=9

サポート方法 サポート方法
感覚統合とその実践

1-d-01 鉛筆の使い方など 筆圧が弱く、書いた字が読みにくい 感覚統合とその実践（Ｂ以上の鉛筆
利用）

既存 協同医書出版 協同医書出版社
http://www.kyodo-
isho.co.jp/cgi-

サポート方法 サポート方法 感覚統合とその実践

1-d-01
鉛筆の使い方など 鉛筆の持ち方、握り方が悪い 固有受容覚

（力の調整）
指先の協応
運動 もちかたくん、プニュグリップ 既存 トンボ鉛筆、クツワ 一般店舗 サポート方法 サポート方法

もちかたくん/プニュグリップ

1-d-01
鉛筆の使い方など 鉛筆を正しく持てない 固有受容覚

（力の調整）
指先の協応
運動 プニュグリップ 既存 クツワ株式会社 一般店舗 実証 サポート方法 プニュグリップ

1-d-01
鉛筆の使い方など 鉛筆の持ち方、握り方が悪い 固有受容覚

（力の調整）
指先の協応
運動

バインダークリップ（ダブルク
リップ）

既存 一般店舗 実証 サポート方法 バインダークリップ

1-d-01
鉛筆の使い方など 鉛筆を持つ力が弱い 固有受容覚

（力の調整）
指先の協応
運動

バインダークリップ（ダブルク
リップ）

既存 一般店舗 実証 サポート方法 バインダークリップ

1-d-01
鉛筆の使い方など 消しゴムで消すとき、力を入れすぎて、紙が破

ける
固有受容覚
（力の調整）

指先の協応
運動

感覚的集中 感覚統合とその実践（柔らか消しゴ
ム／キャラクター消しゴムの利用）

既存 協同医書出版 一般店舗 サポート方法 サポート方法
感覚統合とその実践

1-d-01
鉛筆の使い方など 枠の大きさに合わせて字を書けない 空間関係 目と手の協

応 枠を大きくする 既存 サポート方法 サポート方法

1-d-01

鉛筆の使い方など 枠の中に文字を均等に書けない（バランスが
悪い）

空間関係
中心線や十字線など、枠内の空間が
わかりやすくようにする

既存 サポート方法 サポート方法

1-d-01

鉛筆の使い方など 小さい字が書きにくい 目と手の協
応 ノートを拡大コピーする・鉛筆のグ

リップを工夫する
既存 サポート方法

1-d-01

鉛筆の使い方など 鉛筆の持ち方、握り方が悪い 指で持つ形
を作ることが
難しい 持ちかたえんぴつ 既存 トンボ サポート方法

1-d-01

鉛筆の使い方など 書き続けると疲れてしまう。 触覚を通して
鉛筆を捉えに
くい

指先の協応
運動 滑り止めグリップ 既存 100円ショップ サポート方法

1-d-01
鉛筆の使い方など 鉛筆の持ち方、握り方が悪い 固有受容覚

（力の調整）
指先の協応
運動 持ち方補助具「Ｑリング」 新作 株式会社　ゴムＱ

ゴムQオンラインショップ/TOP
ページ

http://www.gomuq.com/shop/ 実証
Ｑリング

1-d-01

鉛筆の使い方など 消しゴムで消すとき、力のバランスをとること
が難しく、ノートが破けたり、きれいに

固有受容覚
（力の調整）

指先の協応
運動

感覚的集中

電動字消器NO20 既存 一般店舗 実証
使用時に、電動音
がするので、使用
場所が限られる。

電動　字消器

1-d-02 字形 行やますの中に文字が入らない 視空間認知 ロービジョン用罫線リーフ集 既存 大活字 入手先不明

1-d-02
字形 文字の始点と終点を、とつなげて書くことが苦

手（OをUのように書く）
視空間認知 タブレットPCで使う書字練習プログラ

ム
既存 GETA

http://www.shok.co.jp/cechome
page/

日本ＬＤ学会指導
教材集入選作

タブレットPCで使う書字練習
プログラム

1-d-02
字形 字の形が整わなかったり、行がゆがんだりす

る
視空間認知 指先の協応

運動 点線図形プリント 既存 フロステｲッグ視機能ワーク 判明せず

1-d-02
字形 独特の筆順で書く 継次処理

ＣＤランドセル 既存 がくげい
がくげいオンラインストア　～イン
ターネットショッピング・通販～

https://www.gakugei.co.jp/edu/
ＣＤランドセル

1-d-02 字形 書き順がわからない 継次処理 書き順練習版 既存 学研 判明せず

1-d-02
字形 鏡文字になりやすい 視空間認知 利き手

ＬＤ児の漢字学習とその支援 既存 北大路書房 Amazon
http://www.amazon.co.jp/LD児の漢字
学習とその支援―一人ひとりの力をの
ばす書字教材-小池-敏英

ＬＤ児の漢字学習とその支援

1-d-02
字形 鏡文字になりやすい 視空間認知 利き手 教室でできる特別支援教育のアイデ

ア１７２（ひらがなパズル）
既存 図書文化社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/教室で
できる特別支援教育のアイデア
172-小学校編-シリーズ教室で

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２

1-d-02
字形 ひらがな、カタカナがうまく書けない（覚えられ

ない）
形態認知・記憶

ひらがなれんしゅうちょう 既存 リヴォルヴ学校教育研究所 Amazon
http://www.amazon.co.jp/ひらがな
れんしゅうちょう-小野村-哲
/dp/4903643026

ひらがなれんしゅうちょう

1-d-02
字形 ひらがな、カタカナがうまく書けない（覚えられ

ない）
形態認知・記憶

ひらがな部分練習帳 既存 学研 判明せず
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http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/book/index.html
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http://www.amazon.co.jp/%25E6%2595%2599%25E5%25AE%25A4%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25A7%25E3%2581%258D%25E3%2582%258B%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E6%2595%2599%25E8%2582%25B2%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A2172-%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E7%25B7%25A8-%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643026
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643026
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643026


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

1-d-02
字形 字がうまく書けない 視覚的短期記憶 目と手の協応 視覚的集中 視覚的短期

記憶 トレーニングプリント集　グルグル迷
路

既存 大阪医科大学ＬＤセンター
視覚トレーニングソ

フト
判明せず

1-d-02
字形

漢字が覚えられない

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 漢字カルタ　2年生 自作 入手先不明

1-d-02
字形

漢字が覚えられない

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 漢字読みカード（2年生の漢字） 自作 入手先不明

1-d-02
字形

漢字が覚えられない

音韻認識 聴覚記憶
視覚記憶 漢字読みカード（4年生の漢字） 自作 入手先不明

1-d-02
字形

漢字が覚えられない

視覚的集中 聴覚記憶
視覚記憶 へん・つくりあわせ 自作 判明せず

1-d-02
字形 字の形が整わなかったり、行がゆがんだりす

る
視空間認知 指先の協応

運動 三菱ユニホルダー 既存 三菱鉛筆 文房具通販「分度器ドットコム」
http://bundoki.com/?pid=118206
5

三菱ユニホルダー

1-d-02

字形 漢字が覚えられない 視覚認知 視覚記憶 関連づけ
読み書きが苦手な子どもへの（つま
ずき）支援ワーク　（通常の学級でや
さしい学び支援ー２巻）

新作 明治図書 明治図書オンライン
http://www.meijitosho.co.jp/deta
il/4-18-089518-2

実証
通常の学級でやさしい学び支

援

1-d-02
字形 へんやかんむりが同じ漢字を混同しやすい 形態認知・記憶

漢字パズルと漢字プリント 既存
日本ＬＤ学会指導

教材集入選作
判明せず

1-d-02
字形 へんやかんむりが同じ漢字を混同しやすい 形態認知・記憶

タブレットPCで使う書字練習プログラ
ム

既存 GETA
http://www.shok.co.jp/cechome
page/

日本ＬＤ学会指導
教材集入選作

タブレットPCで使う書字練習
プログラム

1-d-02
字形 へんやかんむりが同じ漢字を混同しやすい 形態認知・記憶

漢字がたのしくなる本 既存 太郎次郎社;
||| 太郎次郎社エディタス　ウェブ

サイトへようこそ |||
http://www.tarojiro.co.jp/ 漢字がたのしくなる本

1-d-02

字形 へんやかんむりが同じ漢字を混同しやすい 形態認知・記憶

漢字の迷路 発行予定 明石書店 PCソフト 生産中止

1-d-02
字形 漢字などの止め、払い、はね、が正しく書けな

い
視空間認知 指先の協応

運動
視覚的集中 タブレットPCで使う書字練習プログラ

ム
既存 GETA

http://www.shok.co.jp/cechome
page/

日本ＬＤ学会指導
教材集入選作

タブレットPCで使う書字練習
プログラム

1-d-02
字形 漢字の細部を書き間違える 視空間認知 指先の協応

運動
視覚的集中

ＬＤ児の漢字学習とその支援 既存 北大路書房 Amazon
http://www.amazon.co.jp/LD児の漢字
学習とその支援―一人ひとりの力をの
ばす書字教材-小池-敏英

ＬＤ児の漢字学習とその支援

1-d-02

字形 漢字のへん・かんむり・つくりのバランスが悪
い

視空間認知 指先の協応
運動

視覚的集中
教室でできる特別支援教育のアイデ
ア１７２（漢字パーツ集）

既存 図書文化社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/教室で
できる特別支援教育のアイデア
172-小学校編-シリーズ教室で
行う特別支援教育-月森-久江

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２

1-d-02
字形 漢字の構成パーツが分かりにくい。 形態認知 視覚的集中 意欲

漢字のまちがい探し 自作 山田　充/堺ＬＤ研究会 実証 入手先不明

1-d-02
字形 漢字の構成パーツが分かりにくい。書くことに

抵抗がある。
形態認知 意欲

画の十兵衛 既存 太郎次郎社 実証 判明せず

1-d-02
字形 部署の形、名前、成り立ちがわかりにくい 視覚認知 視覚記憶 カテゴリ

部首カルタ98 既存 太郎次郎社 Amazon
http://www.amazon.co.jp/98部
首カルタ-漢字がたのしくなる本
教具シリーズ-3-宮下-久夫

生産中止

1-d-02
字形 漢字の形の意味がわかりにくく、覚えられな

い
視覚認知 視覚記憶 関連づけ

漢字がたのしくなる本 既存 太郎次郎社
||| 太郎次郎社エディタス　ウェブ

サイトへようこそ |||
http://www.tarojiro.co.jp/ 漢字がたのしくなる本

1-d-02
字形 ひらがな、カタカナがうまく書けない（覚えられ

ない）
形態認知 記憶

文字の宝島 既存 奥野かるた店
 お買いものもできるオンラインカ

タログ | 奥野かるた店
http://okunokaruta.shop-
pro.jp/?pid=14481726

文字の宝島

1-d-02
字形 ひらがな、カタカナがうまく書けない（覚えられ

ない）
形態認知 記憶

続・文字の宝島 既存 奥野かるた店
 お買いものもできるオンラインカ

タログ | 奥野かるた店
http://okunokaruta.shop-
pro.jp/?pid=14482229

続・文字の宝島

1-d-02 字形 １年の漢字の形がとらえにくい 視覚認知 視覚記憶 意味づけ 漢字九九カード１年 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/漢字
九九カード-1年-学研

生産中止

1-d-02 字形 ２年の漢字の形がとらえにくい 視覚認知 視覚記憶 意味づけ 漢字九九カード２年 既存 学研 生産中止

1-d-02 字形 ３年の漢字の形がとらえにくい 視覚認知 視覚記憶 意味づけ
漢字九九カード３年 既存 学研 生産中止

1-d-02 字形 ４年の漢字の形がとらえにくい 視覚認知 視覚記憶 意味づけ 漢字九九カード４年 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/漢字
九九カード-4年-学研

生産中止

1-d-02 字形 ５年の漢字の形がとらえにくい 視覚認知 視覚記憶 意味づけ 漢字九九カード５年 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/漢字
九九カード-5年-学研

生産中止

1-d-02 字形 ６年の漢字の形がとらえにくい 視覚認知 視覚記憶 意味づけ 漢字九九カード６年 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/漢字
九九カード-6年-学研

生産中止

1-d-02
字形 ひらがな、カタカナがうまく書けない（覚えられ

ない）
形態認知・記憶 ひらがな学習ソフト「ひらがなの森

ver.1.0」
既存

ＮＰＯ法人リヴォルヴ学校教育研究
所

生産中止

1-d-02

字形 拗音を正しく表記することができない 形態認知・記憶
かたつむりすごろく（個々のニーズに
応じた指導に役立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

1-d-02

字形 漢字が覚えられない 視覚的集中 聴覚記憶
視覚記憶 漢字カード　小学校編 既存 点字学習を支援する会 http://tenji-sien.net/ 実証 漢字カード　小学校

1-d-02

字形 漢字を正しく書けない 視覚的集中 聴覚記憶
視覚記憶 漢字カード　小学校編 既存 点字学習を支援する会 http://tenji-sien.net/ 実証 漢字カード　小学校

1-d-03
音を文字に変換する 特殊音節を間違いやすい 音韻処理・聴覚短

期記憶 特殊音節練習プリント新作 自作 村井敏宏作 実証 入手先不明

1-d-03
音を文字に変換する 特殊音節を間違いやすい 音韻処理・聴覚短

期記憶 かな２パズルゲーム 既存 かもがわ出版 実証 生産中止

1-d-03
音を文字に変換する 特殊音節を間違いやすい 音韻処理・聴覚短

期記憶 LD児サポートプログラム（正しいのは
どれだ）

既存 日本文化科学社 Amazon
http://www.amazon.co.jp/gp/pro
duct/4821073064

言語理解、語彙
力、音韻操作、視

覚聴覚注意
LD児サポートプログラム

1-d-03

音を文字に変換する 特殊音節を間違いやすい 音韻処理・聴覚短
期記憶 多層指導モデルMIM　読みのアセス

メント・指導パッケージ　　ちょっとか
わったよみかたのかきとりしゅう

新作 学研　教育みらい ショップ学研
http://shop.gakken.co.jp/shop/o
rder/k_ok/goodsdisp.asp?code=3
100001490

実証 多層指導モデルMIM

1-d-03

音を文字に変換する 特殊音節を間違いやすい 音韻処理・聴覚短
期記憶 読み書きが苦手な子どもへの（つま

ずき）支援ワーク　（通常の学級でや
さしい学び支援ー２巻）

新作 明治図書 明治図書オンライン
http://www.meijitosho.co.jp/deta
il/4-18-089518-2

実証
通常の学級でやさしい学び支

援

1-d-03

音を文字に変換する 特殊音節を間違いやすい 音韻処理・聴覚短
期記憶

大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「文
字並べ替え」「言葉さがし」「パーツで
覚える漢字」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

1-d-03

音を文字に変換する 特殊音節を間違いやすい 音-文字の変換・音
韻認識

ねじれるおとどれだ？１・２（わくわく
プリント）（読み書きが苦手な子ども
への〈基礎〉トレーニングワーク） 既存 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/読み
書きが苦手な子どもへの“基礎”
トレーニングワーク-通常の学級
でやさしい学び支援-村井-敏宏
/dp/4180894297

実証
読み書きが苦手な子どもへ
の〈基礎〉トレーニングワーク

1-d-03
音を文字に変換する 言葉を文字にするのに時間がかかる 音-文字の変換

デｲｼﾞー図書 既存
日本障害者リハビリテーション協会

情報センター
マルチメディアDAISY図書

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy
/book/index.html

デｲｼﾞー図書

1-d-03
音を文字に変換する 同じ読み方の漢字と間違いやすい 同音異義語の区別 陰山メソッド　漢字の練習１～６年

（読み仮名練習）
既存 日本標準 判明せず

1-d-03
音を文字に変換する 書字のための音韻認識が弱い 音韻処理

きこえとことばの教材集(ＣＤ) 自作 代表者 齊藤代一 判明せず

1-d-03

音を文字に変換する 言葉を文字にするのに時間がかかる 音-文字の変換
多層指導モデルMIM　読みのアセス
メント・指導パッケージ　　ちょっとか
わったよみかたのかきとりしゅう

新作 学研　教育みらい ショップ学研
http://shop.gakken.co.jp/shop/o
rder/k_ok/goodsdisp.asp?code=3
100001490

実証 多層指導モデルMIM

http://bundoki.com/?pid=1182065
http://bundoki.com/?pid=1182065
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.shok.co.jp/cechomepage/
http://www.shok.co.jp/cechomepage/
http://www.tarojiro.co.jp/
http://www.shok.co.jp/cechomepage/
http://www.shok.co.jp/cechomepage/
http://www.amazon.co.jp/LD%25E5%2585%2590%25E3%2581%25AE%25E6%25BC%25A2%25E5%25AD%2597%25E5%25AD%25A6%25E7%25BF%2592%25E3%2581%25A8%25E3%2581%259D%25E3%2581%25AE%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E2%2580%2595%25E4%25B8%2580%25E4%25BA%25BA%25E3%2581%25B2%25E3%2581%25A8%25E3%2582%258A%25E3%2581%25AE%25E5%258A%259B%25E3%2582%2592%25E3%2581%25AE%25E3%2581%25B0%25E3%2581%2599%25E6%259B%25B8%25E5%25AD%2597%25E6%25
http://www.amazon.co.jp/LD%25E5%2585%2590%25E3%2581%25AE%25E6%25BC%25A2%25E5%25AD%2597%25E5%25AD%25A6%25E7%25BF%2592%25E3%2581%25A8%25E3%2581%259D%25E3%2581%25AE%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E2%2580%2595%25E4%25B8%2580%25E4%25BA%25BA%25E3%2581%25B2%25E3%2581%25A8%25E3%2582%258A%25E3%2581%25AE%25E5%258A%259B%25E3%2582%2592%25E3%2581%25AE%25E3%2581%25B0%25E3%2581%2599%25E6%259B%25B8%25E5%25AD%2597%25E6%25
http://www.amazon.co.jp/LD%25E5%2585%2590%25E3%2581%25AE%25E6%25BC%25A2%25E5%25AD%2597%25E5%25AD%25A6%25E7%25BF%2592%25E3%2581%25A8%25E3%2581%259D%25E3%2581%25AE%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E2%2580%2595%25E4%25B8%2580%25E4%25BA%25BA%25E3%2581%25B2%25E3%2581%25A8%25E3%2582%258A%25E3%2581%25AE%25E5%258A%259B%25E3%2582%2592%25E3%2581%25AE%25E3%2581%25B0%25E3%2581%2599%25E6%259B%25B8%25E5%25AD%2597%25E6%25
http://www.amazon.co.jp/%25E6%2595%2599%25E5%25AE%25A4%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25A7%25E3%2581%258D%25E3%2582%258B%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E6%2595%2599%25E8%2582%25B2%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A2172-%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E7%25B7%25A8-%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25
http://www.amazon.co.jp/%25E6%2595%2599%25E5%25AE%25A4%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25A7%25E3%2581%258D%25E3%2582%258B%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E6%2595%2599%25E8%2582%25B2%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A2172-%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E7%25B7%25A8-%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25
http://www.amazon.co.jp/%25E6%2595%2599%25E5%25AE%25A4%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25A7%25E3%2581%258D%25E3%2582%258B%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E6%2595%2599%25E8%2582%25B2%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A2172-%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E7%25B7%25A8-%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25
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困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

1-d-03

音を文字に変換する 書字のための音韻認識が弱い 音韻処理
読み書きが苦手な子どもへの（つま
ずき）支援ワーク　（通常の学級でや
さしい学び支援ー２巻）

新作 明治図書 明治図書オンライン
http://www.meijitosho.co.jp/deta
il/4-18-089518-2

実証
通常の学級でやさしい学び支

援

1-d-03

音を文字に変換する 書字のための音韻認識が弱い 音韻処理
多層指導モデルMIM　読みのアセス
メント・指導パッケージ　　ちょっとか
わったよみかたのかきとりしゅう

新作 学研　教育みらい ショップ学研
http://shop.gakken.co.jp/shop/o
rder/k_ok/goodsdisp.asp?code=3
100001490

実証 多層指導モデルMIM

1-d-03

音を文字に変換する 書字のための音韻認識が弱い 音韻処理
大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「文
字並べ替え」「言葉さがし」「パーツで
覚える漢字」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

1-d-04

文の組み立て 句読点が抜けたり、正しくうつことができない 視覚的短期記憶、
文の作成ルール

視覚的集中
グレーゾーンの子どもに対応した作
文ワーク

既存 明治図書 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=グ
レーゾーンの子どもに対応した

グレーゾーンの子どもに対応
した作文ワーク

1-d-04
文の組み立て 助詞の「は」「を」「へ」を「わ」「お」「え」と書く 助詞の理解

助詞・構文指導プログラムカード 既存 学研 入手先不明

1-d-04
文の組み立て 現在形や過去形の文末の使い方が区別でき

ない
文法理解・時間概
念 ステップアップ９ 既存 ことばと治療教育センター 入手先不明

1-d-04
文の組み立て 修飾語のかかる語を間違える 文の作成ルール

ドラネット 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ ドラネット

1-d-04

文の組み立て 文章の組み立てができない 文章の構成の理解
おはなし読解ワーク（個々のニーズ
に応じた指導に役立つ教材・教具）

市販 葛西ことばのテーブル Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

1-d-04

文の組み立て 文法がわからない 視覚的短期記憶

こぐま会ひとりでとっくんシリーズ 既存 こぐま会 こぐま会ネットショップ
http://www.kogumanet.com/sho
pbrand/002/X/

こぐま会ひとりでとっくんシ
リーズ

1-d-04

文の組み立て 文がうまく書けない 言語理解

Ｐｒｇｌｌ能力育成問題集 既存 （株）ピグマリオン （株）ピグマリオンHP
http://www.pygli.com/products/l
ist.php?category_id=3

能力育成問題集

1-d-04
文の組み立て 文章の組み立てができない 文の作成ルール

文章をかく　　　おはなしをかこう 自作 入手先不明

1-d-04
文の組み立て 助詞がぬけたり、誤ったりする 助詞の理解

文章をかく　　　おはなしをかこう 自作 入手先不明

1-d-04
文の組み立て 文章の組み立てができない 文の作成ルール 語彙

文章をかく　　　ようすのことば 自作 入手先不明

1-d-04
文の組み立て 修飾語をうまく使えない 文の作成ルール 語彙

文章をかく　　　ようすのことば 自作 入手先不明

1-d-04
文の組み立て 文章の組み立てができない 文の作成ルール 語彙

文章をかく　　ようすのことばいれ 自作 入手先不明

1-d-04
文の組み立て 修飾語をうまく使えない 文の作成ルール 語彙

文章をかく　　ようすのことばいれ 自作 入手先不明

1-d-04
文の組み立て 文章の組み立てができない 文の作成ルール

文章をかく　　おはなしをつくろう 自作 入手先不明

1-d-04
文の組み立て 助詞がぬけたり、誤ったりする 助詞の理解

文章をかく　　おはなしをつくろう 自作 入手先不明

1-d-04

文の組み立て 助詞がぬけたり、誤まったりする 文のルール 作業記憶 助詞の理
解

わくわくワーク 市販 すずき出版
「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

入手先不明

1-d-05
作文 限られた量の作文やパターン化した文章しか

書けない
意味表象

ステップアップ９ 既存 ことばと治療教育センター 入手先不明

1-d-05
作文 文の構成ができずにだらだら文になってしまう 順序立て グレーゾーンの子どもに対応した作

文ワーク
既存 明治図書 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=グ

グレーゾーンの子どもに対応
した作文ワーク

1-d-05
作文 文の構成ができずにだらだら文になってしまう 順序立て

子どものための論理トレーニングプリ
ント

既存 ＰＨＰ PHP研究所 PHP INTERFACE
http://www.php.co.jp/books/det
ail.php?isbn=978-4-569-64012-9

子どものための論理トレーニ
ングプリント

1-d-05
作文 過去の経験・体験を思い出して書くことができ

ない
イメージ化・記憶

作文メモ 付箋使用で指導 付箋使用で指導 サポート方法

1-d-05
作文 過去の経験・体験を思い出して書くことができ

ない
イメージ化・記憶

写真などの視覚手がかりを使う サポート方法

1-d-05
作文 過去の経験・体験を思い出して書くことができ

ない
イメージ化・記憶

ドラネット（インターネット） 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ ドラネット

1-d-05
作文 曖昧なテーマだと、具体的に何を書いたらよ

いか分からない
イメージ化

マインドマッピングソフトウェア 既存 スリースカンパニー 思考の体系化 入手先不明

1-d-05
作文 原稿を用紙に書くときのルールがわかりにく

い
ルール理解

補助原稿用紙 自作 西埼玉ＬＤ研究会 判明せず

1-d-05
作文 原稿を用紙に書くときのルールがわかりにく

い
ルール理解

えんぴつくんの作文教室 既存
えんぴつくんの作文教室　トップ

ページ
http://homepage1.nifty.com/s-
murano/enpitutop.html

作文のルール理解 えんぴつくん

1-d-05
作文 主語述語を使って文を構成することがで

きない
主語・述語 イメージ

絵を見て文を書くカード 自作 山田　充/堺ＬＤ研究会 実証 判明せず

1-d-06

板書を写す 板書をノートに、1文字ずつ書き写す（まとまっ
た言葉の単位として、写していない）

視覚的短期的記憶 眼球運動
感覚統合とその実践（プリント学習の
活用）

既存 協同医書出版 協同医書出版社

http://www.kyodo-
isho.co.jp/cgi-
local/search.cgi?id=book&isbn=9
78-4-7639-2114-7

プリント学習の活用

1-d-07
漢字の意味 漢字の意味が分かりにくい。 意味からの連想 イメージ

漢字イラストカード　１年から３年 既存 かもがわ出版 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=漢字

実証 漢字イラストカード

1-d-07
漢字の意味 漢字の意味がわかりにくい 視覚認知 視覚記憶 興味

素敵な漢字 既存 講談社 Amazon
http://www.amazon.co.jp/素敵な
漢字-五味-太郎
/dp/4770040946

素敵な漢字

1-d-07

漢字の意味 漢字の意味がわかりにくい 視覚認知 視覚記憶 興味
みておぼえるはじめてのかんじ絵じ
てん

既存 旺文社 旺文社ホームページ
http://www.obunsha.co.jp/shoshi
/symfony/show/code/077780/si
de/default

みておぼえる

1-d-07

漢字と意味を結びつける 漢字の意味がとりにくい 視覚認知 視覚記憶 興味
読み書きが苦手な子どもへの（つま
ずき）支援ワーク　（通常の学級でや
さしい学び支援ー２巻）

新作 明治図書 明治図書オンライン
http://www.meijitosho.co.jp/deta
il/4-18-089518-2

実証
通常の学級でやさしい学び支

援

1-d-08
漢字に興味を持つ 漢字に興味を持ちにくい 視覚的集中 興味

漢字の宝島（１年−６年） 既存 奥野かるた店
お買いものもできるオンラインカ

タログ | 奥野かるた店

http://okunokaruta.shop-
pro.jp/?prid=14481246&ss=3f46c
91ae3f8e9d4e7eecda016e5e1f7&

実証 漢字の宝島

1-d-08 漢字に興味を持つ 漢字に興味を持ちにくい 視覚的集中 興味 漢字の宝島・四季 既存 奥野かるた店
お買いものもできるオンラインカ

タログ | 奥野かるた店
http://okunokaruta.shop-
pro.jp/?pid=14482141

漢字の宝島

1-d-08
漢字に興味を持つ 漢字に興味を持ちにくい 興味

魚魚（とと）あわせ 既存 魚魚（とと）工房 魚魚工房
http://www.totokobo.com/shop/
1_49.html

魚魚あわせ

1-d-08
漢字に興味を持つ 漢字に興味を持ちにくい 記憶 興味

ことわざ漢字カルタ丸 既存 奥野かるた店
お買いものもできるオンラインカ

タログ | 奥野かるた店
http://okunokaruta.shop-
pro.jp/?pid=12634935

漢字カルタ丸

1-d-08

漢字に興味を持つ 漢字に興味を持ちにくい 視覚的集中 興味 読み書きが苦手な子どもへの（つま
ずき）支援ワーク　（通常の学級でや
さしい学び支援ー２巻）

新作 明治図書 明治図書オンライン
http://www.meijitosho.co.jp/deta
il/4-18-089518-2

実証
通常の学級でやさしい学び支

援

1-d-08

漢字に興味を持つ 漢字に興味を持ちにくい 視覚的集中 興味
大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「文
字並べ替え」「言葉さがし」「パーツで
覚える漢字」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

1-d-08
漢字に興味を持つ 漢字に興味を持ちにくい 視覚的集中 聴覚記憶

視覚記憶 へん・つくりあわせ 自作 判明せず

http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://shop.gakken.co.jp/shop/order/k_ok/goodsdisp.asp?code=3100001490
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BD%9C%E6%96%87%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&se
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BD%9C%E6%96%87%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&se
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BD%9C%E6%96%87%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&se
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BD%9C%E6%96%87%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&se
http://super.doranet.ne.jp/
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.kogumanet.com/shopbrand/002/X/
http://www.kogumanet.com/shopbrand/002/X/
http://www.pygli.com/products/list.php?category_id=3
http://www.pygli.com/products/list.php?category_id=3
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BD%9C%E6%96%87%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&se
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BD%9C%E6%96%87%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&se
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BD%9C%E6%96%87%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&se
http://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-64012-9
http://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-64012-9
http://super.doranet.ne.jp/
http://homepage1.nifty.com/s-murano/enpitutop.html
http://homepage1.nifty.com/s-murano/enpitutop.html
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-2114-7
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-2114-7
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-2114-7
http://www.kyodo-isho.co.jp/cgi-local/search.cgi?id=book&isbn=978-4-7639-2114-7
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&search.x=0&search.y=0
http://www.amazon.co.jp/%E7%B4%A0%E6%95%B5%E3%81%AA%E6%BC%A2%E5%AD%97-%E4%BA%94%E5%91%B3-%E5%A4%AA%E9%83%8E/dp/4770040946
http://www.amazon.co.jp/%E7%B4%A0%E6%95%B5%E3%81%AA%E6%BC%A2%E5%AD%97-%E4%BA%94%E5%91%B3-%E5%A4%AA%E9%83%8E/dp/4770040946
http://www.amazon.co.jp/%E7%B4%A0%E6%95%B5%E3%81%AA%E6%BC%A2%E5%AD%97-%E4%BA%94%E5%91%B3-%E5%A4%AA%E9%83%8E/dp/4770040946
http://www.obunsha.co.jp/shoshi/symfony/show/code/077780/side/default
http://www.obunsha.co.jp/shoshi/symfony/show/code/077780/side/default
http://www.obunsha.co.jp/shoshi/symfony/show/code/077780/side/default
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?prid=14481246&ss=3f46c91ae3f8e9d4e7eecda016e5e1f7&view=mobile&cn=e604a0c596137199f073e603ad6a33cb
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?prid=14481246&ss=3f46c91ae3f8e9d4e7eecda016e5e1f7&view=mobile&cn=e604a0c596137199f073e603ad6a33cb
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?prid=14481246&ss=3f46c91ae3f8e9d4e7eecda016e5e1f7&view=mobile&cn=e604a0c596137199f073e603ad6a33cb
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=14482141
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=14482141
http://www.totokobo.com/shop/1_49.html
http://www.totokobo.com/shop/1_49.html
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=12634935
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=12634935
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www.meijitosho.co.jp/detail/4-18-089518-2
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
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サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

1-d-08
漢字に興味を持つ 漢字に興味を持ちにくい 視覚的集中 興味

ぐるみ図書館　漢字れんしゅう 既存 がっけんぐるみ がっけんぐるみ図書館
http://gurumi.jp/node/945

がっけんぐるみ

1-d-08 四字熟語が書けない 四字熟語に興味を持ちにくい 記憶 興味
四字熟語合わせ 既存 奥野かるた店

お買いものもできるオンラインカ
タログ | 奥野かるた店

http://okunokaruta.shop-
pro.jp/?pid=12802351

四字熟語合わせ

1-d-08
漢字の興味 漢字に興味を持ちにくい 意味理解 記憶 関連・興味

瀬戸内・魚魚あわせ 既存 魚魚（とと）工房 魚魚工房
http://www.totokobo.com/101sy
ouhinsyoukai/syouhintotoawase.
html

瀬戸内・魚魚あわせ

1-d-08

漢字の興味 漢字に興味を持ちにくい 視覚的集中 聴覚記憶
視覚記憶

興味

漢字カード　小学校編 既存 点字学習を支援する会 http://tenji-sien.net/ 実証 漢字カード　小学校

語彙 1-e-01
語彙の習得 物の名前などの語彙が少ない 言語理解 記憶 語彙

なまえのことばえじてん 既存 ひかりのくに Amazon
http://www.amazon.co.jp/なまえ
のことばえじてん-やまさき-ひで
あき

なまえのことばえじてん

1-e-01
語彙の習得 動きの言葉などの語彙が少ない 言語理解 記憶 語彙

うごきのことばえじてん 既存 ひかりのくに Amazon
http://www.amazon.co.jp/うごき
のことばえじてん-やまさき-ひで
あき

うごきのことばえじてん

1-e-01
語彙の習得 語彙が少ない 言語理解 記憶 語彙

ことばえじてん 既存 学研 判明せず

1-e-01
語彙の習得 語彙が少ない 視覚的短期記憶

こぐま会ひとりでとっくんシリーズ 既存 こぐま会 こぐま会ネットショップ
http://www.kogumanet.com/sho
pbrand/002/X/

こぐま会ひとりでとっくんシ
リーズ

1-e-01
語彙の習得 語彙が少ない 言語理解 記憶 語彙

絵カード　①どうぶつ 自作 入手先不明

1-e-01
語彙の習得 語彙が少ない 言語理解 記憶 語彙

絵カード　②くだもの 自作 入手先不明

1-e-01
語彙の習得 語彙が少ない 言語理解 記憶 語彙

もじぴったん　うえぶ 既存 バンダイナムコゲームス もじぴったんえうぶ
http://www.bandainamcogames.c
o.jp/cs/list/mojipittan/trial/inde
x.php

もじぴったん

1-e-01
語彙の習得 反対ことばなどの語彙が少ない 言語理解 記憶 語彙

反対ことばカード 既存 銀鳥産業 Amazon
http://www.amazon.co.jp/160-
027-目で見て絵から覚える反対
ことばです！！-小学校低学年

反対ことばカード

全般 1-f-01
全般 国語の学習が全般的に苦手・初級 視覚・聴覚 集中 記憶 理解

特別支援教育の国語教材（初級） 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/特別
支援の国語教材-初級編-伊庭-
葉子/dp/4054032192

特別支援教育の国語教材

1-f-01
全般 国語の学習が全般的に苦手・中級 視覚・聴覚 集中 記憶 理解

特別支援教育の国語教材（中級） 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/特別
支援の国語教材-中級編-伊庭-
葉子/dp/4054035620

特別支援教育の国語教材

1-f-01
全般 国語の学習が全般的に苦手・上級 視覚・聴覚 集中 記憶 理解

特別支援教育の国語教材（上級） 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/特別
支援の国語教材-上級編-伊庭-
葉子

特別支援教育の国語教材

1-f-01
全般 国語の学習が全般的に苦手・小学校 視覚・聴覚 集中 記憶 理解

教室でできる特別支援教育のアイデ
ア小学校編Part2

既存 図書文化 Amazon
http://www.amazon.co.jp/gp/pro
duct/481008518X

教室でできる特別支援教育
のアイデア

1-f-01
全般 国語の学習が全般的に苦手・中学校 視覚・聴覚 集中 記憶 理解 教室でできる特別支援教育のアイデ

ア中学校編
既存 図書文化 Amazon

http://www.amazon.co.jp/教室で
できる特別支援教育のアイデア-
中学校編-シリーズ-教室で行う

教室でできる特別支援教育
のアイデア

1-f-01
全般 国語の学習が全般的に苦手・支援学校 同時処理・

継次処理
長所活用型指導で子どもはかわる
part1

既存 図書文化 判明せず

1-f-01
全般 国語の学習が全般的に苦手・支援学級 同時処理・

継次処理
長所活用型指導で子どもはかわる
part2

既存 図書文化 判明せず

1-f-01

全般 国語の学習が全般的に苦手・通常の学級（小
学校中学年以上・中学生）

同時処理・
継次処理 長所活用型指導で子どもはかわる

part3
既存 図書文化 判明せず

1-f-01

全般 国語の学習が全般的に苦手 視覚・聴覚 集中 記憶 理解

ぐるみ図書館　すいせん電子図書 既存 がっけんぐるみ がっけんぐるみ図書館

http://gurumi.jp/node/945

がっけんぐるみ

1-ｆ-01
全般 なぞなぞが難しい 言語理解 聴覚的集中・視

覚的集中
言語記憶

なぞなぞかるた　たからばこ 既存 ひかりのくに 実証 判明せず

その他 1-g-01
四字熟語の習得 四字熟語の習得が難しい 記憶

四字熟語合わせ 既存 奥野カルタ店 奥野カルタ店オンラインカタログ
http://okunokaruta.shop-
pro.jp/?pid=12802351

実証 四字熟語合わせ

1-g-01
四字熟語の習得 四字熟語の習得が難しい 記憶

続・四字熟語合わせ 既存 奥野カルタ店 奥野カルタ店オンラインカタログ
http://okunokaruta.shop-
pro.jp/?pid=12802375

実証 続・四字熟語合わせ

２．算数 数と計算 2-a-01
数と数字 数字の形がとらえられない 視覚弁別

拡大数字カード 自作 判明せず

2-a-01
数と数字 学年相応の数の理解や位取りが難しい 数概念形成 特別支援教育のための算数教材（初

級編）
既存 学研 Amazon

http://www.amazon.co.jp/特別
支援の算数教材-初級編-伊庭-
葉子/dp/4054032206

特別支援教育のための算数
教材

2-a-01
数と数字 大きな数を読んだり、書いたりできない 大きな数の概念・視

知覚
あそびの王国３年（大きな数読み書
きわかり機）

既存 草土文化 判明せず

2-a-01
数と数字 量感覚がとらえられない 量のイメージ化

３列の十玉そろばん  奥野かるた 判明せず

2-a-01

数と数字 数字は読めても、そこにあるボールがいくつ
あるか答えられない

数概念・数のイメー
ジ化 教室でできる特別支援教育のアイデ

ア１７２（具体物操作と視覚的把握）
図書文化社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/gp/pro
duct/4810054578

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２（具体物操作

2-a-01
数と数字 2063を、200063とか263とか書く（2000の集ま

りと63の集まりが理解できない）
数概念・数のイメー
ジ化 Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット

Yahoo!きっず学習

2-a-01
数と数字 数字は読めるが、どの数字が大きくて、どの

数字が小さいのか分からない
数概念・数のイメー
ジ化

数字パズル、数字ペグ、かずのひょ
う

既存 学研 判明せず

2-a-01

数と数字 量感覚がとらえられない 量のイメージ化
大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「め
きめき数」「めきめき計算」「計算バイ
キング」「文章題バイキング」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

2-a-01
数と数字 数字が唱えにくい 数概念

すごろく 自作 入手先不明

2-a-01
数と数字 数字の記憶が難しい 数概念 聴覚的短期

記憶 数字カード 自作 入手先不明

2-a-01
数と数字 数を記憶しにくい 数概念 聴覚的短期

記憶 新聞ボール 自作 実証 入手先不明

2-a-01
数と数字 数字を読むことが難しい 聴覚・視覚視覚 聴覚的集中 視覚記憶・聴

覚記憶 おはなしトランプ（算数編） 既存 ひかりのくに 実証 判明せず

2-a-01
数と数字 1対1対応が難しい 聴覚・視覚視覚 聴覚的集中 視覚記憶・聴

覚記憶 おはなしトランプ（算数編） 既存 ひかりのくに 実証 判明せず

2-a-02

順序 ５までの数系列を理解できない 数概念

発達に遅れがある子どもの算数・数
学①

既存 学研

http://www.amazon.co.jp/段階
式-発達に遅れがある子どもの
算数・数学%E3%80%881〉数と計
算編
/dp/4051049590/ref=sr_1_1?ie=

数と計算　７０ペー
ジ「数の大小比較」
９２ページ「じゅん

ばんこ」　１０５ペー
ジ「数の階段ゲー

ム」

発達に遅れがある子どもの
算数・数学

2-a-02

順序 数系列における０が理解できない 数概念
発達に遅れがある子どもが変わる①
数と計算126、
130.134.138.158.162.166.169Ｐ

既存 学研 判明せず

2-a-02
順序 ２ずつ、５ずつ数えることができない 数概念

長所活用型指導で子どもが変わる 既存 図書文化 Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

（小学校個別指導
用）86～88

長所活用型指導で子どもが
変わる

2-a-02

順序 １００まで、及び１００以上の数系列を理解でき
ない

数概念

向山型算数の楽しい問題100選 既存
向山　洋一 監修/甲本　卓司・他 編

著
つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=向山
型算数の楽しい問題100選
&search.x=0&search.y=0

27～61Ｐ

向山型算数の楽しい問題

2-a-03
分解合成 ５や１０の数のかたまりがわからない 数概念形成 特別支援教育のための算数教材（初

級編）
既存 学研 入手先不明

2-a-03 分解合成 ５や１０の数のかたまりがわからない 数概念形成 ぱたぱた繰り上がりボード 新作 濱野幸恵 実証 入手先不明

http://gurumi.jp/node/945
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=12802351
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=12802351
http://www.totokobo.com/101syouhinsyoukai/syouhintotoawase.html
http://www.totokobo.com/101syouhinsyoukai/syouhintotoawase.html
http://www.totokobo.com/101syouhinsyoukai/syouhintotoawase.html
http://tenji-sien.net/
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%88%E3%81%98%E3%81%A6%E3%82%93-%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8D-%E3%81%B2%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%8D/dp/4564008919/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289962929&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%88%E3%81%98%E3%81%A6%E3%82%93-%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8D-%E3%81%B2%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%8D/dp/4564008919/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289962929&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AA%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%88%E3%81%98%E3%81%A6%E3%82%93-%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8D-%E3%81%B2%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%8D/dp/4564008919/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1289962929&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%88%E3%81%98%E3%81%A6%E3%82%93-%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8D-%E3%81%B2%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%8D/dp/4564008927/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1289962974&s
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%88%E3%81%98%E3%81%A6%E3%82%93-%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8D-%E3%81%B2%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%8D/dp/4564008927/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1289962974&s
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%88%E3%81%98%E3%81%A6%E3%82%93-%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8D-%E3%81%B2%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%8D/dp/4564008927/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1289962974&s
http://www.kogumanet.com/shopbrand/002/X/
http://www.kogumanet.com/shopbrand/002/X/
http://www.bandainamcogames.co.jp/cs/list/mojipittan/trial/index.php
http://www.bandainamcogames.co.jp/cs/list/mojipittan/trial/index.php
http://www.bandainamcogames.co.jp/cs/list/mojipittan/trial/index.php
http://www.amazon.co.jp/160-027-%E7%9B%AE%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A6%E7%B5%B5%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81%EF%BC%81-%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BD%8E%E5%AD%A6%E5%B9
http://www.amazon.co.jp/160-027-%E7%9B%AE%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A6%E7%B5%B5%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81%EF%BC%81-%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BD%8E%E5%AD%A6%E5%B9
http://www.amazon.co.jp/160-027-%E7%9B%AE%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A6%E7%B5%B5%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%82%8B%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81%EF%BC%81-%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E4%BD%8E%E5%AD%A6%E5%B9
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%88%9D%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054032192
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%88%9D%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054032192
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%88%9D%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054032192
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054035620
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054035620
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054035620
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054040829/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355892023&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054040829/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355892023&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054040829/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355892023&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/481008518X
http://www.amazon.co.jp/gp/product/481008518X
http://www.amazon.co.jp/%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2-%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B7%A8-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6
http://www.amazon.co.jp/%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2-%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B7%A8-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6
http://www.amazon.co.jp/%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2-%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B7%A8-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6
http://gurumi.jp/node/945
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=12802351
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=12802351
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=12802375
http://okunokaruta.shop-pro.jp/?pid=12802375
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%88%9D%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054032206
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%88%9D%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054032206
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%88%9D%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054032206
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4810054578
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4810054578
http://contents.kids.yahoo.co.jp/studygame/index.html
http://study.kids.yahoo.co.jp/
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www.amazon.co.jp/%25E6%25AE%25B5%25E9%259A%258E%25E5%25BC%258F-%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E3%2581%25AB%25E9%2581%2585%25E3%2582%258C%25E3%2581%258C%25E3%2581%2582%25E3%2582%258B%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%25BB%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%25A6%25E3%2580%25881%25E3%2580%2589%25E6%2595%25B0%25E3%2581%25A8%25E8%25A8%2588%25E7%25
http://www.amazon.co.jp/%25E6%25AE%25B5%25E9%259A%258E%25E5%25BC%258F-%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E3%2581%25AB%25E9%2581%2585%25E3%2582%258C%25E3%2581%258C%25E3%2581%2582%25E3%2582%258B%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%25BB%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%25A6%25E3%2580%25881%25E3%2580%2589%25E6%2595%25B0%25E3%2581%25A8%25E8%25A8%2588%25E7%25
http://www.amazon.co.jp/%25E6%25AE%25B5%25E9%259A%258E%25E5%25BC%258F-%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E3%2581%25AB%25E9%2581%2585%25E3%2582%258C%25E3%2581%258C%25E3%2581%2582%25E3%2582%258B%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%25BB%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%25A6%25E3%2580%25881%25E3%2580%2589%25E6%2595%25B0%25E3%2581%25A8%25E8%25A8%2588%25E7%25
http://www.amazon.co.jp/%25E6%25AE%25B5%25E9%259A%258E%25E5%25BC%258F-%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E3%2581%25AB%25E9%2581%2585%25E3%2582%258C%25E3%2581%258C%25E3%2581%2582%25E3%2582%258B%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%25BB%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%25A6%25E3%2580%25881%25E3%2580%2589%25E6%2595%25B0%25E3%2581%25A8%25E8%25A8%2588%25E7%25
http://www.amazon.co.jp/%25E6%25AE%25B5%25E9%259A%258E%25E5%25BC%258F-%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E3%2581%25AB%25E9%2581%2585%25E3%2582%258C%25E3%2581%258C%25E3%2581%2582%25E3%2582%258B%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%25BB%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%25A6%25E3%2580%25881%25E3%2580%2589%25E6%2595%25B0%25E3%2581%25A8%25E8%25A8%2588%25E7%25
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%92%B7%8F%8A%8A%88%97p%8C%5E%8Ew%93%B1%82%C5%8Eq%82%C7%82%E0%82%AA%95%CF%82%ED%82%E9&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%92%B7%8F%8A%8A%88%97p%8C%5E%8Ew%93%B1%82%C5%8Eq%82%C7%82%E0%82%AA%95%CF%82%ED%82%E9&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%92%B7%8F%8A%8A%88%97p%8C%5E%8Ew%93%B1%82%C5%8Eq%82%C7%82%E0%82%AA%95%CF%82%ED%82%E9&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%92%B7%8F%8A%8A%88%97p%8C%5E%8Ew%93%B1%82%C5%8Eq%82%C7%82%E0%82%AA%95%CF%82%ED%82%E9&x=0&y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

2-a-03
分解合成 １０になる補数がわからない 数概念形成 特別支援教育のための算数教材（初

級編）
既存 学研 入手先不明

2-a-03
分解合成 数のかたまりがわからない 数概念

かくれているのはいくつ？ 自作 創る化プロジェクト
http://www.kidsc.jp/tsukuruka/a
rchives/01_genre/01_32_calculat
e/post_22.html

かくれているのはいくつ？

2-a-03
分解合成 数の合成・分解ができない 数概念形成 特別支援教育のための算数教材（初

級編）
既存 学研 入手先不明

2-a-03
分解合成 10の合成・分解が苦手 数概念

１０だまそろばん 自作 トモエそろばん Amazon
http://www.amazon.co.jp/s/?ie=
UTF8&keywords=10玉そろばん
&tag=googhydr-

１０だまそろばん

2-a-03
分解合成 数の合成分解が苦手 数概念 目と手の協

応 数字あわせ 自作 入手先不明

2-a-04

足し算・引き算 計算をするのに時間がかかる 計算するルールの
理解・イメージ化

全般的集中 ワーキングメ
モリー 向山型算数の楽しい問題１００選 既存 明治図書 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=向山
型算数の楽しい問題100選

９～２５Ｐ

向山型算数の楽しい問題

2-a-04
足し算・引き算 数の計算が理解しにくい 計算するルールの

理解・イメージ化
全般的集中 ワーキングメ

モリー 新聞ボール 自作 実証 入手先不明

2-a-04
足し算・引き算 足し算・引き算の意味がわからない 計算のルールの理

解 向山型算数の楽しい問題１００選 既存 明治図書 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=向山

　（小学校個別指導
用）70～77.80Ｐ

向山型算数の楽しい問題

2-a-04
足し算・引き算 プラス、マイナス、イコールなどの記号や、た

す、増える、ひく、取るなどの用語が理解でき
ない

言語理解・計算の
ルール理解 グレーゾーンの子どもに対応した算

数ワーク（初級編）
既存 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/医学と
教育との連携で生まれたグレー
ゾーンの子どもに対応した算数
ワーク-初級編1-横山-浩之

グレーゾーンの子どもに対応
した算数

2-a-04
足し算・引き算 足し算・引き算の数式がわからない 言語理解・計算の

ルール理解 子ども用　百玉そろばん 既存 東京教育技術研究所 判明せず

2-a-04 足し算・引き算 ５までの足し算、引き算ができない 数概念 ぴったしボード 新作 濱野幸恵 実証 判明せず

2-a-04
足し算・引き算 ５をこえる足し算・引き算ができない 数概念

長所活用型指導で子どもが変わる 既存 図書文化 Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

（小学校個別指導
用）82～85

長所活用型指導で子どもが
変わる

2-a-04

足し算・引き算 繰り上がり繰り下がりができない 言語理解・計算の
ルール理解 グレーゾーンの子どもに対応した算

数ワーク（中級編）
既存 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/医学と
教育との連携で生まれたグレー
ゾーンの子どもに対応した算数
ワーク-初級編2-横山-浩之
/dp/4185712154

グレーゾーンの子どもに対応
した算数

2-a-04
足し算・引き算 実生活上のいろいろな足し算・引き算ができ

ない
学習の汎化

お店屋さんごっこ・レジセット 一般店舗
お店屋さんごっこ

2-a-04
足し算・引き算 繰り上がり繰り下がりができない 言語理解・ルール

の理解 Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット
Yahoo!きっず学習

2-a-04

足し算・引き算 筆算した時に、どこに何を書いたらよいか分
からなくなる

空間認知
子どもと家族を支える特別支援教育へ
のナビゲーション（位取り計算シート）

既存 明治図書 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=sear
ch&category_id=&name=子どもと家
族を支える特別支援教育へのナビ

子どもと家族を支える特別支
援教育へのナビゲーション

2-a-04
足し算・引き算 買い物などでお金の計算が苦手 言語理解

お買いもの 自作 入手先不明

2-a-04
数の学習 数の位どり・足し算・引き算が苦手 数概念

木製100だまそろばん 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/学研-
木製シリーズ-よくわかる100だま
そろばん/dp/B002BGUJA2

木製100だまそろばん

2-a-04

足し算・引き算 計算をするのに時間がかかる 計算するルールの
理解・イメージ化

全般的集中 ワーキングメ
モリー

大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「め
きめき数」「めきめき計算」「計算バイ
キング」「文章題バイキング」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

2-a-04

足し算・引き算 繰り上がりの足し算ができない 計算のルール理解 数概念、数
量のイメー
ジ化

ぱたぱた繰り上がりボード（個々の
ニーズに応じた指導に役立つ教材・
教具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-a-04

足し算・引き算 繰り上がり繰り下がりができない 言語理解・計算の
ルール理解

大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「め
きめき数」「めきめき計算」「計算バイ
キング」「文章題バイキング」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

2-a-04

足し算・引き算 繰り上がり繰り下がりの筆算ができない 計算のルール理解 数概念、数
量のイメー
ジ化

計数そろばん 市販 ツーネット
「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

入手先不明

2-a-05
かけ算 乗法の意味がわからない 言語理解・計算の

ルール理解
グレーゾーンの子どもに対応した算
数ワーク（上級編）

既存 明治図書 Amazon
http://www.amazon.co.jp/医学と
教育との連携で生まれたグレー
ゾーンの子どもに対応した算数

グレーゾーンの子どもに対応
した算数ワーク

2-a-05
かけ算 乗法の意味がわからない 言語理解・計算の

ルール理解 かけわり盤 新作 濱野幸恵 実証 入手先不明

2-a-05

かけ算 かける、などの記号や何倍などの用語の意味
が理解できない

言語理解・計算の
ルール理解 あそびの王国さんすうはかせ２年生

（かけ算１あたりの数探し）
既存 草土文化 草土文化HP

http://www.soudo.com/book/b2
741.html

あそびの王国さんすうはかせ

2-a-05
かけ算 乗法九九が覚えられない 記憶・不注意 歌って覚える九九の唄、書いて覚え

る九九シート
Amazon

http://www.amazon.co.jp/うたっ
ておぼえる-九九のうた-ならはし
みき/dp/B00005EVJU

生産中止

2-a-05
かけ算 かけ算の数式がわからない 言語理解・計算の

ルール理解
あそびの王国さんすうはかせ２年生
（かけ算１あたりの数探し）

既存 草土文化 草土文化HP
http://www.soudo.com/book/b2
741.html

あそびの王国さんすうはかせ

2-a-05
かけ算 かけられる数が2桁以上の乗法ができない 言語理解・計算の

ルール理解 掛け算ひっさんヒントカード 自作 堺ＬＤ研究会 実証 入手先不明

2-a-05

かけ算 かけられる数が2桁以上の乗法ができない 言語理解・計算の
ルール理解

大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「め
きめき数」「めきめき計算」「計算バイ
キング」「文章題バイキング」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

2-a-05
かけ算 九九が覚えられない 聴覚認知 聴覚的集中 子どもと家族を支える特別支援教育へ

のナビゲーション（ブロックタイル、数直
線）

既存 明治図書 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=search&
category_id=&name=子どもと家族を支え

子どもと家族を支える特別支
援教育へのナビゲーション

2-a-05
かけ算 乗法が同じ数の足し算ということが理解でき

ない
言語理解・スールの
理解 Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット

Yahoo!きっず学習

2-a-05
かけ算 2桁以上の乗算の筆算で、10の位を掛けると

き、くらいを1桁左にずらして書くことを忘れる
視覚認知

Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット
Yahoo!きっず学習

2-a-06

わり算 筆算で答えを求められない（余りのある除法・
２位数以上の除法を含む）

言語理解・計算の
ルール理解

聴覚的集中 あそびの王国さんすうはかせ３年（わ
り算の筆算手順カードの活用・わり
算指かくし法）

既存 草土文化 草土文化HP
http://www.soudo.com/book/b2
742.html

あそびの王国さんすうはかせ

2-a-06
わり算 割る数と割られる数を間違えて計算する 言語理解・スールの

理解 Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット
Yahoo!きっず学習

2-a-06

わり算 筆算で答えを求められない 言語理解・計算の
ルール理解

聴覚的集中 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「め
きめき数」「めきめき計算」「計算バイ
キング」「文章題バイキング」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

2-a-07
小数 小数の意味がわからない 言語理解・計算の

ルール理解
小数用タイル図・メートル換算器の応
用

サポート方法

2-a-07
小数 小数点移動ができない 視知覚・計算の

ルール理解
小数用タイル図・メートル換算器の応
用

サポート方法

2-a-07
小数 １０倍・１００倍・１０分の１・１００分の１‥の意

味がわからない
数概念

タイル・倍々作り（大きな数作り） サポート方法

2-a-07
小数 小数の四則計算ができない 言語理解・計算の

ルール理解
小数の計算方法を書いたカードの活
用

サポート方法

2-a-07
小数 小数点の加減法で、位を間違える 視覚認知 視覚的集中

ドラネット（インターネット） 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ ドラネット

2-a-07
小数 小数点の乗除法で、計算後に小数点のつけ

る位置を間違える ドラネット（インターネット） 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ ドラネット

2-a-08

分数 分数の意味が分からない 言語理解・計算の
ルール理解

あそびの王国さんすうはかせ４年（分
数じゃんけん・分数かるた・折り紙分
数作り）

草土文化 草土文化HP
http://www.soudo.com/book/b2
743.html

あそびの王国さんすうはかせ

2-a-08
分数 分数の四則計算ができない 言語理解・計算の

ルール理解
分数の計算方法を書いたカードの活
用

サポート方法

http://www.kidsc.jp/tsukuruka/archives/01_genre/01_32_calculate/post_22.html
http://www.kidsc.jp/tsukuruka/archives/01_genre/01_32_calculate/post_22.html
http://www.kidsc.jp/tsukuruka/archives/01_genre/01_32_calculate/post_22.html
http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=10%E7%8E%89%E3%81%9D%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%82%93&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=17037226139&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=10897035232026930612&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_7fdsonj7z5_b
http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=10%E7%8E%89%E3%81%9D%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%82%93&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=17037226139&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=10897035232026930612&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_7fdsonj7z5_b
http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=10%E7%8E%89%E3%81%9D%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%82%93&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=17037226139&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=10897035232026930612&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_7fdsonj7z5_b
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%90%91%E5%B1%B1%E5%9E%8B%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%81%AE%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E5%95%8F%E9%A1%8C100%E9%81%B8&search.x=0&search.y=0
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%92%B7%8F%8A%8A%88%97p%8C%5E%8Ew%93%B1%82%C5%8Eq%82%C7%82%E0%82%AA%95%CF%82%ED%82%E9&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%92%B7%8F%8A%8A%88%97p%8C%5E%8Ew%93%B1%82%C5%8Eq%82%C7%82%E0%82%AA%95%CF%82%ED%82%E9&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%92%B7%8F%8A%8A%88%97p%8C%5E%8Ew%93%B1%82%C5%8Eq%82%C7%82%E0%82%AA%95%CF%82%ED%82%E9&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%92%B7%8F%8A%8A%88%97p%8C%5E%8Ew%93%B1%82%C5%8Eq%82%C7%82%E0%82%AA%95%CF%82%ED%82%E9&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF
http://www.amazon.co.jp/%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%A8%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E5%AF
http://contents.kids.yahoo.co.jp/studygame/index.html
http://study.kids.yahoo.co.jp/
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%A8%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%93%E3
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%A8%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%93%E3
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%A8%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%93%E3
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%A8%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%93%E3
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E6%9C%A8%E8%A3%BD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%88%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B100%E3%81%A0%E3%81%BE%E3%81%9D%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%82%93/dp/B002BGUJA2
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E6%9C%A8%E8%A3%BD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%88%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B100%E3%81%A0%E3%81%BE%E3%81%9D%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%82%93/dp/B002BGUJA2
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E6%9C%A8%E8%A3%BD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%88%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B100%E3%81%A0%E3%81%BE%E3%81%9D%E3%82%8D%E3%81%B0%E3%82%93/dp/B002BGUJA2
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
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http://www.soudo.com/book/b2741.html
http://www.soudo.com/book/b2741.html
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http://www.soudo.com/book/b2741.html
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http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%A8%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%93%E3
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%A8%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%93%E3
http://contents.kids.yahoo.co.jp/studygame/index.html
http://study.kids.yahoo.co.jp/
http://contents.kids.yahoo.co.jp/studygame/index.html
http://study.kids.yahoo.co.jp/
http://www.soudo.com/book/b2742.html
http://www.soudo.com/book/b2742.html
http://contents.kids.yahoo.co.jp/studygame/index.html
http://study.kids.yahoo.co.jp/
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://super.doranet.ne.jp/
http://super.doranet.ne.jp/
http://www.soudo.com/book/b2743.html
http://www.soudo.com/book/b2743.html


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

2-a-08
分数 分子と分母を読み間違える（分子から読んで

しまう）
言語理解・ルール
の理解 Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット

Yahoo!きっず学習

2-a-08

分数 分子が同じ場合、分母が大きい方が、数とし
て少ないことが分からない（分母が大きけれ
ば、数も大きいと思う）

言語理解・ルール
の理解 Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット

Yahoo!きっず学習

2-a-08
分数 通分ができない 言語理解・ルール

の理解 ドラネット（インターネット） 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ ドラネット

2-a-08
分数 約分ができない 言語理解・ルール

の理解 ドラネット（インターネット） 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ ドラネット

2-a-08
分数 分数の割り算で、分母同士、分子同士で割っ

てしまう
言語理解・ルール
の理解

全般的集中
ドラネット（インターネット） 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ ドラネット

2-a-08

分数 分数の意味が分からない。通分、約分の意味
がわからない。

言語理解・計算の
ルール理解

学研のよくわかる分数 既存 学研 生産中止

2-a-08

分数 帯分数⇔仮分数の意味や計算手順が理解で
きない

計算のルール理解 数概念、数
量のイメー
ジ化

帯分数⇔仮分数　決まりを見つけて
GO!（個々のニーズに応じた指導に
役立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-a-10
四則混合計算 （　）の中の計算を先にしないで、前から順番

に計算する
言語理解・ルール
の理解 Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット

Yahoo!きっず学習

2-a-10
四則混合計算 乗法・除法が先で、その後に加法・減法を行う

ルールが分からない
言語理解・ルール
の理解 Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット

Yahoo!きっず学習

2-a-11
四則計算 計算がうか上手くできない・早くできない 数概念 集中 記憶 理解

徹底反復計算プリント 既存 小学館 Amazon
http://www.amazon.co.jp/陰山
英男の徹底反復シリーズ-徹底
反復「計算プリント」＜小学校全

徹底反復計算プリント

数量関係 2-b-01
大小 数の大小を比較したり、順序通り並べるこしと

が困難である
数概念・数のイメー
ジ化 おはじき・タイル 一般店舗 おはじき・タイル

2-b-01

大小 数の大小を比較したり、順序通り並べるこしと
が困難である

数概念・数のイメー
ジ化、ルール理解

視覚記憶

頭のよくなるゲーム　アルゴ 既存 学研 Amazon

http://www.amazon.co.jp/学研-
頭のよくなるゲームアルゴ
/dp/B0001DCG3A/ref=sr_1_1?ie
=UTF8&s=software&qid=1290408

頭のよくなるゲーム

2-b-01

大小 数の大小を比較したり、順序通り並べるこしと
が困難である

数概念・数のイメー
ジ化、ルール理解

視覚記憶
大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ
とばの教室→おすすめ教材倉庫 「め
きめき数」「めきめき計算」「計算バイ
キング」「文章題バイキング」

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

2-b-01

大小 数量の比較や数の大小の判断ができない 数量の理解・イメー
ジ

数概念、数
量のイメー
ジ化

磁石すうじ盤30 市販 くもん出版 Amazon
http://www.amazon.co.jp/くもん
出版-磁石すうじ盤-
30/dp/B002643Y06

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

磁石すうじ盤30

2-b-01
大小 数量の比較や数の大小の判断ができない 数量の理解・イメー

ジ
数概念、数
量のイメー
ジ化

かずカード 市販 こぐま会 こぐま会ネットショップ
http://www.kogumanet.com/sho
pbrand/002/X/

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

こぐま会ひとりでとっくんシ
リーズ

2-b-02
表とグラフ 表やグラフを読み取れない ルールの理解・視

覚認知
目と手の協
応運動

表の理解
学級ですぐ使える表・カード 市販 学研教育みらい ぴっくあっぷ教材教具

http://kids2.gakken.jp/campus/ji
ritu/pickup/backnumber/06_101
1/top.html

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

学級ですぐ使える表・カード

2-b-02
表とグラフ 表やグラフを読み取れない ルールの理解・視

覚認知
目と手の協
応運動

表の理解
ドラえもんの算数おもしろ攻略『式と
グラフがわかる』

市販 小学館 Amazon
http://www.amazon.co.jp/式とグ
ラフがわかる-ドラえもんの学習
シリーズ―ドラえもんの算数おも

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

ドラえもんの算数おもしろ攻
略

2-b-02
表とグラフ 表やグラフの問題が苦手である ルールの理解・視

知覚
目と手の協
応運動 エクセルでグラフ化する 既存 マイクロソフト サポート方法

2-b-03
比 比の理解ができない 言語理解・ルール

の理解
比の理解

特別支援の算数教材・上級編 市販 学研教育みらい
「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

判明せず

2-b-03
比 比例に関する問題が苦手である 言語理解・ルール

の理解
エクセルで計算式を見せて比例の通
知が出ることを確かめる

既存 マイクロソフト サポート方法

2-b-03
比 同じ数だけ増える（減る）という法則性が見つ

けられない
言語理解・ルール
の理解 Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット

Yahoo!きっず学習

2-b-04

割合 割合の理解ができない 言語理解・ルール
の理解

割合の理
解 特別支援の算数教材・上級編 市販 学研教育みらい

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

判明せず

2-b-04
割合 割合の意味が理解できない 言語理解・ルール

の理解
あそびの王国さんすうはかせ５年（魔
法の十字・割合かるた）

既存 草土文化 草土文化HP
http://www.soudo.com/book/b2
744.html

あそびの王国さんすうはかせ

量と測定 2-c-01
長さ・重さ 学年相応の量を表す単位の理解が困難 数概念

センチミリミリかるたメートルかるた：
あそびの王国さんすうはかせ２年

既存 草土文化 草土文化HP
http://www.soudo.com/book/b2
741.html

あそびの王国さんすうはかせ

2-c-01
長さ・重さ １m＝100cm等の単位の変換が困難 言語理解・ルール

や法則の理解
あそびの王国さんすうはかせ６年
（メートル換算器）

既存 草土文化 草土文化HP
http://www.soudo.com/book/b2
745.html

あそびの王国さんすうはかせ

2-ｃ-01
長さ・重さ 長さを測ることができない 量の概念、

長さの概念
パタパタ定規（個々のニーズに応じ
た指導に役立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon
http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-ｃ-01
長さ・重さ 定規の目盛を読むことができない 視空間認知 量の概念、

順序の概
念

長さを測る定規（個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon
http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-c-02
時刻・時間 時間感覚や時間の操作が上手くできない 時間感覚

タイムタイマー 既存 えじそんくらぶ つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=タイ

タイムタイマー

2-c-02
時刻・時間 時間と時刻の違いがわからない 視覚認知・ルール

の理解 回転量で見せる時計 新作 濱野幸恵 実証 判明せず

2-c-02
時刻・時間 アナログ時計が読めない 視覚認知・ルール

の理解

子どもと家族を支える特別支援教育
へのナビゲーション（時計学習シー
ト）

既存 明治図書 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=24

子どもと家族を支える特別支
援教育へのナビゲーション

2-c-02
時刻・時間 アナログ時計が読めない 視覚認知・ルール

の理解 はなまるくんクルクルとけい 既存 学研 楽天市場
http://item.rakuten.co.jp/plusma
rt/4905426937434/

はなまるくんクルクルとけい

2-ｃ-02
時刻・時間 時間の計算ができない 量の概念、

時間の概
念

24時間時計（個々のニーズに応じた
指導に役立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon
http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-c-02
時刻・時間 9時50分と10時10分前が同じことが分からな

い（何分前、何分後が分からない）
言語理解・ルール
の理解 ドラネット 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ インターネット ドラネット

2-c-02
時刻・時間 60の単位で、繰り上がることが分かりにくい

（1分＝60秒、1時間＝60分）
言語理解・ルール
の理解 OCTくんインターネット教材 既存 ＯＣＴくんと学ぼう

http://oct-
kun.net/contents.html - kakezan

インターネット ＯＣＴくん

2-c-02
時刻・時間 時間感覚や時間管理ができない 時間感覚

発達障害児支援ツール　RAINMAN3 既存 みんなのICT http://www.ict4everyone.jp/ 実証
みんなのICT

2-c-03
面積・体積 複雑な形の面積や体積の計算ができない 言語理解・ルール

や法則の理解 面積の足し算、面積の引き算 サポート方法

2-c-03
面積・体積 台形や三角錐などの体積計算ができない 言語理解・ルール

や法則の理解 立体作成 サポート方法

2-ｃ-04
角度 角度を測定できない 数量の概

念、角度の
概念

特製分度器（個々のニーズに応じた
指導に役立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon
http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

図形 2-d-01
平面図形 図形を描くときにゆがんでしまう 視覚認知困難 目と手の協

応運動 立体パズルゲーム 既存
「ＭＡＫＥ　＆　ＢＲＥＡＫ」

輸入発売元　株式会社　河田
入手先不明

2-d-01
平面図形 線の交差や上下の位置を間違う 視覚的弁別困難・

視空間認知困難
目と手の協
応運動 平面パズル 既存

「ＶＩＳＩＯＮ　ＴＵＴＯＲ」Ｐａｒｑｕｅｔｒｙ　Ｂｌ
ｏｃｋ　　　　Ｈｏｍｅ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｓｅｒｉｅ

ｓ
入手先不明

2-d-01
平面図形 似たような図形を混乱する 視覚認知

ドラネット 既存 ドラネットホームページ http://super.doranet.ne.jp/ インターネット ドラネット

2-d-01
平面図形 似たような図形を混乱する 視覚認知

Yahoo!きっず学習ゲーム 既存 Yahoo!きっず学習 http://study.kids.yahoo.co.jp/ インターネット
Yahoo!きっず学習

2-d-01
平面図形 図形が上手く書けない 視覚認知 目と手の協

応 ジオボード 既存 入手先不明

http://contents.kids.yahoo.co.jp/studygame/index.html
http://study.kids.yahoo.co.jp/
http://contents.kids.yahoo.co.jp/studygame/index.html
http://study.kids.yahoo.co.jp/
http://super.doranet.ne.jp/
http://super.doranet.ne.jp/
http://super.doranet.ne.jp/
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://contents.kids.yahoo.co.jp/studygame/index.html
http://study.kids.yahoo.co.jp/
http://contents.kids.yahoo.co.jp/studygame/index.html
http://study.kids.yahoo.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/%25E9%2599%25B0%25E5%25B1%25B1%25E8%258B%25B1%25E7%2594%25B7%25E3%2581%25AE%25E5%25BE%25B9%25E5%25BA%2595%25E5%258F%258D%25E5%25BE%25A9%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA-%25E5%25BE%25B9%25E5%25BA%2595%25E5%258F%258D%25E5%25BE%25A9%25E3%2580%258C%25E8%25A8%2588%25E7%25AE%2597%25E3%2583%2597%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588%25E3%2580%258D%25EF%25B
http://www.amazon.co.jp/%25E9%2599%25B0%25E5%25B1%25B1%25E8%258B%25B1%25E7%2594%25B7%25E3%2581%25AE%25E5%25BE%25B9%25E5%25BA%2595%25E5%258F%258D%25E5%25BE%25A9%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA-%25E5%25BE%25B9%25E5%25BA%2595%25E5%258F%258D%25E5%25BE%25A9%25E3%2580%258C%25E8%25A8%2588%25E7%25AE%2597%25E3%2583%2597%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588%25E3%2580%258D%25EF%25B
http://www.amazon.co.jp/%25E9%2599%25B0%25E5%25B1%25B1%25E8%258B%25B1%25E7%2594%25B7%25E3%2581%25AE%25E5%25BE%25B9%25E5%25BA%2595%25E5%258F%258D%25E5%25BE%25A9%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA-%25E5%25BE%25B9%25E5%25BA%2595%25E5%258F%258D%25E5%25BE%25A9%25E3%2580%258C%25E8%25A8%2588%25E7%25AE%2597%25E3%2583%2597%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588%25E3%2580%258D%25EF%25B
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E9%A0%AD%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4/dp/B0001DCG3A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=software&qid=1290408022&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E9%A0%AD%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4/dp/B0001DCG3A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=software&qid=1290408022&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E9%A0%AD%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4/dp/B0001DCG3A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=software&qid=1290408022&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E9%A0%AD%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4/dp/B0001DCG3A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=software&qid=1290408022&sr=8-1
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http://www.amazon.co.jp/%25E5%25BC%258F%25E3%2581%25A8%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25A9%25E3%2583%2595%25E3%2581%258C%25E3%2582%258F%25E3%2581%258B%25E3%2582%258B-%25E3%2583%2589%25E3%2583%25A9%25E3%2581%2588%25E3%2582%2582%25E3%2582%2593%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%25A6%25E7%25BF%2592%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E2%2580%2595%25E3%2583%2589%25E3%2583%25A9%25E3%2581%2588%25E3%258
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http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
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困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

2-ｄ-01

平面図形 平面図形が描けない 視空間認知、空間
認知

目と手の協
応運動

点画、点図、定規、コンパスを使って
（個々のニーズに応じた指導に役立
つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-d-01
平面図形 図形の弁別や認識が苦手 視覚認知 目と手の協

応
視覚記憶

ラッキーパズルスタンダード 既存 Hanayama Amazon
http://www.amazon.co.jp/ハナヤ
マ-ラッキーパズル-スタンダード
/dp/B001QEKKDG/ref=sr_1_1?ie

ラッキーパズルスタンダード

2-d-01 平面図形 図形の弁別や認識が苦手 視覚認知 目と手の協
応

視覚記憶
Shape by Shape 既存 Binary Arts 判明せず

2-d-01
平面図形 似たような図形を混乱する 視覚認知 視覚的集中

Soiche Strolche（動物さがし） 既存 AMIGO 判明せず

2-d-01
平面図形 形の分割や合成が苦手。 視覚認知

図形版パターンブロック・ミニ 既存 学研 判明せず

2-d-01
平面図形、（立体） 平面図形や立体の構成が苦手。 視覚認知、視空間

認知
視覚的集中

イージーキューブ 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/イー
ジーキューブ
/dp/4057501819/ref=sr_1_1?ie=

生産中止

2-d-01

平面図形 図形の弁別ができにくく、細かい部分を見落
とす

視覚的短期記憶 目と手の協応 視覚的集中 視覚的短期
記憶 スピードカルタプラス 既存 学研 Amazon

http://www.amazon.co.jp/学研-
スピードカルタプラス
/dp/B000CR8POY/ref=sr_1_1?ie
=UTF8&qid=1355920187&sr=8-1

スピードカルタプラス

2-d-02
垂直と平行 図形の線が増えたり、足らなかったりする 視空間認知困難 目と手の協

応運動
視覚的集中

点つなぎなどの視覚トレーニング 判明せず

2-d-02
垂直と平行 平行線が書けない 視空間認知困難 目と手の協

応運動 おもしろスケール 既存 三幸製図機械製作 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=おも

おもしろスケール

2-ｄ-02
垂直と平行 垂直と平行が描けない 視空間認知 目と手の協

応運動 三角定規を2つ使って（個々のニーズ
に応じた指導に役立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-d-04
作図 定規で線がまっすぐ引けない 線の視覚確

認が不十分
定規の固定
が難しい ノンスリップソリューション 既存 実証 判明せず

2-d-04
作図 ものさしを使って、まっすぐに線を引くことが難

しい
線の視覚確
認が不十分

定規の固定
が難しい 滑り止め付きものさし 自作 実証 サポート方法

2-d-04
作図 定規を使って、直線を引くのが苦手 目と手の協

応運動、両手
協調運動

おもしろスケール 既存 三幸製図機械製作 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=おも
しろスケール

おもしろスケール

2-d-04
作図 コンパスがうまく使えない 抑えの感覚

がわかりにく
い

手の巧緻運
動 ロックコンパス （角度固定ねじ付き） 既存 クツワ株式会社 実証 入手先不明

2-d-04
作図 コンパスで円を描けない 手の巧緻運

動
おもしろスケール、ステッドラー　コン
パス

既存
三幸製図機械製作、ステッドラー日

本
つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=おも

おもしろスケール/ステッド
ラー/コンパス

2-d-04
作図 コンパスで円を描けない 手の巧緻運

動
輪ゴムを取手に巻き滑り止めシート
に挿して練習

既存 パシフィックサプライ株式会社 判明せず

2-d-04

作図 分度器で角度を測って、線を引くのが苦手（印
をつけるとき、分度器がずれてしまう）

目と手の協
応運動

コクヨまなびすと　分度器 既存 コクヨS&T　まなびすと
http://www.kokuyo-
st.co.jp/stationery/manabist/ind
ex.html

コクヨまなびすと

2-d-04
作図 分度器が押さえられずに角度を合わせて線

が引けない
定規の押さえ
が難しい 分度器 既存 3L　Girffit 一般店舗 分度器

2-d-04
作図 定規が動いて上手く線が引けない 定規の押さえ

が難しい 定規 既存 3L　Girffit 一般店舗 定規

2-d-04
作図 定規を使って線を引く際、「０」に合わせにくい 目と手の協

応運動 ゼロピタ定規 既存 100円ショップ ゼロピタ定規

2-ｄ-05

立体図形 立体図形が描けない 視空間認知、視覚
認知

目と手の協
応運動

サイコロの分解・組み立て（個々の
ニーズに応じた指導に役立つ教材・
教具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

文章題 2-e-01
文章題 文章題を読んで式がたてられない 言語理解

文章題積み木 新作 濱野幸恵 実証 判明せず

2-e-01

文章題 数量に関する立式ができない 言語理解、文章の
理解

推論 文章題のヒントカード（たし算・ひき算
の文章題）（個々のニーズに応じた
指導に役立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-e-01
文書題の理解 文章題が苦手 言語理解 聴覚的集中

算数　文章題 自作

2-e-01
文書題の理解 文章題が苦手 言語理解 記憶 理解・数概

念 東大生が考えた魔法の算数ノート文
章題なっとQ〜

既存 小学館 Amazon

http://www.amazon.co.jp/東大
生が考えた魔法の算数ノート-文
章題なっとQ-太田-あや（編・著）
/dp/4092535678/ref=sr_1_1?ie=

東大生が考えた魔法の算数
ノート文章題なっとQ〜

2-e-01
文章題 加法、減法の立式ができない 言語理解、文章の

理解
加減法の
理解

たしざる、ひきざる（個々のニーズに
応じた指導に役立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon
http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-e-01

文章題 少数の乗法及び除法の立式ができない 言語理解、文章の
理解

小数概念 わりあいとわかりやすいシート（個々
のニーズに応じた指導に役立つ教
材・教具）

自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-e-01
文章題 割合に関する立式ができない 言語理解、文章の

理解
数の問題
解決・推論

文章題のヒントカード（高学年の文章
題）（個々のニーズに応じた指導に役
立つ教材・教具）

自作 明治図書 Amazon
http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-e-01

文章題 公式を使い分けることができない 言語理解、文章の
理解

推論

公式ブック 自作 明治図書 Amazon

http://www.amazon.co.jp/小学
校国語・算数-個々のニーズに応
じた指導に役立つ教材・教具-発
達障害のある子への最適サポー

「個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具（明治図
書）」に掲載

個々のニーズに応じた指導
に役立つ教材・教具

2-e-01

文章題 文章題を読んで式がたてられない 言語理解、文章の
理解 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ→こ

とばの教室→おすすめ教材倉庫
文章題バイキング

自作 大和郡山市立郡山北小学校ＨＰ
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/k
youzaitopmenu.html

大和郡山市立郡山北小学校

全般 2-f-01
全般 算数の学習が全般的に苦手・初級 視覚・聴覚 集中 記憶 理解・数概

念 特別支援教育の算数教材（初級） 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/特別
支援の算数教材-初級編-伊庭-
葉子

特別支援教育の算数教材

2-f-01
全般 算数の学習が全般的に苦手 視覚・聴覚 集中 記憶 理解・数概

念 特別支援教育の算数教材（中級） 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/特別
支援の算数教材-中級編-伊庭-
葉子

特別支援教育の算数教材

2-f-01
全般 算数の学習が全般的に苦手 視覚・聴覚 集中 記憶 理解・数概

念 特別支援教育の算数教材（上級） 既存 学研 Amazon
http://www.amazon.co.jp/特別
支援の算数教材-上級編-赤塚-
智美

特別支援教育の算数教材

2-f-01
全般 算数全般に苦手意識が高い。 視覚・聴覚 集中 記憶 理解・数概

念
東大生が考えた魔法の算数ノート
なっとQ〜

既存 小学館 Amazon
http://www.amazon.co.jp/東大
生が考えた魔法の算数ノート-文
章題なっとQ-太田-あや（編・著）

東大生が考えた魔法の算数
ノート文章題なっとQ〜

2-f-01
全般 算数の学習が全般的に苦手・初級 視覚・聴覚 集中 記憶 理解・数概

念 ぐるみ図書館　計算れんしゅう 既存 がっけんぐるみ がっけんぐるみ図書館
http://gurumi.jp/node/945

がっけんぐるみ

2-f-01
全般 算数の学習が全般的に苦手・初級 視覚・聴覚 集中 記憶 理解・数概

念 ぐるみ図書館　脳内ゆうえんち 既存 がっけんぐるみ がっけんぐるみ図書館
http://gurumi.jp/node/945

がっけんぐるみ

2-f-01
全般 算数の学習が全般的に苦手・支援学校 同時処理・

継次処理
長所活用型指導で子どもはかわる
part1

既存 図書文化 Amazon
http://www.amazon.co.jp/長所
活用型指導で子どもが変わる―
認知処理様式を生かす国語・算

長所活用型指導で子どもは
かわる

2-f-01
全般 算数の学習が全般的に苦手・支援学級 同時処理・

継次処理
長所活用型指導で子どもはかわる
part2

既存 図書文化 Amazon
http://www.amazon.co.jp/長所
活用型指導で子どもが変わる
〈Part2〉―国語・算数・遊び・日常

長所活用型指導で子どもは
かわる

2-f-01

全般 算数の学習が全般的に苦手・通常の学級（小
学校中学年以上・中学生）

同時処理・
継次処理 長所活用型指導で子どもはかわる

part3
既存 図書文化 Amazon

http://www.amazon.co.jp/長所
活用型指導で子どもが変わる
〈Part-3〉認知処理様式を生かす
各教科・ソーシャルスキルの指
導―小学校中学年以上・中学校

長所活用型指導で子どもは
かわる

3.その他教科 a.理科

3-a-01

実験 実験道具をよく壊す 手の触覚・運
動覚の鈍麻

力の調節 注意散漫
器具を持つ位置をマーキングしてお
く。不必要なものは片づけておく、持
ち運びしないですむようにするなど、
扱うときの環境設定での工夫を考え
る。

サポート方法

http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%83%A4%E3%83%9E-%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B001QEKKDG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290409129&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%83%A4%E3%83%9E-%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B001QEKKDG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290409129&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%83%8A%E3%83%A4%E3%83%9E-%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B001QEKKDG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290409129&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96/dp/4057501819/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290409512&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96/dp/4057501819/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290409512&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96/dp/4057501819/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290409512&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9/dp/B000CR8POY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355920187&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9/dp/B000CR8POY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355920187&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9/dp/B000CR8POY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355920187&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9/dp/B000CR8POY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355920187&sr=8-1
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%97%E3%82%8D%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%AB&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%97%E3%82%8D%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%AB&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%97%E3%82%8D%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%AB&search.x=0&search.y=0
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
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http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0-%25E5%2580%258B%25E3%2580%2585%25E3%2581%25AE%25E3%2583%258B%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25E3%2581%25AB%25E5%25BF%259C%25E3%2581%2598%25E3%2581%259F%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25AB%25E5%25BD%25B9%25E7%25AB%258B%25E3%2581%25A4%25E6%2595%2599%25E6%259
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www1.kcn.ne.jp/~nakao/kyouzaitopmenu.html
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%88%9D%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054032206/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290410332&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%88%9D%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054032206/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290410332&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E5%88%9D%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054032206/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290410332&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054035612/ref=pd_sim_b_2
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054035612/ref=pd_sim_b_2
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E4%BC%8A%E5%BA%AD-%E8%91%89%E5%AD%90/dp/4054035612/ref=pd_sim_b_2
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E8%B5%A4%E5%A1%9A-%E6%99%BA%E7%BE%8E/dp/4054040837/ref=pd_sim_b_2
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E8%B5%A4%E5%A1%9A-%E6%99%BA%E7%BE%8E/dp/4054040837/ref=pd_sim_b_2
http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%95%99%E6%9D%90-%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E7%B7%A8-%E8%B5%A4%E5%A1%9A-%E6%99%BA%E7%BE%8E/dp/4054040837/ref=pd_sim_b_2
http://www.amazon.co.jp/%25E6%259D%25B1%25E5%25A4%25A7%25E7%2594%259F%25E3%2581%258C%25E8%2580%2583%25E3%2581%2588%25E3%2581%259F%25E9%25AD%2594%25E6%25B3%2595%25E3%2581%25AE%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%258E%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588-%25E6%2596%2587%25E7%25AB%25A0%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25AA%25E3%2581%25A3%25E3%2581%25A8Q-%25E5%25A4%25AA%25E7%2594%25B0-%25E3%2581%2582%25E3%2582%2584%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E6%259D%25B1%25E5%25A4%25A7%25E7%2594%259F%25E3%2581%258C%25E8%2580%2583%25E3%2581%2588%25E3%2581%259F%25E9%25AD%2594%25E6%25B3%2595%25E3%2581%25AE%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%258E%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588-%25E6%2596%2587%25E7%25AB%25A0%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25AA%25E3%2581%25A3%25E3%2581%25A8Q-%25E5%25A4%25AA%25E7%2594%25B0-%25E3%2581%2582%25E3%2582%2584%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E6%259D%25B1%25E5%25A4%25A7%25E7%2594%259F%25E3%2581%258C%25E8%2580%2583%25E3%2581%2588%25E3%2581%259F%25E9%25AD%2594%25E6%25B3%2595%25E3%2581%25AE%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%258E%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588-%25E6%2596%2587%25E7%25AB%25A0%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25AA%25E3%2581%25A3%25E3%2581%25A8Q-%25E5%25A4%25AA%25E7%2594%25B0-%25E3%2581%2582%25E3%2582%2584%25E
http://gurumi.jp/node/945
http://gurumi.jp/node/945
http://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E6%89%80%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E2%80%95%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%87%A6%E7%90%86%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%81
http://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E6%89%80%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E2%80%95%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%87%A6%E7%90%86%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%81
http://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E6%89%80%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E2%80%95%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%87%A6%E7%90%86%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%81
http://www.amazon.co.jp/%25E9%2595%25B7%25E6%2589%2580%25E6%25B4%25BB%25E7%2594%25A8%25E5%259E%258B%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25A7%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%258C%25E5%25A4%2589%25E3%2582%258F%25E3%2582%258B%25E3%2580%2588Part2%25E3%2580%2589%25E2%2580%2595%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%25BB%25E9%2581%258A%25
http://www.amazon.co.jp/%25E9%2595%25B7%25E6%2589%2580%25E6%25B4%25BB%25E7%2594%25A8%25E5%259E%258B%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25A7%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%258C%25E5%25A4%2589%25E3%2582%258F%25E3%2582%258B%25E3%2580%2588Part2%25E3%2580%2589%25E2%2580%2595%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%25BB%25E9%2581%258A%25
http://www.amazon.co.jp/%25E9%2595%25B7%25E6%2589%2580%25E6%25B4%25BB%25E7%2594%25A8%25E5%259E%258B%25E6%258C%2587%25E5%25B0%258E%25E3%2581%25A7%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%258C%25E5%25A4%2589%25E3%2582%258F%25E3%2582%258B%25E3%2580%2588Part2%25E3%2580%2589%25E2%2580%2595%25E5%259B%25BD%25E8%25AA%259E%25E3%2583%25BB%25E7%25AE%2597%25E6%2595%25B0%25E3%2583%25BB%25E9%2581%258A%25
http://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E6%89%80%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%80%88Part-3%E3%80%89%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%87%A6%E7%90%86%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%82%92%E7%94%9F
http://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E6%89%80%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%80%88Part-3%E3%80%89%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%87%A6%E7%90%86%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%82%92%E7%94%9F
http://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E6%89%80%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%80%88Part-3%E3%80%89%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%87%A6%E7%90%86%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%82%92%E7%94%9F
http://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E6%89%80%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%80%88Part-3%E3%80%89%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%87%A6%E7%90%86%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%82%92%E7%94%9F
http://www.amazon.co.jp/%E9%95%B7%E6%89%80%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%9E%8B%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%80%88Part-3%E3%80%89%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%87%A6%E7%90%86%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%82%92%E7%94%9F


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

b.社会 3-b-01

地理 日本の地理が覚えられない 視覚・聴覚 集中 記憶 理解
はじめての日本地図絵本 ~歌って覚
える47都道府県/ ロックンロール県
庁所在地(CD付)

既存 にしもと おさむ Amazon

http://www.amazon.co.jp/はじめ
ての日本地図絵本-%7E歌って覚
える47都道府県-ロックンロール
県庁所在地-CD付-にしもと
/dp/4418088016/ref=sr_1_1?ie=

はじめての日本地図絵本

c.音楽 3-c-01
リコーダー リコーダーが苦手 目と手の協

応運動
リコーダーシール・リコーダー穴ガー
ド

自作 西埼玉LD研究会 実証 サポート方法

3-c-02
リズム リズムがとれない 聴覚と運動企

画のずれ
運動開始が
遅れる メトロノームにあわせ手をたたく、足

を動かす練習
既存 サポート方法

d.英語 3-d-01
アルファベットの読み アルファベットが覚えられない 音韻処理・視覚認

知
よめるかける ＡＢＣ英語れんしゅう
ちょう

既存
ＮＰＯ法人リヴォルヴ学校教育研究

所
Amazon

http://www.amazon.co.jp/ABC
英語れんしゅうちょう-小野村-哲
/dp/4903643034

ABC英語れんしゅうちょう

3-d-01
アルファベットの読み アルファベットが覚えられない 音韻処理・視覚認

知 英語学習ソフト「英語の森 ver.1.0」 既存
ＮＰＯ法人リヴォルヴ学校教育研究

所
入手先不明

3-d-02
単語の読み 単語の読み方が覚えられない 音韻処理・視覚認

知
よめるかける ＡＢＣ英語れんしゅう
ちょう

既存
ＮＰＯ法人リヴォルヴ学校教育研究

所
Amazon

http://www.amazon.co.jp/ABC
英語れんしゅうちょう-小野村-哲
/dp/4903643034

ABC英語れんしゅうちょう

3-d-02
単語の読み 単語の読み方が覚えられない 音韻処理・視覚認

知 英語学習ソフト「英語の森 ver.1.0」 既存
ＮＰＯ法人リヴォルヴ学校教育研究

所
入手先不明

3-d-02
単語の読み 英単語が読めない 言語理解

音韻認識
聴覚記憶
視覚記憶 フォニックス絵単語カード 自作 実証 判明せず

3-d-03
字形 アルファベットがうまく書けない 形態認知・記憶 よめるかける ＡＢＣ英語れんしゅう

ちょう
既存

ＮＰＯ法人リヴォルヴ学校教育研究
所

Amazon
http://www.amazon.co.jp/ABC
英語れんしゅうちょう-小野村-哲
/dp/4903643034

ABC英語れんしゅうちょう

3-d-03
字形 単語のアルファベットがばらばらになる 視空間認知

よめるかける ＡＢＣ英語れんしゅう
ちょう

既存
ＮＰＯ法人リヴォルヴ学校教育研究

所
Amazon

http://www.amazon.co.jp/ABC
英語れんしゅうちょう-小野村-哲
/dp/4903643034

ABC英語れんしゅうちょう

3-d-03
文章の音読 文章の読みがたどたどしい 音韻認識 聴覚記憶

視覚記憶 リーディングルーラー　デュオ 既存 英クロスボウ社
ユニークエデュケーションプラン

ニング
http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO10.html

実証

文字の大きさに合
わせて二つのウィ

ンドウを使い分けら
れる。

ソノ他ノ教科 d.英語 文章ノ音
読 文章ノ読ミガタドタドシイ

リーディングルーラー　デュオ

3-d-03
文章の音読 読み取りが苦手 音韻認識 聴覚記憶

視覚記憶 リーディングルーラー　デュオ 既存 英クロスボウ社
ユニークエデュケーションプラン

ニング
http://www.uepshop.jp/SHOP/D
UO10.html

実証

文字の大きさに合
わせて二つのウィ

ンドウを使い分けら
れる。

ソノ他ノ教科 d.英語 文章ノ音
読 読ミ取リガ苦手 リーディン

グルーラー　デュオ

e.体育 3-e-01
両側協調運動 なわとびが上手くまわせない 肩・腕の両側

回転運動
脇を開き、
肘をのばす
ことが難し
い

切れてる縄跳び 自作 西埼玉LD研究会 実証 サポート方法

3-e-01
足のジャンプ力、手足の協
調運動

なわとびがとべない 両足連続ジャ
ンプ、手足の
強調

なわとび練習台 既存 サポート方法

3-e-01
手足の協調運動 なわとびがとべない 両足連続ジャ

ンプ、手足の
協調

ビニールテープ付きなわとび 自作 実証 サポート方法

3-e-01

運動会 ピストルの音が苦手で運動会に参加できない 聴覚過敏 両足連続ジャ
ンプ、手足の
強調

ノイズキャンセラーヘッドホン/ボーズ
社

既存 BOSE社 一般店舗

ノイズキャンセリング・ヘッド
ホン

3-e-01

力の調節 スキップができない 左右交互のリ
ズム感の弱さ

片足での立
位が不安定 片足立ち、片足けんけんを左右それ

ぞれ、次に左右交互に練習する
サポート方法

3-e-02

力の調節 器械体操など支える力が弱いので、相手が
不安になって組みたがらない。

関節の痛み
を伴う

肩や股関節
の支持が弱
い

組み体操では土台にならない配慮、
手押し車、腕立て伏せ、倒立の練習

サポート方法

3-e-03

多動 整列の後、じっとしていられない 動いていない
と落ち着けな
い

低緊張・左右
の手足体の
緊張調整が
苦手

注意が散漫に
なりやすい ・足型マット・タイムタイマー・タイムロ

グ・園庭に円を書く
サポート方法

3-e-04

感覚 体育帽のゴムを口にくわえる 口にくわえて
落ち着く、ゴ
ムがあごに当
たるのに過敏

帽子の後ろをカットしてゴムを取り付
け調節し、顎にゴムが回らないように
する

サポート方法

ｆ.図工

3-f-01

目と手の協応動作 はさみがじょうずに使えない 指の位置感
覚が弱い

手のアーチ
がつくれな
い、親指、中
指の関節途
中ではさみを
持つのが難
しい

・バネバサミ・親子バサミ・本人の手
にあったサイズを使用する・切る線を
太くするなど失敗しにくい環境設定を
行う

既存 サポート方法

3-f-01

目と手の協応動作 絵具をパレットに出す量が多すぎる 見て量の調
節をしない

指のつまみ
の力調節が
難しい

・ビンに移し、ひとさじずつ取り出す・
出す量が目で見て分かるようにパ
レットに丸をつけておく

サポート方法

g.家庭科

3-g-01

目と手の協応動作 調理実習の際、計量器で分量を量れない メモリの単位がわか
らない

容器の内側
のメモリが読
みにくい

線の色がついて見えやすい軽量カッ
プ

既存 一般店舗

x.その他 3-h-01

連絡帳を書く 連絡帳は升目がなく、行だけのため、文字の
大きさや配分が上手く出来ず重なり合い、読
みにくくなる

空間における位置
関係の理解困難

魔法の赤い線 自作 実証 サポート方法

3-h-02
ローマ字 ワープロのローマ字入力ができない 言語理解

音韻認識
聴覚記憶
視覚記憶 ローマ字入力 自作 サポート方法

4.運動と姿勢　 手で物を扱う 4-a-01
力の調節 筆圧が強いので、鉛筆の芯がすぐ折れる 力を抜きにく

い
鉛筆の持ち
方が適切で
ない

鉛筆ホルダー 既存 パシフィックサプライ株式会社 一般店舗

4-a-01
力の調節 筆圧が強いので、鉛筆の芯がすぐ折れる 手先に力が

入りすぎる くもんの三角鉛筆 既存 一般店舗

4-a-01
力の調節 ボールペンで字を書くと同じ濃さになるので、

鉛筆よりボールペンを好む
指先の感覚
が鈍い

指先に力が
入りにくい 鉛筆グリップ 既存 一般店舗

4-a-01
力の調節 ボールペンで字を書くと同じ濃さになるので、

鉛筆よりボールペンを好む
鉛筆がうまく
持てない くもんの三角鉛筆 既存 一般店舗

4-a-01

力の調節 ボールペンで字を書くと同じ濃さになるので、
鉛筆よりボールペンを好む

鉛筆を持つ
適当な位置
が感じられな
い

クツワのプニュグリップ 既存 クツワ Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

プニュグリップ

4-a-01
力の調節 ボールペンで字を書くと同じ濃さになるので、

鉛筆よりボールペンを好む
力が入れら
れない

クレヨンやチョークで濃く色を書く練
習

サポート方法

4-a-01
力の調節 ボールペンで字を書くと同じ濃さになるので、

鉛筆よりボールペンを好む
姿勢が前に
もたれたり傾
いたりする

斜面台 新作
箕面市障害福祉課「えいど工房」、
箕面市自助具製作ボランンティアグ

ループ　「さぽーと」
入手先不明

4-a-01
力の調節 コップの置き方、受話器の置き方が乱暴 空間での物

の保持が弱
い

コップスタンド 既存
「自助具ハンドブック」財団法人テクノ

エイド協会
入手先不明

4-a-01

力の調節 コップの置き方、受話器の置き方が乱暴 力を抜いたり
入れたりしに
くい

受話器を壁掛け式にする サポート方法

4-a-01
力の調節 コップの置き方、受話器の置き方が乱暴 結果の視覚確認を

しない
受話器やコップに滑り止めシートを付
ける

既存 サポート方法

4-a-01
力の調節 姿勢保持が悪く書く姿勢が保てない

どこでも斜面台 新作
箕面市障害福祉課「えいど工房」、
箕面市自助具製作ボランンティアグ

ループ　「さぽーと」
実証 入手先不明

http://www.amazon.co.jp/%25E3%2581%25AF%25E3%2581%2598%25E3%2582%2581%25E3%2581%25A6%25E3%2581%25AE%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E5%259C%25B0%25E5%259B%25B3%25E7%25B5%25B5%25E6%259C%25AC-%257E%25E6%25AD%258C%25E3%2581%25A3%25E3%2581%25A6%25E8%25A6%259A%25E3%2581%2588%25E3%2582%258B47%25E9%2583%25BD%25E9%2581%2593%25E5%25BA%259C%25E7%259C%258C-%25E3%2583%25AD%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25B
http://www.amazon.co.jp/%25E3%2581%25AF%25E3%2581%2598%25E3%2582%2581%25E3%2581%25A6%25E3%2581%25AE%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E5%259C%25B0%25E5%259B%25B3%25E7%25B5%25B5%25E6%259C%25AC-%257E%25E6%25AD%258C%25E3%2581%25A3%25E3%2581%25A6%25E8%25A6%259A%25E3%2581%2588%25E3%2582%258B47%25E9%2583%25BD%25E9%2581%2593%25E5%25BA%259C%25E7%259C%258C-%25E3%2583%25AD%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25B
http://www.amazon.co.jp/%25E3%2581%25AF%25E3%2581%2598%25E3%2582%2581%25E3%2581%25A6%25E3%2581%25AE%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E5%259C%25B0%25E5%259B%25B3%25E7%25B5%25B5%25E6%259C%25AC-%257E%25E6%25AD%258C%25E3%2581%25A3%25E3%2581%25A6%25E8%25A6%259A%25E3%2581%2588%25E3%2582%258B47%25E9%2583%25BD%25E9%2581%2593%25E5%25BA%259C%25E7%259C%258C-%25E3%2583%25AD%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25B
http://www.amazon.co.jp/%25E3%2581%25AF%25E3%2581%2598%25E3%2582%2581%25E3%2581%25A6%25E3%2581%25AE%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E5%259C%25B0%25E5%259B%25B3%25E7%25B5%25B5%25E6%259C%25AC-%257E%25E6%25AD%258C%25E3%2581%25A3%25E3%2581%25A6%25E8%25A6%259A%25E3%2581%2588%25E3%2582%258B47%25E9%2583%25BD%25E9%2581%2593%25E5%25BA%259C%25E7%259C%258C-%25E3%2583%25AD%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25B
http://www.amazon.co.jp/%25E3%2581%25AF%25E3%2581%2598%25E3%2582%2581%25E3%2581%25A6%25E3%2581%25AE%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E5%259C%25B0%25E5%259B%25B3%25E7%25B5%25B5%25E6%259C%25AC-%257E%25E6%25AD%258C%25E3%2581%25A3%25E3%2581%25A6%25E8%25A6%259A%25E3%2581%2588%25E3%2582%258B47%25E9%2583%25BD%25E9%2581%2593%25E5%25BA%259C%25E7%259C%258C-%25E3%2583%25AD%25E3%2583%2583%25E3%2582%25AF%25E3%2583%25B
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.amazon.co.jp/ABC%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%82%8C%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86-%E5%B0%8F%E9%87%8E%E6%9D%91-%E5%93%B2/dp/4903643034
http://www.uepshop.jp/SHOP/DUO10.html
http://www.uepshop.jp/SHOP/DUO10.html
http://www.uepshop.jp/SHOP/DUO10.html
http://www.uepshop.jp/SHOP/DUO10.html
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83N%83c%83%8F%82%CC%83v%83j%83%85%83O%83%8A%83b%83v&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83N%83c%83%8F%82%CC%83v%83j%83%85%83O%83%8A%83b%83v&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83N%83c%83%8F%82%CC%83v%83j%83%85%83O%83%8A%83b%83v&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83N%83c%83%8F%82%CC%83v%83j%83%85%83O%83%8A%83b%83v&x=0&y=0


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

4-a-01

力の調節 持ち物がすぐに壊れる 物の扱いが
雑

細部に注意を
払にくい

いきなり与えず、手順を見せる。持つ
位置、扱うところを決める。おき場所
の目印を付ける

サポート方法

4-a-01

力の調節 蛇口などの締め方がきつい 手の感覚が
分かりにくい

力を必要以
上に入れてし
まう

ちょうどよいところでストップする練習
（いい加減のしまり具合を手で感じる
学習）

サポート方法

4-a-01

力の調節 筆圧が強いので鉛筆の芯がすぐ折れる 力を抜きにく
い

鉛筆の持ち
方が適切で
ない

持ち方補助具「Ｑリング」 新作 株式会社　ゴムＱ
ゴムQオンラインショップ/TOP

ページ
http://www.gomuq.com/shop/ 実証

Ｑリング

4-a-02

両手の力と方向の調節 びんのふたが開けられない フタを回す方向が理
解できない

左右両方向
へ回してしま
う

フタを回す方向に矢印を書く
フタにシールを貼り、動きを確認でき
るようにする

サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 びんのふたが開けられない 回す力が弱
い 電動タイプ「ビンアーク」

手動タイプ「らくらくオープナー」
手動タイプ「瓶ふたあけ３ｻｲｽﾞ」
握りながら回す練習

既存
電動：大作商事
手動：assist on
手動：川嶋工業

Amazon http://www.amazon.co.jp/
電動：フタの外径

4cm～8.5cmまで対
応

ビンアーク/らくらくオープ
ナー/瓶ふたあけ３ｻｲｽﾞ

4-a-02

両手の力と方向の調節 びんのふたが開けられない 片手でびんを
押さえていら
れない

滑り止めシートをびんの下に敷く
握り続ける練習

既存 サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 びんのふたが開けられない フタの形に手
を合わせられ
ない 手を物の形に合わせて握る練習 サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 びんのふたが開けられない 握力が弱い
電動タイプ「ビンアーク」
手動タイプ「らくらくオープナー」
手動タイプ「瓶ふたあけ３ｻｲｽﾞ」
握りながら回す練習

既存
電動：大作商事
手動：assist on
手動：川嶋工業

Amazon http://www.amazon.co.jp/
電動：フタの外径

4cm～8.5cmまで対
応

ビンアーク/らくらくオープ
ナー/瓶ふたあけ３ｻｲｽﾞ

4-a-02

両手の力と方向の調節 びんのふたが開けられない フタを握って
いる感覚が
わからない

びんのふたに輪ゴムや滑り止めをつ
け、ふたに気づきやすくする

サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 びんのふたが開けられない 集中時間が短
い 集中できる環境を作る（静かな部屋、

つい立てを利用する等）
サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 缶詰めのふたが開けられない 缶切りの使い方を
知らない 電動タイプ「カンアーク」

使い方の工程をいくつかに分けて練
習

電動：大作商事 Amazon

http://www.amazon.co.jp/ワン
タッチ-缶オープナー-カンアーク
-【電動式】-
DOC001/dp/B000Y7291M/ref=s
r_1_1?ie=UTF8&qid=1290473629

フチが3mm以上高
さ、溝のある缶楕

円形の缶には使え
ない

カンアーク

4-a-02

両手の力と方向の調節 缶詰めのふたが開けられない 動作模法が難しい 動きを順序立
てて遂行でき
ない

使い方の工程をいくつかに分けて練
習
工程図を作成する（写真や文字を用
いる）

サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 缶詰めのふたが開けられない プルトップを引っ張
る方向がわからな
い

手動タイプ「らくらくオープナー」
手動タイプ「プルタブオープナー（マ
グネット付き）」

手動：assist on
手動：川嶋工業

Amazon http://www.amazon.co.jp
らくらくオープナー/プルタブ

オープナー

4-a-02

両手の力と方向の調節 缶詰めのふたが開けられない 缶切りを握る
時に力が入
れやすい位
置がわからな
い

握る場所に印をつける サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 缶詰めのふたが開けられない プルトップを
引き上げる
力が弱い

手動タイプ「らくらくオープナー」
手動タイプ「プルタブオープナー（マ
グネット付き）」
金属製のＳ字フックをプルトップにか
けて引き上げる

既存
手動：assist on
手動：川嶋工業

ダイソーなどの百円ショップ
Amazon http://www.amazon.co.jp

らくらくオープナー/プルタブ
オープナー

4-a-02

両手の力と方向の調節 缶詰めのふたが開けられない 缶を押さえて
おく力が弱い 固定する手と動かす手を分けて練習

する
サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 水筒のふたがしっかり閉められない フタを回す方向がわ
からない ワンタッチオープン式水筒を使う

フタを回す方向に矢印を書く　　　フタ
にシールを貼り、動きを確認できるよ
うにする

サーモス（ＴＨＥＲＭＯＳ），
ZOJIRUSHI

Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-
keywords=%83%8F%83%93%83%5E
%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83

サポート方法 水筒

4-a-02

両手の力と方向の調節 水筒のふたがしっかり閉められない フタと水筒の
凹凸が合った
ことに気づけ
ない

力の微調整
が難しい 水筒とフタにつけた印が閉まった時

に合うようにする
サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 水筒のふたがしっかり閉められない 回す力が弱
い ワンタッチオープン式水筒を使う

回すものを徐々に変え、固いものが
回せるように練習する

サーモス（ＴＨＥＲＭＯＳ），
ZOJIRUSHI

Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-
keywords=%83%8F%83%93%83%5E

サポート方法 水筒

4-a-02

両手の力と方向の調節 水筒のふたがしっかり閉められない 両方向へ回
してしまう フタを回す方向に矢印を書く　　　フタ

にシールを貼り、動きを確認できるよ
うにする

サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 水筒のふたがしっかり閉められない 水筒を押さえ
ていられない 固定する手と動かす手を分けて練習

する　　　　　　　　　　　　　　　　持ち
手をつける

サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 水筒のふたがしっかり閉められない フタと水筒の凹
凸が合ったこと
を確認しない 水筒とフタにつけた印が閉まった時

に合うようにする
サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

どこを持つとひっくり
返らないかが予測
できない

机の上においてフタを開ける練習 サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

力を入れすぎ
ていることに
気づけない かぶせ式弁当箱を使う

（株）バンダイ（アンパンマンなどの
キャラクター付き）

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83

%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

keywords=%83L%83%83%83%89%8

ゴムバンドが必要 キャラクター弁当箱

4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

両手共に力
を入れすぎて
しまう

かぶせ式弁当箱を使う
両手を別々に使う練習

（株）バンダイ（アンパンマンなどの
キャラクター付き）

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83

%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

keywords=%83L%83%83%83%89%8

ゴムバンドが必要 キャラクター弁当箱

http://www.gomuq.com/shop/
http://www.amazon.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81-%E7%BC%B6%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%80%90%E9%9B%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E3%80%91-DOC001/dp/B000Y7291M/ref=sr_1_1?ie=UTF
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81-%E7%BC%B6%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%80%90%E9%9B%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E3%80%91-DOC001/dp/B000Y7291M/ref=sr_1_1?ie=UTF
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81-%E7%BC%B6%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%80%90%E9%9B%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E3%80%91-DOC001/dp/B000Y7291M/ref=sr_1_1?ie=UTF
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81-%E7%BC%B6%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%80%90%E9%9B%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E3%80%91-DOC001/dp/B000Y7291M/ref=sr_1_1?ie=UTF
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81-%E7%BC%B6%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF-%E3%80%90%E9%9B%BB%E5%8B%95%E5%BC%8F%E3%80%91-DOC001/dp/B000Y7291M/ref=sr_1_1?ie=UTF
http://www.amazon.co.jp
http://www.amazon.co.jp
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%83I%81%5B%83v%83%93%90%85%93%9B&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83L%83%83%83%89%83N%83%5E%81%5B%95%D9%93%96%94%A0&x=0&y=0http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%
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4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

弁当箱を押さ
え続けられな
い

持ちやすいように深さのある弁当箱
を使う

サポート方法 弁当箱

4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

手を弁当箱
の形に合わ
せられない

弁当箱の形を楕円形や細身のかぶ
せ式に変える

ゴムバンドが必要 サポート方法 弁当箱

4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

フタを握る手
に力を入れ
すぎる

弁当箱の形を楕円形や細身のかぶ
せ式に変える

ゴムバンドが必要 サポート方法 弁当箱

4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

フタをゆっくり
と動かすこと
が難しい 物をゆっくりと動かす練習 サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

左右の手の
別々の動き
が難しい 両手を別々に使う練習 サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

弁当箱を持っ
た手のひらを
上に向けて
いられない

片手の手のひらを上に向けて使う練
習

サポート方法

4-a-02

両手の力と方向の調節 弁当のふたなどをあけるときひっくり返してし
まう

両手の動きに
注意が払えな
い 両手を別々に使う練習 サポート方法

両手を使う 4-b-01
両手同時の反対方向への
動き

ぞうきんを硬く絞るのが苦手 左右同じ動き
になってしま
う

蛇口に引っ掛けて絞る サポート方法

4-b-01
両手同時の反対方向への
動き

ぞうきんを硬く絞るのが苦手 把握力の弱
さ 固定する手と動かす手を分けて練習 サポート方法

4-b-01
両手同時の反対方向への
動き

ぞうきんを硬く絞るのが苦手 把握力の弱
さ 布巾から練習 実証 サポート方法

4-b-01

力の調節 鉛筆が上手く持てない 鉛筆の持ち
方が適切で
ない

もちかたくん 既存 トンボ鉛筆 Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

もちかたくん

4-b-01

力の調節 鉛筆が上手く持てない 鉛筆の持ち
方が適切で
ない

持ち方鉛筆 既存 トンボ鉛筆 一般店舗 持ち方鉛筆

4-b-02

両手の向かい合う動き おにぎりを結んでもごはんがぼろっと落ちる 正中位方向
への両手の
力が弱い

両手を力強く合わせる練習 サポート方法

4-b-02
両手の向かい合う動き おにぎりを結んでもごはんがぼろっと落ちる 手にご飯つ

ぶがつくのが
嫌い

ラップやホイルにくるんで握る サポート方法

4-b-02
両手の向かい合う動き おにぎりを結んでもごはんがぼろっと落ちる 手が丸い形

を作れない おにぎりの型を使う 既存 一般店舗 サポート方法

4-b-03

両手と体の調節 顔を洗うときに、手が肘より高くなり、服や洗
面所を濡らしてしまう

体を前に倒
すときのバラ
ンスの保持
が弱い

目を閉じて前に屈む練習 サポート方法

4-b-03

両手と体の調節 顔を洗うときに、手が肘より高くなり、服や洗
面所を濡らしてしまう

手のひらを上
に向ける動
作が不十分

洗面器で水やお湯を溜めてすくう練
習する

サポート方法

4-b-03

両手と体の調節 重いものも片手で持とうとする 視覚的に物の重さ
をイメージしにくい

重さを感じに
くい

物に合わせ
た運動企画
が難しい 見た目と重さをあてる遊び サポート方法

目と手の協
応、他

4-c-01

目と手の協応動作 折り紙が苦手 折り目がイメージし
にくい

両端への視
覚確認がしに
くい

紙の端がず
れないよう両
手で方向調
整がしにくい

どうぶつおりがみ、ジャンボおりが
み、おりがみだいすき

既存 学研 一般店舗 折り紙

4-c-01

目と手の協応動作 蝶々結びや安全ピンができない 結び方がわかりにく
い

細いものを指
先でつまめな
い

できるかな、着衣枠セット 既存 学研 入手先不明

4-c-01

目と手の協応動作 針穴に糸が通せない 小さい穴と細
い糸にピント
を合わせにく
い

糸通し 既存 河口（株） Amazon

http://www.amazon.co.jp/かんた
ん糸通しエスコートツイン
/dp/B002KLMQTU/ref=sr_1_9?i
e=UTF8&qid=1290474496&sr=8-

糸通し

4-c-01

目と手の協応動作 小さな穴に紐や針金が通せない 小さい穴と細
い糸にピント
を合わせにく
い

つまようじトンネル（発達障害の子ど
もの視知覚認知問題への対処法）

既存 東京書籍 Amazon

http://www.amazon.co.jp/発達
障害の子どもの視知覚認識問題
への対処法-リサ-A-カーツ
/dp/4487804191

発達障害の子どもの視知覚
認知問題への対処法

4-c-01

目と手の協応動作 あやとりが苦手 やり方の手順がわ
かりにくい

糸を張ったｔり
緩めたり両手
で調節しにく
い

あやとりだいすき5冊セット 既存 学研 Amazon

http://www.amazon.co.jp/学研ス
テイフル-学研-あやとりだいすき
/dp/B001MTCLEG/ref=sr_1_1?ie
=UTF8&qid=1290474569&sr=8-1

あやとりだいすき

4-c-01

目と手の協応動作 弁当を布で包めない やり方の手順が分
かりにくい

物の変化を
手で感じにく

い

物に合わせ
た運動企画
が難しい

両手の協調
した使い方が

難しい

巾着袋のお弁当入れの利用 サポート方法

4-c-01

目と手の協応動作 折り紙の角を合わせられない やり方の手順が分
かりにくい

物の変化を
手で感じにく

い

物に合わせ
た運動企画
が難しい

両手の協調
した使い方が

難しい

折り紙の端に目印をつける サポート方法

4-c-01

目と手の協応動作 折り紙の角を合わせられない 折り目がイメージし
にくい

両端への視
覚認知がしに

くい

手指の巧緻
性が未熟 紙をひっくり返す、半運に折るための

親指と人差し指、中指の指使いの練
習

サポート方法

4-c-01

目と手の協応動作 指先を使って細かいものをつまむことが苦手 目と手の協
応運動

視覚的集中

パーラービーズ 既存 カワダ Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

パーラービーズ

4-c-01
目と手の協応動作 紙を折ったり、はさみで切るなど細かい操作

が苦手。
手の巧緻運
動

視覚的集中
かんたん立体動物きり絵 既存 ＰＨＰ Amazon

http://www.amazon.co.jp/かんた
ん-立体どうぶつ切り紙-竹内-一
雄/dp/4569693601

かんたん立体動物きり絵

4-c-01
目と手の協応動作 形が取りにくく、絵を描くのを嫌がる。 視覚認知 目と手の協

応運動 こどもの絵かき歌100曲 既存 レディーブックシリーズＮＯ2647 判明せず

4-c-01
目と手の協応動作 丸いものを指先で上手に扱うことが難しい 視覚認知 目と手の協

応運動
視覚的集中

フェルトボール落とし 自作
容器、手芸用フェルトボール（3ｃ
ｍ×８個入り）は100円均一ショッ

プにて購入可
実証 サポート方法

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%E0%82%BF%82%A9%82%BD%82%AD%82%F1&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%E0%82%BF%82%A9%82%BD%82%AD%82%F1&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%E0%82%BF%82%A9%82%BD%82%AD%82%F1&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%E0%82%BF%82%A9%82%BD%82%AD%82%F1&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E7%B3%B8%E9%80%9A%E3%81%97%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3/dp/B002KLMQTU/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1290474496&sr=8-9
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E7%B3%B8%E9%80%9A%E3%81%97%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3/dp/B002KLMQTU/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1290474496&sr=8-9
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E7%B3%B8%E9%80%9A%E3%81%97%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3/dp/B002KLMQTU/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1290474496&sr=8-9
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%E7%B3%B8%E9%80%9A%E3%81%97%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3/dp/B002KLMQTU/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1290474496&sr=8-9
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%AB-%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%99%E3%81%8D/dp/B001MTCLEG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290474569&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%AB-%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%99%E3%81%8D/dp/B001MTCLEG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290474569&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%AB-%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%99%E3%81%8D/dp/B001MTCLEG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290474569&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/%E5%AD%A6%E7%A0%94%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%AB-%E5%AD%A6%E7%A0%94-%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%99%E3%81%8D/dp/B001MTCLEG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290474569&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83p%81%5B%83%89%81%5B%83r%81%5B%83Y&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83p%81%5B%83%89%81%5B%83r%81%5B%83Y&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83p%81%5B%83%89%81%5B%83r%81%5B%83Y&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83p%81%5B%83%89%81%5B%83r%81%5B%83Y&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93-%E7%AB%8B%E4%BD%93%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E5%88%87%E3%82%8A%E7%B4%99-%E7%AB%B9%E5%86%85-%E4%B8%80%E9%9B%84/dp/4569693601
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93-%E7%AB%8B%E4%BD%93%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E5%88%87%E3%82%8A%E7%B4%99-%E7%AB%B9%E5%86%85-%E4%B8%80%E9%9B%84/dp/4569693601
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93-%E7%AB%8B%E4%BD%93%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E5%88%87%E3%82%8A%E7%B4%99-%E7%AB%B9%E5%86%85-%E4%B8%80%E9%9B%84/dp/4569693601


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

4-c-01

目と手の協応動作 長いものを指先で上手に扱うことが難しい 視覚認知 目と手の協
応運動

視覚的集中

チェーンリング落とし 自作

・チェーンリングはＤＩＹ店にて購
入可　　　　　　　　　　　（1袋200

円程度）
・容器は100円均一ショップにて

実証 サポート方法

4-c-01
目と手の協応動作 指先を上手に使って、ペットボトルのふたをつ

かんで移動したりすることが難しい
視覚認知 目と手の協

応運動
視覚的集中

つまんでぽっとんふた落とし 自作
容器は100円均一ショップにて購

入可
実証 サポート方法

4-c-01

目と手の協応動作 手や指先を上手にコントロールできない 視覚認知 目と手の協
応運動

視覚的集中

透明ホースのひもとおし 自作
・透明ホースはＤＩＹ店にて購入可
・ひも、フェルト、綿などは手芸店

にて購入可
実証 サポート方法

4-c-01
目と手の協応動作 手先が不器用 手先の器用さ 目と手の協

応 新聞ボール 自作 サポート方法

4-c-01
目と手の協応動作 ボールがうまく投げられない 言語理解 目と手の協

応 玉入れゲーム 自作 サポート方法

4-c-01
目と手の協応動作 ボールがうまく投げられない 数と計算 目と手の協

応
視覚的集中

玉入れビンゴ 自作 サポート方法

4-c-01
目と手の協応動作 ふろしき包みができない 結び方がわかりにく

い
指先の力の
入れ方 heart bridge　ふろしき 既存 株式会社スタンダード

http://www.dradnats-
store.net/?mode=cate&cbid=175
3917&csid=16

4-c-02
物の固定と利き手操作 カッターや彫刻刀の使用時に、怪我をしやす

い
紙や板の固
定が難しい 1枚きりカッター 既存 （株）ミドリ Amazon

http://www.amazon.co.jp/デザイ
ンフィル-49338006-ミドリ-一枚
切りカッターII-黒

一枚切りカッターII

4-c-02
物の固定と利き手操作 塵取りに箒でゴミを集めるのが苦手 物をかき集め

る動作が苦
手

文化ちりとり、三つ手ちりとり 既存 一般店舗

4-c-03

視覚運動遊び ボールを投げたり、受け止めるのが苦手 タイミングに
あわせた運
動企画が難
しい

軍手キャッチボール（教室でできる特
別支援教育のアイデア１７２）

既存 図書文化社 Amazon
http://www.amazon.co.jp/gp/pro
duct/4810054578

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２（具体物操作

4-c-03

視覚運動遊び ボールを投げたり、受け止めるのが苦手 タイミングに
あわせた運
動企画が難
しい

スーパーターゲットナイン２ 既存 （株）ナカシマヤ製作所
感覚統合

ボール投げボード
当て

入手先不明

4-c-03

視覚運動遊び バトミントンや卓球で、うまくラケットにあてら
れない

タイミングに
あわせた運
動企画が難
しい

ハンガーラケットボール（発達障害の
子どもの視知覚認知問題への対処
法）

既存 東京書籍 Amazon

http://www.amazon.co.jp/発達
障害の子どもの視知覚認識問題
への対処法-リサ-A-カーツ
/dp/4487804191

発達障害の子どもの視知覚
認知問題への対処法

4-c-03

視覚運動遊び ボールをうまくキャッチできない タイミングに
あわせた運
動企画が難
しい

ペットボトルスクープボール（発達障
害の子どもの視知覚認知問題への
対処法）

既存 東京書籍 Amazon

http://www.amazon.co.jp/発達
障害の子どもの視知覚認識問題
への対処法-リサ-A-カーツ
/dp/4487804191

発達障害の子どもの視知覚
認知問題への対処法

4-c-03

視覚運動遊び ソフトボールなどで、バットにボールがあたら
ない

タイミングに
あわせた運
動企画が難
しい

棒とボールのゲーム（発達障害の子
どもの視知覚認知問題への対処法）

既存 東京書籍 Amazon

http://www.amazon.co.jp/発達
障害の子どもの視知覚認識問題
への対処法-リサ-A-カーツ
/dp/4487804191

発達障害の子どもの視知覚
認知問題への対処法

4-c-03

視覚運動遊び キャッチボールなどで遠近をうまく判断できに
くい

タイミングに
あわせた運
動企画が難
しい

ズームボール（発達障害の子どもの
視知覚認知問題への対処法）

既存 東京書籍 Amazon

http://www.amazon.co.jp/発達
障害の子どもの視知覚認識問題
への対処法-リサ-A-カーツ
/dp/4487804191

発達障害の子どもの視知覚
認知問題への対処法

移動する 4-d-01
姿勢の調整 階段の上り下りの際、足音が大きい バランス反応

が弱い バランスボード 既存 パシフィックサプライ株式会社 パシフィックサプライ株式会社HP
http://www.p-
supply.co.jp/products/search/?s
earchkeyword=バランスボード

バランスボードN型/バランス
ボードII型

4-d-01
姿勢の調整 階段の上り下りの際、足音が大きい 片足立ちが

できにくい 足輪投げ、足で輪を渡す練習 サポート方法

4-d-01
姿勢の調整 階段の上り下りの際、足音が大きい 片足でのバ

ランス保持が
短い

立って靴を履く・ズボンをはく サポート方法

4-d-01

姿勢の調整 走り方がぎこちない ボディイメー
ジが悪いた
め、手足の協
調した動きが
難しい。表在
感覚・深部感
覚・前庭機能
の未熟さ

関節可動域・
筋緊張・筋
力・協調運動
の弱さ、運動
麻痺・失調・
不随意運動
などの可能
性

かっこいい走り方の説明をする。手
の振り、足の上げ方、蹴り方など部
分に分けて練習する。片足立ちやス
キップの練習も行う。

サポート方法

4-d-02
体の方向決め 人とすれ違うときに肩などがあたる ボディイメージが弱

い トンネルをくぐる サポート方法

4-d-02

体の方向決め 人とすれ違うときに肩などがあたる 空間と自分との関
係がわかりにくい

空間に合わ
せた体の動
きができにく
い

障害物レース サポート方法

4-d-03
人の動きへの注意 人と歩調を合わせて歩くのが苦手 人の動きにあわせ

にくい 二人三脚 サポート方法

4-d-03
人の動きへの注意 人と歩調を合わせて歩くのが苦手 人の動きにあわせ

にくい だるまさんが転んだ サポート方法

4-d-03

体の方向決め 横を向いたまま歩く 視覚入力 注意散漫
フード付きトレーナーのフードをか
ぶって周囲に注意が逸れにくいよう
にする

サポート方法

4-d-03

体の方向決め 人とぶつかったのがよくわからない 触覚や固有
覚の鈍麻が
見られる

注意散漫
歩くことに注意しすぎて周囲に配慮
できない。狭い通路や隙の間を歩く
練習

サポート方法

4-d-04

止まる・止める 自転車でスピードを落とさず角を曲がる 予測がしにくい 動くものに対
する運動の
調整

実際に自転車を漕いで停止線でとま
る練習

サポート方法

4-d-04
止まる・止める 自転車でスピードを落とさず角を曲がる 予測がしにくい 瞬発的な運

動反応が弱
い

視覚的合図でブレーキをかけるタイ
ミングの練習

サポート方法

4-d-04

止める、止まる 自転車のブレーキのかけ方が急である 状況判断が悪い、
空間認知

触感覚鈍麻。
視覚障害(見
えない）

力のコント
ロール、協調
運動の未熟
失調・不随意
運動・運動
シークエンス
などの問題

注意散漫 misima

握力をつける、タイミングにあわせて
握る練習

サポート方法

4-d-05
危険回避 自転車に乗っていて、障害物を避けることが

苦手
手と足の協
調性が弱い

自転車に乗りながらスラローム（左右
へのバランスの）練習

サポート方法

4-d-05

危険回避 自転車に乗っていて、障害物を避けることが
苦手

視覚と運動
の同時処理
が難しい

自転車を動か
すことに集中し
すぎる

自転車教室のようなコースを作って
練習（易→難へ）

サポート方法

4-d-06
安全の判断と行動 自転車に乗っていて、左右の安全を確認して

いたら、時間がかかりすぎ、次の車が来る
視覚による動きの
判断が弱い 横断歩道を渡るルールを覚える サポート方法

4-d-06
安全の判断と行動 自転車に乗っていて、左右の安全を確認して

いたら、時間がかかりすぎ、次の車が来る
視覚による動きの
判断が弱い

遠くの目印の場所に車がいなければ
渡る

サポート方法

4-d-06
安全の判断と行動 自転車に乗っていて、左右の安全を確認して

いたら、時間がかかりすぎ、次の車が来る
視覚による動きの
判断が弱い

こぎ出しの瞬
発力が弱い

空気入れで風船を膨らますなど脚力
をつける

既存 サポート方法

http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=16
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=16
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=16
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB-49338006-%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA-%E4%B8%80%E6%9E%9A%E5%88%87%E3%82%8A%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCII-%E9%BB%92/dp/B00313JCPM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=13559233
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB-49338006-%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA-%E4%B8%80%E6%9E%9A%E5%88%87%E3%82%8A%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCII-%E9%BB%92/dp/B00313JCPM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=13559233
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB-49338006-%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA-%E4%B8%80%E6%9E%9A%E5%88%87%E3%82%8A%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCII-%E9%BB%92/dp/B00313JCPM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=13559233
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4810054578
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4810054578
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.amazon.co.jp/%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25A9%25E3%2582%2582%25E3%2581%25AE%25E8%25A6%2596%25E7%259F%25A5%25E8%25A6%259A%25E8%25AA%258D%25E8%25AD%2598%25E5%2595%258F%25E9%25A1%258C%25E3%2581%25B8%25E3%2581%25AE%25E5%25AF%25BE%25E5%2587%25A6%25E6%25B3%2595-%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25B5-A-%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E
http://www.p-supply.co.jp/products/search/?searchkeyword=%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89&x=0&y=0
http://www.p-supply.co.jp/products/search/?searchkeyword=%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89&x=0&y=0
http://www.p-supply.co.jp/products/search/?searchkeyword=%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89&x=0&y=0


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

4-d-07
地面や環境への注意 床に落ちているものを踏んで歩いても、見よう

としない
足底感覚が
鈍い

足元への不注
意 目隠しで階段を上る練習 サポート方法

乗り物に乗る 4-e-01
立位保持 すぐ座りたがる 脚力が弱い

日頃からウォーキングする サポート方法

4-e-02

立位バランス バランスが悪く、少しの振動でもふらついてし
まう（体制を持ちこたえられない）

バランスの変
化に反応しに
くい バランスボール、バランスボード 既存 学研 Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_ss_i_0_7?__mk_ja_JP=%83J%
83%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-
keywords=%83o%83%89%83%93%8

バランスボール/バランス
ボード

4-e-02

立位バランス バランスが悪く、少しの振動でもふらついてし
まう（体制を持ちこたえられない）

バランスの変
化に反応しに
くい ムービングクッション 既存 ギムニク Amazon

http://www.amazon.co.jp/gp/pro
duct/B0013NM4FC/ref=pd_lpo_k
2_dp_sr_1?pf_rd_p=466449256&pf
_rd_s=lpo-top-
stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B001

ムービングクッション

4-e-02

立位バランス バランスが悪く、少しの振動でもふらついてし
まう（体制を持ちこたえられない）

バランスの変
化に反応しに
くい ソフトバランサー 既存 （株）一歩 知育玩具の株式会社一歩

http://www.hajime1.com/cgi-
bin/hajime/siteup.cgi

ソフトバランサー

遊具で遊ぶ 4-f-01
前庭運動遊び 公園のブランコを地面と水平になるぐらいまで

こぐ
強い前庭刺
激を好む 危険であることの絵カード作成 サポート方法

4-f-01

前庭運動遊び すべり台の一番高いところの手すりの上に立
つ

人目を引きたがる 強い前庭刺
激を好む

ビデオ：もっとたのしくゆたかに～遊
びや生活動作への作業療法的アプ
ローチ～第1巻「体全体を使ったあそ
び」

既存 ジェムコ株式会社 入手先不明

4-f-01
前庭運動遊び ジャングルジムの上を手離しで走る 人目を引きたがる 強い前庭刺

激を好む
トランポリン・タッキングチェアー・平
均台・ハンモックなど

既存 サポート方法

4-f-01
前庭運動遊び ジャングルジムの上を手離しで走る 人の反応をおもしろ

がる
強い前庭刺
激を好む みんなの感覚統合 パシフィックサプライ式会社 パシフィックサプライ式会社HP

http://www.p-
supply.co.jp/products/320

みんなの感覚統合

4-f-01

前庭運動遊び ブランコのこぎ方がぎこちない ブランコの揺
れに合わせ
て運動を企
画しにくい

ブランコ玉いれ、ブランコタッチ（軽度
発達障害の子を支援する体育遊び）

既存 スペース96 Amazon

http://www.amazon.co.jp/軽度
発達障害-LD・ADHD・高機能自
閉症など-の子を支援する体育
遊び―豊かな運動感覚づくり-黒
井-信隆/dp/4870512114

軽度発達障害の子を支援す
る体育遊び

4-f-02
器械体操 鉄棒の上を綱渡りできるが、逆上がりはでき

ない
強い前庭刺
激を好む 逆上がりの補助具 既存 サポート方法

4-f-02

器械体操 鉄棒の上を綱渡りできるが、逆上がりはでき
ない

重力に対抗
した体の屈曲
力が弱い

逆上がりの補助具 既存 サポート方法

4-f-02

器械体操 鉄棒の上を綱渡りできるが、逆上がりはでき
ない

両腕の引き
寄せの力が
弱気

両手でのぶら下がり、懸垂の練習 サポート方法

4-f-02
器械体操 鉄棒の上を綱渡りできるが、逆上がりはでき

ない
腹筋が働き
にくい 鉄棒に両手両足でしがみつく練習 サポート方法

4-f-03
視覚運動遊び 追視が遅く、両手でキャッチボールができな

い
動く物体へ体の動き
を合わせることが苦
手

動体視力が
弱い

両手を同時
に使えない 転がしキャッチボール サポート方法

4-f-03

視覚運動遊び 追視が遅く、両手でキャッチボールができな
い

動く物体へ体の動き
を合わせることが苦
手

動体視力が
弱い

両手を同時
に使えない 風船→ソフトバレーボール→ふわふ

わボール→ボールへと段階づける
既存 サポート方法

4-f-03
視覚運動遊び 追視が遅く、両手でキャッチボールができな

い
動く物体へ体の動き
を合わせることが苦
手

動体視力が
弱い

両手を同時
に使えない ジャイアントバルーン 既存 学研 Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

実証

ジャイアントバルーン

4-f-03
視覚運動遊び 追視が遅く、両手でキャッチボールができな

い
動く物体へ体の動き
を合わせることが苦
手

動体視力が
弱い

両手を同時
に使えない フラビーボール 既存 内田洋行 楽天市場

http://search.rakuten.co.jp/sear
ch/mall/フラビーボール/-
/?c=2836&l-id=s_search&l2-
id=shop_header_search&x=0

実証

フラビーボール

4-f-03
視覚運動遊び 追視が遅く、両手でキャッチボールができな

い
動く物体へ体の動き
を合わせることが苦
手

動体視力が
弱い

両手を同時
に使えない セイフティーボール 既存 学研 実証 入手先不明

4-f-03

視覚運動遊び 追視が遅く、両手でキャッチボールができな
い

動く物体へ体の動き
を合わせることが苦
手

動体視力が
弱い

両手を同時
に使えない

ビデオ：もっとたのしくもっとゆた
かに～遊びや生活動作への作
業療法的アプローチ～第2巻目と
手の協調を促す遊び

既存 ジェムコ株式会社 実証 入手先不明

姿勢 4-g-01
姿勢保持 椅子にもたれかかり、ずり落ちる 筋や関節か

らの感覚入
力が弱い

筋緊張が低
い ハートリーフクッション 新作 株式会社O.T.collabo 楽天市場

http://item.rakuten.co.jp/auc-
kawamura/38340001/

実証１ ハートリーフクッション

4-g-01
姿勢保持 椅子からずり落ちる、体が揺れる バランス感覚

が弱い
筋緊張が低
い ハートリーフクッション 新作 株式会社O.T.collabo 楽天市場

http://item.rakuten.co.jp/auc-
kawamura/38340002/

実証２ ハートリーフクッション

4-g-01

姿勢保持 椅子にもたれかかり、ずり落ちる 手で体を支え
にくい どこでもカットアウトテーブル 新作

箕面市障害福祉課「えいど工房」、
箕面市自助具製作ボランンティアグ

ループ　「さぽーと」
実証 判明せず

4-g-01
姿勢保持 椅子にもたれかかり、ずり落ちる 足が床に着

いていていな
い

机・椅子の高さ調整（感覚統合とその
実践）

既存 協同医書出版 Amazon
http://www.amazon.co.jp/感覚
統合とその実践-第2版-Anita-
C-Bundy/dp/4763921142

感覚統合とその実践

4-g-01
姿勢保持 椅子にもたれかかり、ずり落ちる 足が床に着

いていていな
い

ワンタッチ足台 新作 実証 判明せず

4-g-01
姿勢保持 椅子にもたれかかり、ずり落ちる 姿勢が崩れても気

づきにくい
姿勢を元に
戻しにくい 滑り止めシート 既存 パシフィックサプライ株式会社 実証 判明せず

4-g-01
姿勢保持 字を書くとき極端に前かがみになる 筋緊張が低

い 斜面台 入手先不明

4-g-01
姿勢保持 字を書くとき極端に前かがみになる 筋緊張が低

い 座面の工夫 サポート方法

4-g-01
姿勢保持 字を書くとき極端に前かがみになる 視力低下 拡大鏡

字を大きくしたプリント
サポート方法

4-g-01

姿勢保持 椅子の後ろ2本を宙に浮かせて、前2本足だ
けで座る

腹筋が弱い

エアークッション Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

エアークッション

4-g-01
姿勢保持 椅子の後ろ2本を宙に浮かせて、前2本足だ

けで座る
腹筋が弱い

固定椅子に座る サポート方法

4-g-01
姿勢保持 椅子の後ろ2本を宙に浮かせて、前2本足だ

けで座る
腹筋が弱い

一本足椅子 判明せず

4-g-01

姿勢保持 椅子の後ろ2本を宙に浮かせて、前2本足だ
けで座る

前庭感覚を
好む

腹筋が弱い

セラピーボール 判明せず

4-g-01

姿勢保持 床に足が届かず、足をブラブラさせてしま
う。

足が床に着
いていていな
い チョー便利だい！ 自作

・柄のテープ（布ガムテープ）はＤ
ＩＹ店にて購入

・中身は、漫画の月刊誌や週刊
誌で同じ大きさのものを使用（サ

イズはA４くらい）

実証 サポート方法

4-g-01

姿勢保持 いすに座ると、体がくにゃくにゃする。 バランス感覚
が弱い

筋緊張が低
い

チョー便利だい！ 自作

・柄のテープ（布ガムテープ）はＤ
ＩＹ店にて購入

・中身は、漫画の月刊誌や週刊
誌で同じ大きさのものを使用（サ

イズはA４くらい）

実証 サポート方法

4-g-01

姿勢保持 床での学習姿勢が傾き側彎傾向が強い。 姿勢保持・低
緊張 ハートリーフクッション 既存 パシフィックサプライ株式会社 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=3

実証 ハートリーフクッション

4-g-01

姿勢保持 座位で腰痛が起こり、疲れやすい 姿勢保持・低
緊張 ハートリーフクッション 既存 パシフィックサプライ株式会社 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=4

実証 ハートリーフクッション

5.日常生活活動 食事 5-a-01
道具操作 話をしながら食べることができない（どちらか

に集中してしまう）
箸をうまく扱
いにくい 楽々箸 既存 Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/?ie=
UTF8&keywords=楽々箸
&tag=googhydr-

楽々箸

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_7?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B&sprefix=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_7?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B&sprefix=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_7?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B&sprefix=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_7?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B&sprefix=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_ss_i_0_7?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B&sprefix=%83o%83%89%83%93%83X%83%7B%81%5B%83%8B
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0013NM4FC/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=466449256&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0012349ZG&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=12G816WEDZ9A229BGFQP
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0013NM4FC/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=466449256&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0012349ZG&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=12G816WEDZ9A229BGFQP
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0013NM4FC/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=466449256&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0012349ZG&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=12G816WEDZ9A229BGFQP
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0013NM4FC/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=466449256&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0012349ZG&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=12G816WEDZ9A229BGFQP
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0013NM4FC/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=466449256&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0012349ZG&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=12G816WEDZ9A229BGFQP
http://www.hajime1.com/cgi-bin/hajime/siteup.cgi
http://www.hajime1.com/cgi-bin/hajime/siteup.cgi
http://www.p-supply.co.jp/products/320
http://www.p-supply.co.jp/products/320
http://www.amazon.co.jp/%25E8%25BB%25BD%25E5%25BA%25A6%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3-LD%25E3%2583%25BBADHD%25E3%2583%25BB%25E9%25AB%2598%25E6%25A9%259F%25E8%2583%25BD%25E8%2587%25AA%25E9%2596%2589%25E7%2597%2587%25E3%2581%25AA%25E3%2581%25A9-%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2582%2592%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E4%25BD%2593%25E8%2582%25
http://www.amazon.co.jp/%25E8%25BB%25BD%25E5%25BA%25A6%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3-LD%25E3%2583%25BBADHD%25E3%2583%25BB%25E9%25AB%2598%25E6%25A9%259F%25E8%2583%25BD%25E8%2587%25AA%25E9%2596%2589%25E7%2597%2587%25E3%2581%25AA%25E3%2581%25A9-%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2582%2592%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E4%25BD%2593%25E8%2582%25
http://www.amazon.co.jp/%25E8%25BB%25BD%25E5%25BA%25A6%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3-LD%25E3%2583%25BBADHD%25E3%2583%25BB%25E9%25AB%2598%25E6%25A9%259F%25E8%2583%25BD%25E8%2587%25AA%25E9%2596%2589%25E7%2597%2587%25E3%2581%25AA%25E3%2581%25A9-%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2582%2592%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E4%25BD%2593%25E8%2582%25
http://www.amazon.co.jp/%25E8%25BB%25BD%25E5%25BA%25A6%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3-LD%25E3%2583%25BBADHD%25E3%2583%25BB%25E9%25AB%2598%25E6%25A9%259F%25E8%2583%25BD%25E8%2587%25AA%25E9%2596%2589%25E7%2597%2587%25E3%2581%25AA%25E3%2581%25A9-%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2582%2592%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E4%25BD%2593%25E8%2582%25
http://www.amazon.co.jp/%25E8%25BB%25BD%25E5%25BA%25A6%25E7%2599%25BA%25E9%2581%2594%25E9%259A%259C%25E5%25AE%25B3-LD%25E3%2583%25BBADHD%25E3%2583%25BB%25E9%25AB%2598%25E6%25A9%259F%25E8%2583%25BD%25E8%2587%25AA%25E9%2596%2589%25E7%2597%2587%25E3%2581%25AA%25E3%2581%25A9-%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2582%2592%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E3%2581%2599%25E3%2582%258B%25E4%25BD%2593%25E8%2582%25
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83W%83%83%83C%83A%83%93%83g%83o%83%8B%81%5B%83%93
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83W%83%83%83C%83A%83%93%83g%83o%83%8B%81%5B%83%93
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83W%83%83%83C%83A%83%93%83g%83o%83%8B%81%5B%83%93
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83W%83%83%83C%83A%83%93%83g%83o%83%8B%81%5B%83%93
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB/-/?c=2836&l-id=s_search&l2-id=shop_header_search&x=0
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB/-/?c=2836&l-id=s_search&l2-id=shop_header_search&x=0
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB/-/?c=2836&l-id=s_search&l2-id=shop_header_search&x=0
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB/-/?c=2836&l-id=s_search&l2-id=shop_header_search&x=0
http://item.rakuten.co.jp/auc-kawamura/38340001/
http://item.rakuten.co.jp/auc-kawamura/38340001/
http://item.rakuten.co.jp/auc-kawamura/38340001/
http://item.rakuten.co.jp/auc-kawamura/38340001/
http://www.amazon.co.jp/%E6%84%9F%E8%A6%9A%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5-%E7%AC%AC2%E7%89%88-Anita-C-Bundy/dp/4763921142
http://www.amazon.co.jp/%E6%84%9F%E8%A6%9A%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5-%E7%AC%AC2%E7%89%88-Anita-C-Bundy/dp/4763921142
http://www.amazon.co.jp/%E6%84%9F%E8%A6%9A%E7%B5%B1%E5%90%88%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5-%E7%AC%AC2%E7%89%88-Anita-C-Bundy/dp/4763921142
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83G%83A%81%5B%83N%83b%83V%83%87%83%93
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83G%83A%81%5B%83N%83b%83V%83%87%83%93
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83G%83A%81%5B%83N%83b%83V%83%87%83%93
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83G%83A%81%5B%83N%83b%83V%83%87%83%93
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=3
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=3
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=3
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=3
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=3
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=3
http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E6%A5%BD%E3%80%85%E7%AE%B8&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=8566357381&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=1244605331166818038&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&ref=pd_sl_37pbz3chi1_e
http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E6%A5%BD%E3%80%85%E7%AE%B8&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=8566357381&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=1244605331166818038&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&ref=pd_sl_37pbz3chi1_e
http://www.amazon.co.jp/s/?ie=UTF8&keywords=%E6%A5%BD%E3%80%85%E7%AE%B8&tag=googhydr-22&index=aps&jp-ad-ap=0&hvadid=8566357381&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=1244605331166818038&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&ref=pd_sl_37pbz3chi1_e


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

5-a-01
道具操作 話をしながら食べることができない（どちらか

に集中してしまう）
すくう動作が
苦手

ジュニアスプーン・ジュニアフォーク・
ジュニアナイフ

既存 一般店舗

5-a-01
道具操作 話をしながら食べることができない（どちらか

に集中してしまう）
話す・手を使うを同
時に処理できにくい

手の動作に
努力を要する すくいやすい皿・こぼれない皿 既存 パシフィックサプライ株式会社

5-a-01
道具操作 箸が上手に使えない 手指の操作

性が未熟 はしパンツ 既存 株式会社赤ちゃん本舗 アカチャンホンポ楽天市場
http://item.rakuten.co.jp/akacha
nhonpo/411003300/

実証 はしパンツ

5-a-01
道具操作 箸が上手に使えない 手指の操作

性が未熟 箸ぞうくん 既存 有限会社ウインド 箸ぞうくん
http://www.hashizokun.com/pro
duct/pr_hashizoII.html

実証
箸ぞうくん

5-a-01

道具操作 箸が上手に使えない 触覚を通して
箸を捉えにく
い

指で箸を保
持しながら動
かせない エジソンのおはし 既存 KJC Communicaitions HP

http://doctorpeople.jp/goods/in
dex_01.php

エジソンのお箸

5-a-01

道具操作 箸が上手に使えない 指で箸を保
持しながら動
かせない はじめてのサポートおはし 既存 コンビ Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-
alias%3Daps&field-

はじめてのサポートおはし

5-a-01

道具操作 スプーンやフォークが上手に使えない 手指の操作
性が未熟

持ち方補助具「Ｑリング」 新作 株式会社　ゴムＱ
ゴムQオンラインショップ/TOP

ページ
http://www.gomuq.com/shop/ 実証

Ｑリング

5-a-02
持ち方 お茶碗の持ち方がぎこちない 物の形に合わせた

手の構えが弱い
手首の安定
が弱い

プラスチック茶碗（形の小さいもの市
販のもの）

既存 一般店舗 サポート方法

5-a-02
持ち方 お茶碗の持ち方がぎこちない 指の対立が

弱い テーブルの上でお茶碗を支える サポート方法

5-a-03
目と手の協調 お皿や茶碗におかずやご飯の量を調節でき

ず、大盛りにしてしまう
運動方向の
調節が苦手 小さいサイズのしゃもじを使う 既存 サポート方法

5-a-03
目と手の協調 お皿や茶碗におかずやご飯の量を調節でき

ず、大盛りにしてしまう
量を視覚確認して
調節するのが苦手 すくう回数を決める。 サポート方法

5-a-03
目と手の協調 コップにお茶を入れすぎる 空間での物

の保持が弱
い

目盛りを付ける。 既存 サポート方法

5-a-03

目と手の協調 コップにお茶を入れすぎる 重たい水筒
を持ち上げに
くい

水筒を小さくする。 既存 サポート方法

5-a-03
目と手の協調 コップにお茶を入れすぎる 量を視覚確認して

調節するのが苦手
容器と水位の
見比べが難し
い

透明のコップを使う 既存 サポート方法

5-a-03

目と手の協調 食べるときに腕がコップやお椀に当たるなどし
て、よくこぼす

中心視と周辺
視の同時処
理が苦手

周辺に注意を
向けにくい テーブルから見分けやすい色の食器

を選ぶ
既存 パシフィックサプライ株式会社 一般店舗 サポート方法

5-a-03
目と手の協調 食べるときに腕がコップやお椀に当たるなどし

て、よくこぼす
物の配置のワーキ
ングメモリーが弱い

置く場所を決めて、滑り止めマット・
シートを敷く

既存 パシフィックサプライ株式会社 一般店舗 サポート方法

5-a-03
目と手の協応動作 水などの入ったコップをよく倒す。 固有感覚の

低下
協調した上肢
操作が難し
い

注意散漫・持続
困難 エジソンの倒れないコップ ビリーブ Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83
%5E%83J%83i&url=search-

エジソンの倒れないコップ

5-a-03
目と手の協応動作 水などの入ったコップをよく倒す。 協調した上肢

操作が難し
い

注意散漫・持続
困難 ふた付きのコップ 一般店舗

5-a-03
目と手の協応動作 水などの入ったコップをよく倒す。 空間認知が悪い 空間での操

作が難しい コップを置きホルダー 一般店舗

5-a-03
目と手の協応動作 水などの入ったコップをよく倒す。 位置関係の理解が

悪い コップを置きホルダー 一般店舗

5-a-04

両手への同時注意 食べるときに左手（利き手でないほう）を使う
のを忘れる。

姿勢が崩れ
やすい どこでもカットアウトテーブル 既存

箕面市障害福祉課「えいど工房」、
箕面市自助具製作ボランンティアグ

ループ　「さぽーと」
判明せず

5-a-04

両手への同時注意 食べるときに左手（利き手でないほう）を使う
のを忘れる。

利き手がうま
く使えず、反
対側の腕に
緊張が入る

箸ぞうくん 既存 有限会社ウインド 箸ぞうくん
http://www.hashizokun.com/pro
duct/pr_hashizoII.html

実証

箸ぞうくん

5-a-04

両手への同時注意 皿に手を添えない 利き手でない
側を無視しやす
い

ビデオ：もっとたのしくもっとゆたかに
～遊びや生活動作への作業療法的
アプローチ～第2巻目と手の協調を
促す遊び

既存 ジェムコ株式会社 入手先不明

5-a-05

食べる順序 一品を全部食べてから次を食べる 注意の切り替
えができにくい ワンプレートに盛り付ける サポート方法

5-a-05
食べる順序 一品を全部食べてから次を食べる 口腔感覚の

問題 口腔内マッサージ サポート方法

5-a-05

食べる順序 一品を全部食べてから次を食べる 食べ方に
本人の決ま
りがある

回転テーブル サポート方法

5-a-06
満腹感 かなり量を食べないと満足しない 固いものを嫌

がる
よく噛まない
で飲み込む するめやせんべいで噛む練習 サポート方法

5-a-06
満腹感 かなり量を食べないと満足しない よく噛まない

で飲み込む
固い触感のものをメニューに入れ、
よく噛ます

サポート方法

5-a-07
感覚 口の周りが食べ物で汚れても気がつかない 口腔周囲の

感覚が鈍い 鏡 サポート方法

5-a-07
感覚 口の周りが食べ物で汚れても気がつかない 見た目を気

にしない 鏡 サポート方法

排泄 5-b-01
トイレ環境への適応 トイレを嫌がり、パンツ・紙おむつの中に排便

する
狭い空間への不安 おまる・簡易トイレを安心できる場所

に置く
既存 サポート方法

5-b-01
トイレ環境への適応 トイレを嫌がり、パンツ・紙おむつの中に排便

する
明暗への過
敏さ 照明を明るくしたり壁紙を工夫する 既存 サポート方法

5-b-01
トイレ環境への適応 外出先のトイレが使えない 暗さや狭さへの不

安
事前に行き先が分かっている場合は
写真を撮って知らせておく

既存 サポート方法

5-b-01
トイレ環境への適応 外出先のトイレが使えない 場所の構造の違い

に適応しにくい 簡易照明器具を携帯しておく 既存 サポート方法

5-b-01
トイレ環境への適応 外出先のトイレが使えない 臭いや便座

の冷たさに敏
感

携帯用便座シート・携帯用脱臭剤 既存 サポート方法

5-b-01
トイレ環境への適応 家では排泄はできるが学校ではできない 和式と洋式の違い

専用のトイレを使用できる配慮 サポート方法

5-b-01
トイレ環境への適応 家では排泄はできるが学校ではできない 環境のちがいによ

る不安 洋式便座をおく 既存 サポート方法

5-b-01
トイレ環境への適応 家では排泄はできるが学校ではできない 周囲から見られるプ

レッシャー つい立てを置く 既存 サポート方法

5-b-01
トイレ環境への適応 便座に落ち着いて座れない 便座の硬さや

冷たさに過敏
座面が狭い
ので安定しに
くい

子供用の便座をのせる 既存 サポート方法

5-b-01
トイレ環境への適応 便座に落ち着いて座れない 足がつかず

不安になる 足台を置く 既存 サポート方法

5-b-02

排尿・排便感覚 パンツを嫌がり、紙おむつを着用したがる 失敗が多く不安が
強い

蓄尿感覚や
排便感覚が
弱く、ぎりぎり
までわからな
い

感覚が認識できるまで紙おむつを
使ってもよい

サポート方法

http://item.rakuten.co.jp/akachanhonpo/411003300/
http://item.rakuten.co.jp/akachanhonpo/411003300/
http://www.hashizokun.com/product/pr_hashizoII.html
http://www.hashizokun.com/product/pr_hashizoII.html
http://doctorpeople.jp/goods/index_01.php
http://doctorpeople.jp/goods/index_01.php
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%CD%82%B6%82%DF%82%C4%82%CC%83T%83%7C%81%5B%83g%82%A8%82%CD%82%B5&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%CD%82%B6%82%DF%82%C4%82%CC%83T%83%7C%81%5B%83g%82%A8%82%CD%82%B5&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%CD%82%B6%82%DF%82%C4%82%CC%83T%83%7C%81%5B%83g%82%A8%82%CD%82%B5&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%CD%82%B6%82%DF%82%C4%82%CC%83T%83%7C%81%5B%83g%82%A8%82%CD%82%B5&x=0&y=0
http://www.gomuq.com/shop/
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83G%83W%83%5C%83%93%82%CC%93%7C%82%EA%82%C8%82%A2%83R%83b%83v&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83G%83W%83%5C%83%93%82%CC%93%7C%82%EA%82%C8%82%A2%83R%83b%83v&x=0&y=0
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%83G%83W%83%5C%83%93%82%CC%93%7C%82%EA%82%C8%82%A2%83R%83b%83v&x=0&y=0
http://www.hashizokun.com/product/pr_hashizoII.html
http://www.hashizokun.com/product/pr_hashizoII.html
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5-b-02
排尿・排便感覚 パンツを嫌がり、紙おむつを着用したがる 夜間のお漏らしが

不安 時間をみて就寝前に排泄を促す サポート方法

5-b-02

排尿・排便感覚 尿意・便意を感じにくい 膀胱の未成
熟、感覚障害
の疑い

泌尿器科・神経内科等の受診 サポート方法

5-b-02

排尿・排便感覚 尿意・便意を感じにくい 他に気になることが
あると尿意、便意に
気づけない

生活リズム、排泄間隔の調査後、時
間排泄を促す

サポート方法

5-b-02
排尿・排便感覚 パンツ・ズボンが汚れやすい 濡れていても

気づきにくい 泌尿器科・神経内科等の受診 サポート方法

5-b-02

排尿・排便感覚 少量のお漏らしがある 膀胱の未成
熟,、蓄尿量
が少ない

医学的問題がないことを確認後、パ
ンツで練習

サポート方法

5-b-02
排尿・排便感覚 濡れていても

気づきにくい
濡れていたらすぐ着替え違いに気づ
かす

サポート方法

5-b-02

排尿・排便感覚 排泄物を怖がる 尿の出方や
便の様子を
見ていない

身体感覚の変化と尿や便との関係に
気づかす

既存 サポート方法

5-b-02
排尿・排便感覚 排泄物を怖がる 尿や便と排泄感覚

の関係の理解が弱
い

トイレ絵本などで理解を促す 既存 サポート方法

5-b-03
姿勢保持 トイレにうまく座れない 足底が床に

つかない
牛乳パック等で足台をつける。足が
滑らないように滑り止めを使う。

既存 サポート方法

5-b-03
姿勢保持 トイレにうまく座れない 狭い便座で

安定できない 子供用便座を使用する 既存 サポート方法

5-b-03

姿勢保持 トイレで排便しにくい 腹圧をかける
姿勢がとりに
くい（骨盤後
傾位））

力を入れやすい環境設定を行う（足
台をつける・取手を設置するなど）

既存 サポート方法

5-b-04

後始末 後始末で便がふき取れていない 見えない肛
門周囲の感
覚が弱い

入浴で見えない体やお尻部分を洗う
練習

サポート方法

5-b-04

後始末 後始末で便がふき取れていない お尻へのリー
チが不十分 中腰で手を後ろに回す体の使い方練

習
サポート方法

5-b-04

後始末 後始末で便がふき取れていない 見えない身体部位
へのボディイメージ

紙をふき取る
ように操作し
にくい

汚れたテーブルを紙でふき取る練習 サポート方法

5-b-04
後始末 後始末で便がふき取れていない 清潔にするという概

念理解が弱い ウォシュレットをつけてもらう 既存 サポート方法

5-b-05

ルールの理解 おまるで排便するがトイレでしない 排尿・排便はトイレ
でするものという
ルールの理解

排泄関連の絵本やカード学習 既存 サポート方法

5-b-05
ルールの理解 休み時間に合わせて トイレに行けず失敗す

る
時間配分が苦手

スケジュールボードやアラームを使う 既存 サポート方法

5-b-05
ルールの理解 休み時間に合わせて トイレに行けず失敗す

る
尿意・便意の曖昧さ
（感じにくさ）

行く時間を決めて、出なくてもトイレ
に座る

サポート方法

5-b-05
ルールの理解 排便後、便を流すとパニックになる 急な視覚変

化に驚く 注意を逸らして後から流す 既存 サポート方法

5-b-05
ルールの理解 排便後、便を流すとパニックになる 急な聴覚変

化に驚く
注意を向けて因果関係を理解しても
らう

サポート方法

5-b-05

ルールの理解 トイレを流すときに、不用意にウォシュレットの
スイッチを触り、水浸しになる

視覚刺激に
過剰に反応
する

注意が逸れや
すい 見えないようにウォシュレットスイッチ

カバーをつける
サポート方法

更衣 5-c-01
服の位置関係 かぶりシャツ・ズボン・パンツなどの前後をま

ちがえる
服のどこを持つか
わかりにくい

上着の裾にマーク（ボタン・アップリケ
など）をつけて持つ位置を明確にす
る。

既存 サポート方法

5-c-01
服の位置関係 かぶりシャツ・ズボン・パンツなどの前後をま

ちがえる
服の構造の理解が
難しい 前身ごろにマークや名札をつける サポート方法

5-c-01

服の位置関係 頭からかぶった後、着ているうちに服が回っ
てしまう

服の中で腕や体を
どのように動かせば
よいか分からない。

体の触覚が
弱い

服の感触を
手がかりに
運動方向を
切り替えにく
い

袖やボタンの位置で視覚手がかりを
学習する

既存 サポート方法

5-c-01
服の位置関係 頭からかぶった後、着ているうちに服が回っ

てしまう
顔や体の触
覚過敏

服の素材に注意し、ゆったりした服で
練習する

サポート方法

5-c-01

服の位置関係 服を着てから反転できない 見ないと両手
をうまく動か
せない

両手（もしくは片手）を袖に通してから
頭をかぶる方法を教える

サポート方法

5-c-01

服の位置関係 服の裏表が分からない 表裏の視覚手
がかりへの不
注意

服のタグや洗濯表示、縫い目など
表・裏の目印になるものを説明。確
認動作を促す。

既存 サポート方法

5-c-01

服の位置関係 服の裏表が分からない 小さい視覚情報に
気づきにくい

トレーナーやプリント柄、色が違うな
ど裏表が分かりやすいもので、確認
させていく。

サポート方法

5-c-01
服の位置関係 服の裏表が分からない 裏表の違いを認知

しにくい 着る前に広げて裏表を確認させる サポート方法

5-c-01

服の位置関係 服の裏表が分からない 裏返す両手
の使い方が
わかりにくい

袖や裾の端を片手で持ちひっくり返
す方法を教える

サポート方法

5-c-01
服の位置関係 靴下が裏返せない 手の使い方がわか

りにくい
靴下先端を片手で握り、ひっぱりだ
す

サポート方法

5-c-01
服の位置関係 靴下が裏返せない 表裏の違いが分か

りにくい
ひっくり返すと色違いの短い靴下で
練習する

既存 サポート方法

5-c-01

服の位置関係 靴下が裏返せない 見えないとこ
ろでの指先
の動き

ハンドパペット・指人形で見えない手
を動かす練習

既存 サポート方法

5-c-01

服の位置関係 頭からかぶった後、着ているうちに服が回っ
てしまう

服の中で腕や体を
どのように動かせば
よいか分からない

体の触覚が
弱い

服の感触を
手がかりに
運動方向を
切り替えにく
い

発達につまずきを持つ子と身辺自立 既存 太陽社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/発達に
つまずきを持つ子と身辺自立―
基本の考え方と指導法-武藤-英
夫
/dp/4795243980/ref=sr_1_1?ie=
UTF8&qid=1290479934&sr=8-1

発達につまずきを持つ子と身
辺自立

5-c-02
服と体の関係 靴下の踵が合わせられない 足と靴下の形のマッ

チング
かかと部分の
視覚確認

かかと部分の色が違う靴下で練習す
る

既存 サポート方法

5-c-02

服と体の関係 靴下の踵が合わせられない 両手同時に
引っ張れない 足のもちあげバランスを助けて、両

手で引っ張る練習
サポート方法

5-c-03
裾の後始末 服の裾をズボンの中に入れない 不注意・確認不

足 全身を鏡で確認する習慣をつける サポート方法

5-c-03
裾の後始末 服の裾を入れにくい 裾を指先で

持っておろせ
ない

立って裾を引っ張る練習 サポート方法

http://www.amazon.co.jp/%E7%99%BA%E9%81%94%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E5%AD%90%E3%81%A8%E8%BA%AB%E8%BE%BA%E8%87%AA%E7%AB%8B%E2%80%95%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%A8%E6%8C%87%E5%B0
http://www.amazon.co.jp/%E7%99%BA%E9%81%94%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E5%AD%90%E3%81%A8%E8%BA%AB%E8%BE%BA%E8%87%AA%E7%AB%8B%E2%80%95%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%A8%E6%8C%87%E5%B0
http://www.amazon.co.jp/%E7%99%BA%E9%81%94%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E5%AD%90%E3%81%A8%E8%BA%AB%E8%BE%BA%E8%87%AA%E7%AB%8B%E2%80%95%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%A8%E6%8C%87%E5%B0
http://www.amazon.co.jp/%E7%99%BA%E9%81%94%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E5%AD%90%E3%81%A8%E8%BA%AB%E8%BE%BA%E8%87%AA%E7%AB%8B%E2%80%95%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%A8%E6%8C%87%E5%B0
http://www.amazon.co.jp/%E7%99%BA%E9%81%94%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E5%AD%90%E3%81%A8%E8%BA%AB%E8%BE%BA%E8%87%AA%E7%AB%8B%E2%80%95%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%A8%E6%8C%87%E5%B0
http://www.amazon.co.jp/%E7%99%BA%E9%81%94%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A4%E5%AD%90%E3%81%A8%E8%BA%AB%E8%BE%BA%E8%87%AA%E7%AB%8B%E2%80%95%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9%E3%81%A8%E6%8C%87%E5%B0
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サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

5-c-03

裾の後始末 ズボンから手を出すときに裾が出てくる 服を押し込む
指先が伸び
にくい

服のしわを伸ばす練習 サポート方法

5-c-03

裾の後始末 ズボンから手を出すときに裾が出てくる 左右別の手
の動きをしに
くい

利き手でない手でで腰に巻いたゴム
を引っ張る練習

サポート方法

5-c-03
裾の後始末 服の裾の背中側がズボンの中に入れられな

い
見えない背中の認
識不足

後ろに回して
手を使いにく
い

人形を使って背中を確認し、自分の
背中で練習

サポート方法

5-c-03
裾の後始末 服の裾の背中側がズボンの中に入れられな

い
腰に巻いたベルトをつたって後ろへ
触っていく練習

サポート方法

5-c-03
裾の後始末 ズボンの後ろが上げられない 身体の後方のイ

メージが弱い
背中の感覚
がわかりにく
い

ズボンの後ろにアップリケ等を付け
手がかりにする

既存 サポート方法

5-c-03
裾の後始末 ズボンの後ろが上げられない 後ろに手を回

しにくい ゴム付き貝巻タオルで練習 既存 サポート方法

5-c-04
ボタン操作 ボタンがはめられない。はずせない つまみの力

が弱い
おはじき入れ・貯金箱（おはじきやコ
インなど薄いものを入れる）

既存 サポート方法

5-c-04
ボタン操作 ボタンがはめられない。はずせない 三指のつま

み調節が苦
手

コインを入れる。穴をつけた厚紙→
布地へと段階づけ

サポート方法

5-c-04
ボタン操作 ボタンがはめられない。はずせない 穴・ボタンの関係が

分からない
体の正面を
見続けにくい

　 机に広げて、服を見ながらボタンの
掛けはずし練習

サポート方法

5-c-04

ボタン操作 ボタンがはめられない。はずせない 拇指と人差し
指・中指の分
離運動

指先でコインやカードを裏返す練習 サポート方法

5-c-04
ボタン操作 ボタンを掛け違える 襟と裾の服のずれ

に気づきにくい
不注意・確認不
足

鏡を見て確認（全身または上半身が
写るもの）

既存 サポート方法

5-c-04

ボタン操作 ボタンを掛け違える ボタンの位置と穴の
位置のマッチング 見やすい下からはじめ、ボタンと穴を

そろえる
サポート方法

5-c-04
ボタン操作 脱ぐときにボタンを全部はずさず、無理やり脱

ぐ
ボタンの操作
が苦手

おはじきやコインでつまむ練習をす
る

サポート方法

5-c-04
ボタン操作 ボタンがはめられない つまみの力

が弱い heart bridge スモック 既存 株式会社スタンダード
http://www.dradnats-
store.net/?mode=cate&cbid=175
3917&csid=0

5-c-04
ボタン操作 ボタンがはずせない 三指のつま

み調節が苦
手

heart bridge スモック 既存 株式会社スタンダード
http://www.dradnats-
store.net/?mode=cate&cbid=175
3917&csid=0

5-c-04
ボタン操作 服のファスナーを締められない 拇指と人差し

指・中指の分
離運動

heart bridge スモック 既存 株式会社スタンダード
http://www.dradnats-
store.net/?mode=cate&cbid=175
3917&csid=0

5-c-05
着替えの手順 着替えにとても時間がかかる（動作が中断し

やすい）
周囲に気が散る 注意散漫

衝立で周囲からの刺激を減らす。 既存 サポート方法

5-c-05

着替えの手順 着替えにとても時間がかかる（動作が中断し
やすい）

着替えの動
作がぎこちな
く、途中で嫌
になる

ビデオ：もっとたのしくゆたかに～遊
びや生活動作への作業療法的アプ
ローチ～第1巻「体全体を使ったあそ
び」

既存 ジェムコ株式会社 実証 入手先不明

5-c-05

着替えの手順 着替えにとても時間がかかる（動作が中断し
やすい）

着替えの動
作がぎこちな
く、途中で嫌
になる

スムーズにできる服を選ぶ 既存 サポート方法

5-c-05

着替えの手順 服を着る順序がわからない 服の特徴と意味理
解が弱い

視覚確認が
不十分

目に付いたも
のから着てしま
う。

着るべきものをまず集め、順に並べ
てから着る

サポート方法

5-c-05
着替えの手順 服を着る順序がわからない 行為の順序だてが

難しい 下着、上着、ズボンの仕分け練習 サポート方法

5-c-05
着替えの手順 服を着る順序がわからない 体の部分と服の関

係が結びつかない
着せ替え人形で下着から順に着る
（脱ぐ）手順を覚える。

既存 サポート方法

5-c-06 服素材への適応 服のタグや洗濯表示などを嫌がる 触覚過敏 可能ならタグは切り取る サポート方法

5-c-06 服素材への適応 服のタグや洗濯表示などを嫌がる 触覚過敏 乾布摩擦で体の過敏さの軽減 サポート方法

5-c-06
服素材への適応 服のタグや洗濯表示などを嫌がる 触覚過敏 いろいろ素材を試して慣れやすいも

のを選ぶ
既存 サポート方法

5-c-07
ひも結び 靴のひもを結ぶのが苦手 紐の抵抗の変化分

かりにくい 紐を段階づける（紐の太さを変える） 既存 サポート方法

5-c-07
ひも結び 靴のひもを結ぶのが苦手 結び目を見分けにく

い
ロープ・縄→丸状紐→平状ひもの順
で練習する

既存 サポート方法

5-c-07
ひも結び 靴のひもを結ぶのが苦手 手触りの違う紐２本で結ぶ、紐の素

材を段階付ける
既存 サポート方法

5-c-07
ひも結び 靴のひもを結ぶのが苦手

左右の紐の色を変える サポート方法

5-c-07
ひも結び 靴のひもを結ぶのが苦手 正中線交差が苦手

手先を使う布絵本など 既存 サポート方法

5-c-07
ひも結び 靴のひもを結ぶのが苦手 形の構成が苦手

簡単靴紐止め 既存 サポート方法

5-c-07
ひも結び ひもを結ぶ時どこに紐を通すかわからない。 紐と紐の位置関係

がわからない 左右の紐の色を変える 自作 実証 サポート方法

5-c-07
ひも結び ひも結びの手順がわからない 紐結びの手順をイ

メージしにくい 左右の紐の色を変える 自作 実証 サポート方法

5-c-07
ひも結び エプロンなど背中で紐を結べない 紐結びの手順をイ

メージしにくい
あらかじめ結んでおいてから、か
ぶって着用

サポート方法

5-c-07

ひも結び 頭や背中など見えないところで結べない 見えないとこ
ろで指先の
使い方が難
しい

前で結んで後ろに回す サポート方法

5-c-07

ひも結び ひも結びの手順がわからない 紐結びの手順をイ
メージしにくい

細いものを指
先でつまめな
い heart bridge エプロン 既存 株式会社スタンダード

http://www.dradnats-
store.net/?mode=cate&cbid=175
3917&csid=15

5-c-07

ひも結び エプロンなど背中で紐を結べない 紐結びの手順をイ
メージしにくい

指先の力の
入れ方

heart bridge エプロン 既存 株式会社スタンダード
http://www.dradnats-
store.net/?mode=cate&cbid=175
3917&csid=15

5-c-07

ひも結び エプロンなど背中で紐を結べない 紐結びの手順をイ
メージしにくい

細いものを指
先でつまめな
い heart bridge エプロン 既存 株式会社スタンダード

http://www.dradnats-
store.net/?mode=cate&cbid=175
3917&csid=15

5-c-08

靴履き 靴の左右がわからない 左右の判別が難し
い

部分への視
覚確認

細部への注意

目印のタグや刺繍をつける 既存 サポート方法

入浴・整容 5-d-01
洗顔 洗顔を嫌がる 顔面の触覚

過敏 フェイスタオルをぬらして顔を拭く 既存 サポート方法

5-d-01
洗顔 洗顔を嫌がる 水が怖い、息ができ

ない不安
食器洗い用またはボディ用スポンジ
で洗う

既存 サポート方法

5-d-0１
洗顔 洗顔で水を上手にすくえない すくう両手の

形がつくりに
くい

砂・ビーズ・小豆などのすくいやすい
ものを用いて練習。

サポート方法

5-d-0１

洗顔 洗顔で水を上手にすくえない すくう両手の
形のまま腕を
持ち上げれ
ない

浴槽の中で洗面器にお湯をすくう練
習

サポート方法

http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=0
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=0
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=0
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=0
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=0
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=0
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=0
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=0
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=0
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=15
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=15
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=15
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=15
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=15
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=15
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=15
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=15
http://www.dradnats-store.net/?mode=cate&cbid=1753917&csid=15
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5-d-02

洗体 身体の一部しか洗わない（体の前しか洗わな
い）

手足の先や
背中に手が
届きにくい

シャワーチェアーや腰掛に座って洗
う

既存 パシフィックサプライ株式会社 サポート方法

5-d-02
洗体 身体の一部しか洗わない（体の前しか洗わな

い）
ボディイメージの未
熟さ

見えない部分
への不注意

乾布摩擦など身体への刺激、身体の
使い方を学習させる

サポート方法

5-d-02
洗体 身体の一部しか洗わない（体の前しか洗わな

い）
両手交互運
動が苦手

洗いやすい道具を選ぶ（ループ付き
タオルや洗体ブラシ）

既存 サポート方法

5-d-02

洗体 洗体時の姿勢保持が苦手 両手を動か
すと姿勢保
持が難しい

子供用プラスチック製の背もたれ・
アームレスト付椅子を使う、手すりを
つける

既存 サポート方法

5-d-02
入浴 風呂の温度が適温かどうかわからない 温度感覚が

弱い お風呂用の温度計 サポート方法

5-d-02
入浴 湯船にいつまでも浸かっている 時間の感覚

が弱い
お風呂用の時計
タイマー

サポート方法

5-d-02
入浴 湯船にいつまでも浸かっている 水が好き

水遊びを十分行う サポート方法

5-d-02

入浴 湯船にいつまでも浸かっている 次の活動
の見通しが
つかない

次の活動を明確に提示する サポート方法

5-d-03
洗髪 洗髪を嫌がる 見えない不安があ

る
鏡で見てムースで遊びながら髪に触
れる場面を増やす

既存 サポート方法

5-d-03
洗髪 洗髪を嫌がる 髪や頭皮の

触覚過敏
シャンプーブラシを頭頂部から下方
に一定方向に強めにあてながら洗う

既存 サポート方法

5-d-03
洗髪 顔に水をかかるのを嫌がる 目を長く閉じ

れない ゴーグルを使う 既存 サポート方法

5-d-03
洗髪 顔に水をかかるのを嫌がる 口で息をする

のが苦手 シャンプーハットを使う 既存 サポート方法

5-d-03
洗髪 シャンプー・リンスのボトルを何回も押してしま

う
適切な量の判断が
難しい 押す回数を決める 既存 サポート方法

5-d-03
洗髪 シャンプー・リンスのボトルを何回も押してしま

う
力の入れ方が分か
らない 小さな容器に替える サポート方法

5-d-03
洗髪 シャンプー液が苦手 感覚過敏

泡で出てくるシャンプー・ボトル使う
（鏡を見ながらできる,液だれしない）

既存 サポート方法

5-d-03
洗髪 頭からシャワーをかけられることを嫌がる 顔面触覚過

敏
フェイスタオルを顔に当てて、うつむ
いて洗う練習

サポート方法

5-d-03
洗髪 頭からシャワーをかけられることを嫌がる 見えないのが不安 目を閉じにく

い ゴーグルを使う 既存 サポート方法

5-d-03
洗髪 頭からシャワーをかけられることを嫌がる 口で息ができ

にくい シャンプーハットを使う 既存 サポート方法

5-d-04
拭き取り 入浴後、体をしっかり拭かない ボディイメージの未

熟さ 吸水性の良いタオルの使用 既存 サポート方法

5-d-04

拭き取り 入浴後、体をしっかり拭かない つま先から頭
までの両手
動作と立位
バランスが苦
手

体を拭く手順を決める サポート方法

5-d-05
歯磨き 歯磨きを嫌がる 口腔、歯茎の

触覚過敏
スポンジ歯ブラシや電動ハブラシか
ら段階づけ

既存 サポート方法

5-d-05
歯磨き 歯磨きを嫌がる 口腔、歯茎の

触覚過敏 口の中のマッサージで慣れていく 既存 サポート方法

5-d-05

歯磨き 歯磨きが雑になる 歯列の表裏、上下、
左右のイメージがわ
かりにくい

歯ブラシを持
ち、手首を返
す動きが難し
い

歯の模型で磨き方の練習をする 既存 サポート方法

5-d-05

歯磨き 歯磨きが雑になる 手の中でハ
ブラシの向き
を替えるのが
難しい

順番・回数・やり方を説明し練習する サポート方法

5-d-05

歯磨き 歯磨きが雑になる 見えないと運
動コントロー
ルが分かり
にくい

鏡を見て確認する サポート方法

5-d-05
歯磨き 歯ブラシを細かく動かすことが苦手 歯ブラシの握

りに力が入り
すぎる

電動歯ブラシを使う 既存 サポート方法

5-d-06

爪切り 爪先周囲の皮膚をむく 指先の感触
に過敏、また
は強い感覚
を好む

ネイルケアクリームを塗る 既存 サポート方法

5-d-06

爪切り 爪や服を口に入れて噛む 強い固有感
覚刺激を求
める、イライ
ラを落ち着か
す手段

プニュプニュグリップやイガイガボー
ルなどをクリップでズボンに付け代償
する

既存 サポート方法

5-d-06

爪切り 爪切りを自分ですると深爪になる 指先の力加
減の調節が
難しい

電動爪やすり 既存 サポート方法

5-d-06
爪切り 爪切りを自分ですると深爪になる 指先の感覚

がわかりにく
い

指先の固定
が弱い 電動爪やすり 既存 サポート方法

5-d-06
爪切り つめきり・耳かきを嫌がる 触覚過敏 バイブレーターなどの振動刺激で触

覚過敏の軽減を図る
既存 サポート方法

5-d-06
爪切り つめきり・耳かきを嫌がる 触覚過敏 圧迫刺激を加えながら、手や顔を

しっかり触る
サポート方法

5-d-06
爪切り つめきり・耳かきを嫌がる 触覚過敏

電動爪やすりで磨く 既存 サポート方法

5-d-06
爪切り つめきり・耳かきを嫌がる 触覚過敏

粘着タイプの耳かきを使う 既存 サポート方法

片付け 5-d-07

片付け 部屋が散らかっていて、整理整頓ができない 空間認知・視覚認
知が悪い

不器用 全般的集中 ワーキングメ
モリー

視覚支援

すっきりお部屋きれいゲーム 既存 ダスキン ダスキンキッズタウン
http://www.duskin.co.jp/kids/my
town/kataduke/index.html インターネット すっきりお部屋きれいゲーム

遊び 5-e-01

全般 大きな物を持つことが苦手 左右の力の
調節

左右両側の
同時運動

チョー便利だい！ 自作

・柄のテープ（布ガムテープ）はＤ
ＩＹ店にて購入

・中身は、漫画の月刊誌や週刊
誌で同じ大きさのものを使用（サ

イズはA４くらい）

実証 サポート方法

5-e-02
ことばの習得 ことばが少ない 言語理解 記憶 語彙

望遠鏡でみてみよう 自作
厚紙、写真は雑誌や広告の切り

抜きを使う
実証 判明せず

5-e-03

手遊び コマなどが回せない ・手首の回旋
の困難
・手先の不器
用

牛乳パックでコマまわし 自作
牛乳パック（１リットルのものよ

り、３５０ミリリットルなどの小さい
パックの方が扱いやすい）

実証 サポート方法

5-e-03
手遊び 手先が不器用 手先の器用さ 目と手の協

応 リリアン編み（矢印付き） 既存 ひかりのくに 実証 入手先不明

http://www.duskin.co.jp/kids/mytown/kataduke/index.html
http://www.duskin.co.jp/kids/mytown/kataduke/index.html


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

5-e-03
手遊び 作業にすぐに飽きてしまう。 手の巧緻性

が弱い
単純な作業の
集中困難 リリアン編み（矢印付き） 既存 ひかりのくに 実証 入手先不明

5-e-04
運動遊び 自分のからだの大きさがわかりにくい ボディイメー

ジ
粗大運動 全般的集中

ホースフープ 自作
ホース、ビニールテープはＤＩＹ店

にて購入
実証 サポート方法

5-e-04
運動遊び 肩を回す動きが難しい 皮膚・筋肉・

間接の感覚
が弱い

全身をうまく
動かせない ホースフープ 自作

ホース、ビニールテープはＤＩＹ店
にて購入

実証 サポート方法

6.行動 不注意 6-a-01
選択的注意：注意を払う 連絡帳を見せるなど、普段の行動を先生や親

に言われないとできない
全般的集中 短期記憶 わたしの日課、マイ時間割表（学校と

勉強がたのしくなる本）
既存 大月書店 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=14

学校と勉強がたのしくなる本

6-a-01
選択的注意：注意を払う 学校から持ち帰るべきものを持ち帰らない 全般的集中 フィニッシュBOX（教室でできる特別

支援教育のアイデア１７２）
既存 図書文化社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/教室で
できる特別支援教育のアイデア
172-小学校編-シリーズ教室で

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２

6-a-01
選択的注意：注意を払う 物の位置が覚えられない 視覚記憶 メモリーゲーム

ME TWO MEMORY GAME
ボーネルンド 判明せず

6-a-01
選択的注意：注意を払う 約束を覚えていない 聴覚認知　　　　視

覚認知
全般的集中 長期記憶

スケジュール帳、チェックリスト サポート方法

6-a-01

選択的注意：注意を払う 机の上のものをよく落とす 不注意 机上の整
理ができな
い

机の横に整理箱を置く サポート方法

6-a-01
選択的注意：注意を払う 机の上のものをよく落とす 注意散漫

机の周囲にふちをつける サポート方法

6-a-01
選択的注意：注意を払う 机の上のものをよく落とす 空間認知が悪い

置く場所を決めておく サポート方法

6-a-02
注意の持続：集中し続ける 自分の持ち物を把握していない 視覚認知 全般的集中 長期記憶 所有意識

持ち物シール、目印 サポート方法

6-a-02

注意の持続：集中し続ける 聞き漏らしが多い 聴覚認知 聴覚的集中 ワーキングメ
モリー チェックリスト、整頓ガイド（子どもと

家族を支える特別支援教育へのナビ
ゲーション）

既存 明治図書 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=24

子どもと家族を支える特別支
援教育へのナビゲーション

6-a-02
注意の持続：集中し続ける カッターや彫刻刀の使用時に、怪我をしやす

い
視覚認知 不器用 全般的集中

1枚きりカッター 既存 （株）ミドリ Amazon
http://www.amazon.co.jp/デザイ
ンフィル-49338006-ミドリ-一枚
切りカッターII-黒

一枚切りカッターII

6-a-02
注意の持続：集中し続ける 授業中、周囲をキョロキョロ見回す 全般的集中

折りたたみシールド 既存 ウィング教育センター 学習教材専門店のウィング
http://www.wingsr.com/wing210.
html

判明せず

6-a-02
注意の持続：集中し続ける 聞き逃し。聞き違え、見落とし、見間違えが多

い、
視覚的集中・聴
覚的集中

1分間集中トレーニング　教室ででき
る特別支援教育のアイディア172

市販 学陽書房 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室

実証
教室でできる特別支援教育

のアイディア172

6-a-02
注意の持続・集中し続ける 色など簡単なことの記憶が困難 視覚的記憶力 視覚的集中 視覚的短期

記憶 ウッドゲーム　　　いちごケーキ 既存 平和工業（株） Amazon
http://www.amazon.co.jp/平和
工業-ウッドゲーム-いちごケー
キ-W-230/dp/B000JWBYUY

ウッドゲーム　　　いちごケー
キ

6-a-03

外部刺激への反応の抑制 外からの刺激によって容易に注意をそらされ
る

視覚認知 全般的集中

どこでも遮蔽版 新規
箕面市障害福祉課「えいど工房」、
箕面市自助具製作ボランンティアグ

ループ　「さぽーと」
実証 判明せず

6-a-04
プランニング・実行機能等 やる予定のことは決まっているのに、なかな

か行動に移さない
時間的見通し 全般的集中 ワーキングメ

モリー
学校と勉強がたのしくなる本（やるこ
とリスト）

既存 大月書店 Amazon
http://www.amazon.co.jp/学校と
勉強がたのしくなる本―LDの子
のためのガイドブック-ローダ-カ

学校と勉強がたのしくなる本

6-a-04
プランニング・実行機能等 予想したり、見通し立てたりが苦手 時間的見通し 学校と勉強がたのしくなる本（宿題

ノート）
既存 大月書店 Amazon

http://www.amazon.co.jp/学校と
勉強がたのしくなる本―LDの子
のためのガイドブック-ローダ-カ

学校と勉強がたのしくなる本

6-a-04
プランニング・実行機能等 学習課題や活動を順序立てて行うことが難し

い
時間的見通し 全般的集中 ワーキングメ

モリー プランニング教材 自作 入手先不明

6-a-04
プランニング・実行機能等 学習課題や活動を順序立てて行うことが難し

い
時間的見通し 全般的集中 ワーキングメ

モリー
学校と勉強がたのしくなる本（わたし
の日課）

既存 大月書店 Amazon
http://www.amazon.co.jp/学校と
勉強がたのしくなる本―LDの子
のためのガイドブック-ローダ-カ

学校と勉強がたのしくなる本

6-a-04
プランニング・実行機能等 学習課題や活動を順序立てて行うことが難し

い
時間的見通し 全般的集中 ワーキングメ

モリー トランプ 既存 一般店舗
７ならべ、大富豪な

ど

6-a-04
プランニング・実行機能等 学習課題や活動を順序立てて行うことが難し

い
時間的見通し 全般的集中 ワーキングメ

モリー ハノイの塔 既存 一般店舗

6-a-04
プランニング・実行機能等 学習課題や活動を順序立てて行うことが難し

い
時間的見通し 全般的集中 ワーキングメ

モリー
ボードゲーム（カルタヘナ、ダイヤモ
ンドゲームなど）

既存 一般店舗

6-a-04
プランニング・実行機能等 学習課題や活動などの予定がなかなか行動

に移せない
時間的見通し 全般的集中 ワーキングメ

モリー 発達障害児支援ツール　RAINMAN3 既存 みんなのＩＣＴ http://www.ict4everyone.jp/ 実証
発達障害児支援ツール

RAINMAN3

多動

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

座っていても手足のどこかが動いている 手足の固有
感覚情報が
上手く入力さ
れていない

姿勢保持

手足の固有感覚情報に気づきやすく
なるようリストバンドなどの重しをつ
ける

サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

座っていても手足のどこかが動いている 手足の触感
覚が不足して
いる

お子さんの欲しがる触覚刺激が入力
できるものを椅子や机に貼り付ける

サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

授業中、椅子を前後や左右にガタガタゆら
す、じっとしていない

前庭感覚が
不足している

ムービングクッション（座布団）を利用
して着席姿勢で前庭入力を行えるよ
うにする

サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

授業中、椅子を前後や左右にガタガタゆら
す、じっとしていない

姿勢調整能
力が低い ハートリーフクッションを利用し姿勢

調整をサポートする
サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

授業中、椅子を前後や左右にガタガタゆら
す、じっとしていない

視覚調整能
力が低い

集中しやすい場所に席を変更する。
教室内の掲示物を少なくし、注目し
やすいようにする

サポート方法

6-b-01
身体の一部をしばしば動か
している

授業中、椅子を前後や左右にガタガタゆら
す、じっとしていない

状況理解が乏しい
状況絵などを用いてルールについて
確認・約束する。

サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

不必要に、ボールペンやシャープペンをカチ
カチならす

固有感覚の
不足 周囲に迷惑にならない物（音のでな

い物）に変更する
サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

不必要に、ボールペンやシャープペンをカチ
カチならす

覚醒レベル
が低下して
いる

役割を与える等して、動ける場面を
つくる

サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

１つの姿勢を保てない 低緊張によ
る姿勢保持
困難

座位であれば、背もたれ、サイドガー
ドなど支持点を増やした椅子にする

サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

待ち時間にじっと待つことが苦手で、何かして
いないと気がすまない

どの位待てば良い
のか時間の概念が
理解できていない キッチンタイマー・砂時計・タイムタイ

マー各種など時間を表す道具を活用
する

サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

待ち時間にじっと待つことが苦手で、何かして
いないと気がすまない

待ち時間の見通し
が持てない 写真・文字でのスケジュールを提示

し待ち時間にする事を明確にする。
サポート方法

6-b-01
身体の一部をしばしば動か
している

待ち時間にじっと待つことが苦手で、何かして
いないと気がすまない

視覚調整能
力が低い 視覚的に気が散るものが少ない場

所を選ぶ。
サポート方法

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

待ち時間にじっと待つことが苦手で、何かして
いないと気がすまない

固有感覚の
不足 その場で固有感覚が入る物（ビニー

ルボールを握る・無限プチプチなど）
を活用する

サポート方法

http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=14
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=14
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=14
http://www.amazon.co.jp/%25E6%2595%2599%25E5%25AE%25A4%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25A7%25E3%2581%258D%25E3%2582%258B%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E6%2595%2599%25E8%2582%25B2%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A2172-%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E7%25B7%25A8-%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25
http://www.amazon.co.jp/%25E6%2595%2599%25E5%25AE%25A4%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25A7%25E3%2581%258D%25E3%2582%258B%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E6%2595%2599%25E8%2582%25B2%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A2172-%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E7%25B7%25A8-%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25
http://www.amazon.co.jp/%25E6%2595%2599%25E5%25AE%25A4%25E3%2581%25A7%25E3%2581%25A7%25E3%2581%258D%25E3%2582%258B%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E6%2594%25AF%25E6%258F%25B4%25E6%2595%2599%25E8%2582%25B2%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25A2%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2587%25E3%2582%25A2172-%25E5%25B0%258F%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E7%25B7%25A8-%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BA%25
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB-49338006-%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA-%E4%B8%80%E6%9E%9A%E5%88%87%E3%82%8A%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCII-%E9%BB%92/dp/B00313JCPM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=13559233
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB-49338006-%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA-%E4%B8%80%E6%9E%9A%E5%88%87%E3%82%8A%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCII-%E9%BB%92/dp/B00313JCPM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=13559233
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB-49338006-%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AA-%E4%B8%80%E6%9E%9A%E5%88%87%E3%82%8A%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCII-%E9%BB%92/dp/B00313JCPM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=13559233
http://www.wingsr.com/wing210.html
http://www.wingsr.com/wing210.html
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2&search.x=0&search.y=0
http://www.amazon.co.jp/%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%B7%A5%E6%A5%AD-%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD-W-230/dp/B000JWBYUY
http://www.amazon.co.jp/%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%B7%A5%E6%A5%AD-%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD-W-230/dp/B000JWBYUY
http://www.amazon.co.jp/%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%B7%A5%E6%A5%AD-%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD-W-230/dp/B000JWBYUY
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E3%2581%25A8%25E5%258B%2589%25E5%25BC%25B7%25E3%2581%258C%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%2597%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258B%25E6%259C%25AC%25E2%2580%2595LD%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%25E3%2583%2596%25E3%2583%2583%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E3%2581%25A8%25E5%258B%2589%25E5%25BC%25B7%25E3%2581%258C%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%2597%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258B%25E6%259C%25AC%25E2%2580%2595LD%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%25E3%2583%2596%25E3%2583%2583%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E3%2581%25A8%25E5%258B%2589%25E5%25BC%25B7%25E3%2581%258C%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%2597%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258B%25E6%259C%25AC%25E2%2580%2595LD%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%25E3%2583%2596%25E3%2583%2583%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E3%2581%25A8%25E5%258B%2589%25E5%25BC%25B7%25E3%2581%258C%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%2597%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258B%25E6%259C%25AC%25E2%2580%2595LD%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%25E3%2583%2596%25E3%2583%2583%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E3%2581%25A8%25E5%258B%2589%25E5%25BC%25B7%25E3%2581%258C%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%2597%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258B%25E6%259C%25AC%25E2%2580%2595LD%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%25E3%2583%2596%25E3%2583%2583%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E3%2581%25A8%25E5%258B%2589%25E5%25BC%25B7%25E3%2581%258C%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%2597%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258B%25E6%259C%25AC%25E2%2580%2595LD%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%25E3%2583%2596%25E3%2583%2583%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E3%2581%25A8%25E5%258B%2589%25E5%25BC%25B7%25E3%2581%258C%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%2597%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258B%25E6%259C%25AC%25E2%2580%2595LD%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%25E3%2583%2596%25E3%2583%2583%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E3%2581%25A8%25E5%258B%2589%25E5%25BC%25B7%25E3%2581%258C%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%2597%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258B%25E6%259C%25AC%25E2%2580%2595LD%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%25E3%2583%2596%25E3%2583%2583%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/%25E5%25AD%25A6%25E6%25A0%25A1%25E3%2581%25A8%25E5%258B%2589%25E5%25BC%25B7%25E3%2581%258C%25E3%2581%259F%25E3%2581%25AE%25E3%2581%2597%25E3%2581%258F%25E3%2581%25AA%25E3%2582%258B%25E6%259C%25AC%25E2%2580%2595LD%25E3%2581%25AE%25E5%25AD%2590%25E3%2581%25AE%25E3%2581%259F%25E3%2582%2581%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AC%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2589%25E3%2583%2596%25E3%2583%2583%25E3%25
http://kids.gakken.co.jp/campus/jiritu/pickup/backnumber/05_1201/top.html
http://kids.gakken.co.jp/campus/jiritu/pickup/backnumber/05_1201/top.html
http://www.ict4everyone.jp/


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

6-b-01

身体の一部をしばしば動か
している

待ち時間にじっと待つことが苦手で、何かして
いないと気がすまない

短期記憶力
が乏しい 写真・文字でのスケジュールを提示

し、復唱・確認をする
サポート方法

6-b-02
多動 じっと座っていられない 感覚欲求

シートマッサージャー 既存 ツインバード Amazon
http://www.amazon.co.jp/ツイン
バード-EM-2535BL-シートマッ
サージャーS-ブルー

シートマッサージャー

6-b-02

多動 高いところにすぐ登ってしまう 前庭感覚が
不足している 普段の生活の中に安全に前庭感覚

が入力される遊び（ブランコ・バラン
スボード・セラピーボールなど）を提
供する

サポート方法

6-b-02

多動 高いところにすぐ登ってしまう 固有感覚の
不足 普段の生活の中に安全に固有覚が

入力される遊び（ロッククライミング・
鉄棒など）を提供する

サポート方法

6-b-02
多動 人混みの中ですぐにいなくなる 視覚情報・に

反応しやすい
サングラスの使用。手をつないでお
く。GPS機能がついた携帯の活用 サポート方法

6-b-02

多動 人混みの中ですぐにいなくなる 聴覚情報に
反応しやすい 周りの聴覚刺激のコントロールヘッド

ホンで好きな音楽を聴く、イアーマフ
など

サポート方法

6-b-02

多動 広い場所を走りまわる 動きたい（前
庭系・固有
系）の感覚
ニーズがある

動いてよい範囲を約束する。
サポート方法

6-b-02

多動 広い場所を走りまわる 動きたい（前
庭系・固有
系）の感覚
ニーズがある

自転車にのる、ブランコに乗る、散歩
など日常に感覚ニーズを満たす活動
を取り入れる。固有系はロッククライ
ミングなど

サポート方法

6-b-02

多動 迷子になりやすい 空間認知
鞄のなかなどに連絡先がわかるカー
ドをもたせる。GPS機能がついた携
帯の活用

サポート方法

6-b-02

多動 興味のあるものにつられて動く 視覚情報・に
反応しやすい

サングラスの使用。手をつないでお
く。GPS機能がついた携帯の活用 サポート方法

6-b-02

多動 興味のあるものにつられて動く 聴覚情報に
反応しやすい 周りの聴覚刺激のコントロールヘッド

ホンで好きな音楽を聴く、イアーマフ
など

サポート方法

6-b-02

多動 長時間の着席が苦痛 姿勢保持
子どもが姿勢保持しやすい椅子、
クッションの活用、もたれておける
テーブル

パシフィック・サプライ 一般店舗

6-b-02
多動 冠婚葬祭や式典などおとなしくすべき時騒い

でしまう。
状況認知

席の配慮（騒いだ時に席をはずしや
すい場所）

サポート方法

6-b-02

多動 冠婚葬祭や式典などおとなしくすべき時騒い
でしまう。

状況認知
スケジュールを示すなど見通しをもた
せ、黙っておく約束

サポート方法

6-b-02
多動 冠婚葬祭や式典などおとなしくすべき時騒い

でしまう。
状況認知

おとなしく遊んでおけるものを持参 サポート方法

6-b-02

多動 何かに駆り立てられるように行動する

行動と行動の間に小休止をいれる。 サポート方法

6-b-02
多動 じっとしていることが苦手 空間認知 感覚欲求 巧緻運動

ふれあい囲碁7 自作 ＮＰＯ法人えじそんくらぶ えじそんくらぶHP
http://www.e-
club.jp/adhd/goods/3478.html

実証 ふれあい囲碁7

6-b-02
多動 じっとしていることが苦手でいらいらしやすい 空間認知 感覚欲求 実行機能・対人関係

ふれあい囲碁7 既存 ＮＰＯ法人えじそんくらぶ えじそんくらぶHP http://www.e-club.jp/ 実証
行動 多動 多動 ジットシテイ
ルコトガ苦手デイライラシヤ

スイ フレアイ囲碁７

6-b-03
多弁 おしゃべり、しゃべりだしたらとまらない 感覚欲求

「しーっ」カード 自作 西埼玉ＬＤ研究会 入手先不明

衝動性　 6-c-01
欲求･行動の統制 指名されていないのに、勝手に答える 意味理解、場の理

解
ハンドサイン（教室でできる特別支援
教育のアイデア１７２）

既存 図書文化社 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７2

6-c-01
欲求･行動の統制 他人の話に割り込んでくる 場の理解 話し手カード（教室でできる特別支援

教育のアイデア１７２）
既存 図書文化社 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７2

情緒 6-c-02
感情の統制 感情のコントロールをしにくい 状況認知 振り返りカード（教室でできる特別支

援教育のアイデア１７２）
既存 図書文化社 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７2

6-c-02
感情の統制 たくさんの人の中では、落ち着かない。 状況認知

私の部屋 既存 矢野紙器（株） 実証 判明せず

6-d-03
自尊感情など 自尊心が低い ちょっと待ったカード（子どもと家族を

支える特別支援教育へのナビゲー
ション）

既存 明治図書 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=24

子どもと家族を支える特別支
援教育へのナビゲーション

7．対人関係・社
会性

社会性 6-e-01
自意識 周囲からどうみられているかわかりにくい 場の理解 こだわり

きこえとことばの教材集(ＣＤ) 自作 代表者 齊藤代一 判明せず

6-e-02
知識・感性 場の空気が読めない 場の理解 コミュニケーション指導プログラム

カード
既存 学研

日常生活のやりと
り

判明せず

6-e-02
知識・感性 場の空気が読めない 知識・感性 場の空気が

読めない
場の理解 コミュニケーション指導プログラム

カード
既存 学研

日常生活のやりと
り

判明せず

6-e-03

スキル 1日の生活の流れが理解しにくい 場の理解
ソーシャルスキルトレーニング一
日の生活絵カード等

既存 （株）エスコアール 実証 判明せず

6-e-03
スキル 係り・当番の意味や仕事が理解できない 意味理解 全般的集中 記憶 係りカード・絵カード（教室でできる特

別支援教育のアイデア１７２）
既存 図書文化社 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７2

6-e-03
スキル 当番の仕事を面倒くさがる 意味理解 全般的集中 ストレス耐

性
分担表（教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２）

既存 図書文化社 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７2

6-e-03
スキル 当番の仕事をやりはじめるのだが、他のこと

に気を取られ、途中で投げ出してしまう
注意散漫 記憶 ストレス耐

性
手順表（教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２）

既存 図書文化社 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７2

6-e-03
スキル 具体的で実感できる目標や目的がないと活

動できない
注意散漫 ストレス耐

性

仕事完成カード（子どもと家族を支え
る特別支援教育へのナビゲーショ
ン）

明治図書 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=24

子どもと家族を支える特別支
援教育へのナビゲーション

6-e-03
スキル 頭で分かっているルールでも、実際の場面で

適用できない
空間認知、場の理
解

衝動性
果樹園ゲーム 既存 ハバ社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/Haba-ハ
バ社-4170-果樹園ゲーム
/dp/B0002HYHBE/ref=sr_1_1?ie=U

みんなで協力して
カラスと競争します

果樹園ゲーム

6-e-03

スキル 日常生活でつまずく 意味理解・場の空
気が読めない

集中コントロー
ル

視覚支援
長所活用型指導で子どもが変る
part2

長所活用型指導で子ど
もが変るpart2

既存 図書文化 Amazon
http://www.amazon.co.jp/
gp/product/4810003256

長所活用型指導で子どもが
変るpart2

6-e-03

スキル クラス等の集団で上手くできない 意味理解・場の空
気が読めない

集中コントロー
ル

視覚支援
長所活用型指導で子どもが変る
part3

長所活用型指導で子ど
もが変るpart3

既存 図書文化 Amazon
http://www.amazon.co.jp/
gp/product/4810085201

長所活用型指導で子どもが
変るpart3

6-e-03

スキル まわりの様子を見ず自分中心で行動する 意味理解・場の空
気が読めない

集中コントロー
ル

視覚支援
ソーシャルスキルトレーニング絵カー
ド（状況認知絵カード　１，２，３，４、）

既存 エスこアール Amazon

http://www.amazon.co.jp/状況
の認知絵カード-ソーシャルスキ
ルトレーニング絵カード-ことばと
発達の学習室-

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89-EM-2535BL-%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BCS-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC/dp/B0002QYQW0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=129048150
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89-EM-2535BL-%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BCS-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC/dp/B0002QYQW0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=129048150
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%89-EM-2535BL-%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BCS-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC/dp/B0002QYQW0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=129048150
http://www.e-club.jp/adhd/goods/3478.html
http://www.e-club.jp/adhd/goods/3478.html
http://www.e-club.jp/
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=24
http://www.amazon.co.jp/Haba-%E3%83%8F%E3%83%90%E7%A4%BE-4170-%E6%9E%9C%E6%A8%B9%E5%9C%92%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/dp/B0002HYHBE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290482386&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/Haba-%E3%83%8F%E3%83%90%E7%A4%BE-4170-%E6%9E%9C%E6%A8%B9%E5%9C%92%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/dp/B0002HYHBE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290482386&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/Haba-%E3%83%8F%E3%83%90%E7%A4%BE-4170-%E6%9E%9C%E6%A8%B9%E5%9C%92%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/dp/B0002HYHBE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290482386&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4810003256
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4810003256
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4810085201
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4810085201
http://www.amazon.co.jp/%25E7%258A%25B6%25E6%25B3%2581%25E3%2581%25AE%25E8%25AA%258D%25E7%259F%25A5%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589-%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258B%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%258
http://www.amazon.co.jp/%25E7%258A%25B6%25E6%25B3%2581%25E3%2581%25AE%25E8%25AA%258D%25E7%259F%25A5%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589-%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258B%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%258
http://www.amazon.co.jp/%25E7%258A%25B6%25E6%25B3%2581%25E3%2581%25AE%25E8%25AA%258D%25E7%259F%25A5%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589-%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258B%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%258
http://www.amazon.co.jp/%25E7%258A%25B6%25E6%25B3%2581%25E3%2581%25AE%25E8%25AA%258D%25E7%259F%25A5%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589-%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258B%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%258


認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

6-e-03

スキル 一日の流れに関係なく自分中心で行動する 意味理解・場の空
気が読めない

集中コントロー
ル

視覚支援
ソーシャルスキルトレーニング絵カー
ド　（1日の生活絵カード）

既存 エスこアール Amazon

http://www.amazon.co.jp/1日の
生活の絵カード-ソーシャルスキ
ルトレーニング絵カード-ことばと
発達の学習室-

6-e-03

スキル まわりの様子を見ず自分中心で行動する 意味理解・場の空
気が読めない

集中コントロー
ル

視覚支援
ソーシャルスキルトレーニング絵カー
ド連続カードＡ　場面の認知と予測と
対処

既存 エスこアール 入手先不明

6-e-03

スキル まわりの様子や相手の気持ちがわからず、自
分中心で行動する

意味理解・場の空
気が読めない

集中コントロー
ル

視覚支援 ソーシャルスキルトレーニング絵カー
ド連続カードＢ　時間的、空間的な文
脈の中での場面や相手の気持ちの
認知

既存 エスこアール Amazon

http://www.amazon.co.jp/連続
絵カード-B-時間的、空間的な文
脈の中での場面や相手の気持ち
の認知-ソ－シャルスキルトレ－
ニング絵カ－ド-ことばと発達の

6-e-03

スキル 社会的に不適切な行動をする 意味理解・場の空
気が読めない

集中コントロー
ル

視覚支援 ソーシャルスキルトレーニング絵カー
ド連続カードＣ　社会的な常識と許さ
れる範囲の行動の認知 既存 エスこアール Amazon

http://www.amazon.co.jp/連続
絵カードC-社会的な常識と許さ
れる範囲の行動の認知-ソー
シャルスキルトレーニング絵カー
ド-ことばと発達の学習室

6-e-03

スキル まわりの行動や様子が理解出来ないために
適切な行動が取れない

意味理解・場の空
気が読めない

集中コントロー
ル

視覚支援
幼年版　連続絵カード　場面の認知
（危機回避と約束事）

既存 エスこアール 入手先不明

6-e-03

スキル 状況を理解し適切な行動が取れない 意味理解・場の空
気が読めない

集中コントロー
ル

視覚支援・
具体的支
援

ソーシャルストーリーブック 既存 クリエイツかもがわ クリエイツかもがわホームページ http://www.creates-k.co.jp/ ソーシャルストーリーブック

6-e-03

スキル 友達とのやりとりより自分のしたいことを一人
ですることが多い。

意味理解、言語表
現 私の部屋 既存 矢野紙器（株） 実証 判明せず

6-e-03

スキル ゲームのルールが理解しにくい 意味理解 全般的集中 記憶

玉入れゲーム 自作 実証 サポート方法

6-e-03
スキル 買い物が苦手 言語理解

お買いもの 自作 サポート方法

6-e-03
スキル 予想して動くことが難しい 視覚的記憶力 視覚的集中 視覚的短期

記憶 Lingo 既存 unicef 判明せず

6-e-03
スキル 保育所で場面の切替えや予定の変更が苦手 意味理解 全般的集中 記憶 保育所や幼稚園でそのまま使える

「クラス」の予定表用　絵カード
自作 実証

対人関係・社会性 社会性 ス
キル 保育所デ場面ノ切替エ
ヤ予定ノ変更ガ苦手 保育所

情緒 6-e-04

感情の統制 授業中、精神的な緊張や不安が高く、落ち着
かない。疲れる。

触覚・嗅覚の
欲求が高い

精神的な緊
張や不安
が高い

プニュグリップ（かおりつき） 既存 クツワ Amazon

http://www.amazon.co.jp/s/ref=
nb_sb_noss?__mk_ja_JP=カタカナ
&url=search-alias=aps&field-
keywords=プニュグリップ

プニュグリップ

対人関係 6-ｆ-01
興味関心 仲の良い友人がいない こだわり コミュニケーション指導プログラム

カード
既存 学研 対人関係を育成 判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 気配りが苦手 場の理解

ＳＳＴカード 既存 （株）エスコアール 判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手の表情から、感情を読み取るのが苦手 相貌認知、場の理

解
LD・ADHDへのソーシャルスキルトレー
ニング（顔と気持ちのマッチング）

既存 日本文化科学社 Amazon
http://www.amazon.co.jp/LD・
ADHDへのソーシャルスキルト
レーニング-小貫-悟

表情と感情の関係
LD・ADHDへのソーシャルス

キルトレーニング

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手の表情から、感情を読み取るのが苦手 相貌認知、場の理

解 表情カード 自作 西埼玉LD研究会 実証 入手先不明

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手を喜ばせるような会話術、対応術がない 言語表現、場の理

解 ソーシャルスキルゲーム 楽しく体験！ソーシャルスキル
http://www.e-
kokoro.ne.jp/ss/index.html

インターネット ソーシャルスキルゲーム

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手を喜ばせるような会話術、対応術がない 言語表現、場の理

解 常識カード 自作 麦・西埼玉LD研究会
日常生活のやりと

り
入手先不明

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手を喜ばせるような会話術、対応術がない 言語表現、場の理

解 あなたならどうする 既存 学研
日常生活のやりと

り
判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 会話の内容が、突然変わる 場の理解 全般的集中

「突然ですが」カード 自作 西埼玉LD研究会 判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手の立場でものを見ることが出来ない 場の理解

アニメーション版・心の理論課題 既存
心の理論課題CD-ROM／特別
支援教育・早期発見／パソコン

教育ソフト

http://www.dik.co.jp/publish/ind
ex.html

相手の立場を理解
（インターネット）

心の理論課題

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 自分の気持ちをストレートに表現するので、相

手に不快な思いをさせる
意味理解、言語表
現 ソーシャルスキルゲーム 楽しく体験！ソーシャルスキル

http://www.e-
kokoro.ne.jp/ss/index.html

インターネット ソーシャルスキルゲーム

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 自分の気持ちをストレートに表現するので、相

手に不快な思いをさせる
意味理解、言語表
現

発達障害を持つ子の「いいところ」応
援計画（フワフワ言葉）

既存 ぶどう社 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/detail.php?prod
uct_id=11

攻撃言葉の軽減
発達障害を持つ子の「いいと

ころ」応援計画

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 班やグループで、相談しながら活動するのが

苦手（相手の気持ちが汲み取れない）
意味理解、推測

ソーシャルスキルゲーム 楽しく体験！ソーシャルスキル
http://www.e-
kokoro.ne.jp/ss/index.html

インターネット ソーシャルスキルゲーム

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 班やグループで、相談しながら活動するのが

苦手（相手の気持ちが汲み取れない）
意味理解、推測

LD・ADHDへのソーシャルスキルト
レーニング（くっつき虫）

既存 日本文化科学社 Amazon
http://www.amazon.co.jp/LD・
ADHDへのソーシャルスキルト
レーニング-小貫-悟

チーム協力、自他
の身体意識を高め

る

LD・ADHDへのソーシャルス
キルトレーニング

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手の気持ちや意図が分からない 意味理解、推測

ＳＳＴカード 既存 （株）エスコアール 実証 入手先不明

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 他人に合わせることができない 場の理解 衝動性 こだわり LD・ADHDへのソーシャルスキルト

レーニング（自分のランキング）
既存 日本文化科学社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/LD・
ADHDへのソーシャルスキルト
レーニング-小貫-悟

自己、他者認知理
解

LD・ADHDへのソーシャルス
キルトレーニング

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 他人に合わせることができない 場の理解

ＳＳＴカード 既存 （株）エスコアール 入手先不明

6-ｆ-02

コミュニケーションスキル 言葉やジェスチャーなどの方法を使って、自
分の言いたいことを表現するのが苦手。

言語表現、言語以
外での表現

Ｎikitn Material 既存 Creativo 判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手の気持ちに気づかず、場に合わない言

動をしてしまう。
場の理解 こだわり 感情表現ビンゴ・コミュニケーション

ビンゴ(BASIC)
既存 ライフデザイン株式会社 実証 判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 自分の気持ちをうまく伝えられない。 場の理解 こだわり

感情表現ビンゴ・コミュニケーション
ビンゴ(BASIC)

既存 ライフデザイン株式会社 実証 判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 友達が作れない。 場の理解 衝動性 こだわり 感情表現ビンゴ・コミュニケーション

ビンゴ(BASIC)
既存 ライフデザイン株式会社 実証 判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手の反応に関係なく、自分の好きなことを

話して、会話にならない
場の理解

きこえとことばの教材集(ＣＤ) 自作 代表者 齊藤代一 判明せず

6-ｆ-02

コミュニケーションスキル 状況に合わせた行動が苦手 場の理解、知識、他
者の視点、多様な
選択肢

こだわり

ソーシャルスキル課題集（１）こんな
時どうする？

既存 神戸YMCAサポートプログラム 実証 判明せず

6-ｆ-02

コミュニケーションスキル 相手の気持ちを考えて、よりよい行動を取る
ことが苦手

知識 こだわり、
葛藤の処
理

ソーシャルスキル課題集（２）こんな
時どんな気持ち？

既存 神戸YMCAサポートプログラム 実証 判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 相手の表情を見るのが苦手 知識・相貌認知、場

の理解 ソーシャルスキル課題集（３） 既存 神戸YMCAサポートプログラム 実証 判明せず

6-ｆ-02

コミュニケーションスキル 友達作りがうまくいかない 知識・場の理解 衝動性 こだわり、
葛藤の処
理

ソーシャルスキル課題集（３） 既存 神戸YMCAサポートプログラム 実証 判明せず

6-ｆ-02

コミュニケーションスキル ルールが守れない 知識・場の理解 衝動性 こだわり、
葛藤の処
理

ソーシャルスキル課題集（３） 既存 神戸YMCAサポートプログラム 実証 判明せず

6-ｆ-02
コミュニケーションスキル 話すのが苦手 言語表現、意味理

解、場の理解
ソーシャルスキル課題集（４）お悩み
相談室

既存 神戸YMCAサポートプログラム 実証 判明せず

6-f-02
コミュニケーションスキル ルールを守ることが苦手 作業記憶 実行機能・

対人関係 ふれあい囲碁7 自作 ＮＰＯ法人えじそんくらぶ えじそんくらぶHP
http://www.e-
club.jp/adhd/goods/3478.html

実証
使用後はしっかりと

手を洗うこと
ふれあい囲碁7

http://www.amazon.co.jp/1%25E6%2597%25A5%25E3%2581%25AE%25E7%2594%259F%25E6%25B4%25BB%25E3%2581%25AE%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589-%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258B%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/1%25E6%2597%25A5%25E3%2581%25AE%25E7%2594%259F%25E6%25B4%25BB%25E3%2581%25AE%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589-%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258B%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/1%25E6%2597%25A5%25E3%2581%25AE%25E7%2594%259F%25E6%25B4%25BB%25E3%2581%25AE%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589-%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258B%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/1%25E6%2597%25A5%25E3%2581%25AE%25E7%2594%259F%25E6%25B4%25BB%25E3%2581%25AE%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589-%25E3%2582%25BD%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25AB%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25BC%25E3%2583%258B%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25B0%25E7%25B5%25B5%25E3%2582%25AB%25E3%25
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-B-%E6%99%82%E9%96%93%E7%9A%84%E3%80%81%E7%A9%BA%E9%96%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%96%87%E8%84%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E3%82%84%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-B-%E6%99%82%E9%96%93%E7%9A%84%E3%80%81%E7%A9%BA%E9%96%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%96%87%E8%84%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E3%82%84%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-B-%E6%99%82%E9%96%93%E7%9A%84%E3%80%81%E7%A9%BA%E9%96%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%96%87%E8%84%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E3%82%84%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-B-%E6%99%82%E9%96%93%E7%9A%84%E3%80%81%E7%A9%BA%E9%96%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%96%87%E8%84%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E3%82%84%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-B-%E6%99%82%E9%96%93%E7%9A%84%E3%80%81%E7%A9%BA%E9%96%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%96%87%E8%84%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%A0%B4%E9%9D%A2%E3%82%84%E7%9B%B8%E6%89%8B%E3
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89C-%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%B8%B8%E8%AD%98%E3%81%A8%E8%A8%B1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5-%E3
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89C-%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%B8%B8%E8%AD%98%E3%81%A8%E8%A8%B1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5-%E3
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89C-%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%B8%B8%E8%AD%98%E3%81%A8%E8%A8%B1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5-%E3
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89C-%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%B8%B8%E8%AD%98%E3%81%A8%E8%A8%B1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5-%E3
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E7%B5%B5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89C-%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%B8%B8%E8%AD%98%E3%81%A8%E8%A8%B1%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%AE%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5-%E3
http://www.creates-k.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E3%83%97%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E3%83%97%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E3%83%97%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E3%83%97%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12904
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12904
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12904
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/index.html
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/index.html
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/index.html
http://www.dik.co.jp/publish/index.html
http://www.dik.co.jp/publish/index.html
http://www.dik.co.jp/publish/index.html
http://www.dik.co.jp/publish/index.html
http://www.dik.co.jp/publish/index.html
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/index.html
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/index.html
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/index.html
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=11
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=11
http://www.tools-box.jp/products/detail.php?product_id=11
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/index.html
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/index.html
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/index.html
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
mailto:s_shirokazu@yahoo.co.jp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20代表者%20齊藤代一
http://www.e-club.jp/adhd/goods/3478.html
http://www.e-club.jp/adhd/goods/3478.html
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6-f-02
コミュニケーションスキル 会話が続かない 意味理解、言語表現

ちょこっとチャット！ 既存 株式会社クリエーションアカデミー ＮＰＯ法人えじそんくらぶ
http://www.e-
club.jp/adhd/goods/5404.html

実証
ちょこっとチャット！　ＳＳＴ

ソーシャルスキルトレーニン
グ　会話

6-f-02
コミュニケーションスキル すぐ勝ちにこだわってしまう 場の理解 衝動性 こだわり・

葛藤の処
理

ふれあい囲碁７ 既存 ＮＰＯ法人えじそんくらぶ ＮＰＯ法人えじそんくらぶ http://www.e-club.jp/ 実証
使用後はしっかりと

手を洗うこと

対人関係・社会性 対人関係
コミュニケーションスキル ス
グ勝チニコダワッテシマウ フ

レアイ囲碁７

6-f-02
コミュニケーションスキル 自分の気持ちを上手の表現することが苦手 意味理解・言語表現 聴覚記憶

ちょこっとチャット！ 既存 ＮＰＯ法人えじそんくらぶ ＮＰＯ法人えじそんくらぶ http://www.e-club.jp/ 実証

対人関係・社会性 対人関係
コミュニケーションスキル 自
分ノ気持チヲ上手ノ表現スル

コトガ苦手 チョコットチャッ

6-f-02
コミュニケーションスキル 会話が続かない 意味理解・言語表現 聴覚記憶

ちょこっとチャット！ 既存 ＮＰＯ法人えじそんくらぶ ＮＰＯ法人えじそんくらぶ http://www.e-club.jp/ 実証

対人関係・社会性 対人関係
コミュニケーションスキル 会
話ガ続カナイ チョコットチャッ

ト！

6-f-02
コミュニケーションスキル 保育所で集団指示が聞けない 意味理解 全般的集中 記憶

保育所や幼稚園でそのまま使える
「クラス」の予定表用　絵カード

自作 実証

対人関係・社会性 社会性 コ
ミュニケーションスキル 保育
所デ集団指示ガ聞ケナイ 保
育所ヤ幼稚園デソノママ使エ

6-f-02
コミュニケーションスキル 保育所での予定を忘れる 意味理解 全般的集中 記憶

保育所や幼稚園でそのまま使える
「クラス」の予定表用　絵カード

自作 実証

対人関係・社会性 社会性 コ
ミュニケーションスキル 保育
所デノ予定ヲ忘レル 保育所
ヤ幼稚園デソノママ使エル

6-ｆ-03
葛藤の処理 自分に不都合な状態になると、他人のせいに

する
王様の言うとおりゲーム（教室ででき
る特別支援教育のアイデア１７２）

既存 図書文化社 つうるぼっくす
http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２

6-ｆ-03
葛藤の処理 一度は納得しても、結局は自分の我を通して

しまう
意味理解 こだわり LD・ADHDへのソーシャルスキルト

レーニング（法律づくり）
既存 日本文化科学社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/LD・
ADHDへのソーシャルスキルト
レーニング-小貫-悟

話し合いスキル
LD・ADHDへのソーシャルス

キルトレーニング

6-ｆ-03
葛藤の処理 一度は納得しても、結局は自分の我を通して

しまう
意味理解 こだわり LD・ADHDへのソーシャルスキルト

レーニング（キミならどうする？）
既存 日本文化科学社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/LD・
ADHDへのソーシャルスキルト
レーニング-小貫-悟

自己、他者認知理
解

LD・ADHDへのソーシャルス
キルトレーニング

6-ｆ-03
葛藤の処理 一度は納得しても、結局は自分の我を通して

しまう
意味理解 こだわり 児童の振り返りカード（ＬＤ、ＡＤＨＤ、

高機能自閉症児への手立てとヒント）
既存 小学館 Amazon

http://www.amazon.co.jp/〈教室
で気になる子〉LD、ADHD、高機
能自閉症児への手だてとヒント-

自己評価
ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症

児への手立てとヒント

6-ｆ-03

葛藤の処理 一度は納得しても、結局は自分の我を通して
しまう

意味理解 こだわり
絵でわかる他者と自分の考え方の違
い（教室でできる特別支援教育のア
イデア１７２）

既存 図書文化社 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室
でできる特別支援教育のアイデ

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２

6-ｆ-03
葛藤の処理 関わりたいが、その仕方がわからないので他

児にちょっかいを出す。
場の理解 衝動性 LD・ADHDへのソーシャルスキルト

レーニング（キミならどうする？）
既存 日本文化科学社 Amazon

http://www.amazon.co.jp/LD・
ADHDへのソーシャルスキルト
レーニング-小貫-悟

自己、他者認知理
解

LD・ADHDへのソーシャルス
キルトレーニング

6-ｆ-03
葛藤の処理 勝ち負けにこだわり、負けると怒る 感情の統制 こだわり

キャッチミー（ねずみ取りゲーム） 既存 市販 一般店舗
負けても猫になる

ので楽しめる

6-ｆ-03

葛藤の処理 勝ち負けにこだわり、負けると怒る 感情の統制 こだわり

カードゲーム（クラウン） 既存 市販 Amazon

http://www.amazon.co.jp/Raven
sburger-23115-クラウン
/dp/B0002HWQUI/ref=sr_1_1?s=
toys&ie=UTF8&qid=1290565761

負けてもおかしなピ
エロができるのが

楽しい

6-ｆ-03
葛藤の処理 勝ち負けにこだわり、負けると怒る 感情の統制 こだわり

果樹園ゲーム 既存 ハバ社 Amazon
http://www.amazon.co.jp/Haba-ハ
バ社-4170-果樹園ゲーム
/dp/B0002HYHBE/ref=sr_1_1?ie=U

みんなで協力して
カラスと競争します

果樹園ゲーム

6-ｆ-03
葛藤の処理 勝ち負けにこだわる 感情の統制 こだわり

ことばのカードゲーム「もじぴったん」 既存 株式会社メガハウス Amazon
http://www.amazon.co.jp/メガハ
ウス-ことばのカードゲーム-もじ
ぴったん/dp/B000RUY1OY

実証
ことばのカードゲーム「もじ

ぴったん」

6-ｆ-03
葛藤の処理 気持ちの切り替えができない 時間的見通し 感情の統制 こだわり チャンネル切りかえ（教室でできる特

別支援教育のアイデア１７２）
既存 図書文化社 つうるぼっくす

http://www.tools-
box.jp/products/list.php?mode=s
earch&category_id=&name=教室

教室でできる特別支援教育
のアイデア１７２

6-ｆ-03
葛藤の処理 １番にならないとイヤ 場の理解 感情の統制、

衝動性
こだわり ソーシャルスキル課題集（４）お悩み

相談室
既存 神戸YMCAサポートプログラム 実証 判明せず

6-ｆ-03
葛藤の処理 人の話に口をはさみたくなる 場の理解 衝動性 こだわり ソーシャルスキル課題集（４）お悩み

相談室
既存 神戸YMCAサポートプログラム 実証 判明せず

6-f-03
葛藤の処理 勝ちにこだわる 作業記憶 実行機能・

対人関係・
こだわり

ふれあい囲碁7 自作 ＮＰＯ法人えじそんくらぶ えじそんくらぶHP
http://www.e-
club.jp/adhd/goods/3478.html

実証 ふれあい囲碁7

6-f-03
葛藤の処理 うまくいかないと投げやりになってしまう 場の理解 衝動性 こだわり・

葛藤の処
理

ふれあい囲碁7 既存 ＮＰＯ法人えじそんくらぶ えじそんくらぶHP
http://www.e-
club.jp/adhd/goods/3478.html

実証
使用後はしっかりと

手を洗うこと

対人関係・社会性 対人関係
葛藤ノ処理 ウマクイカナイト
投ゲヤリニナッテシマウ フレ

限定された興
味やこだわり

6-g-03

ものへのこだわり 決まったいすに座らないと気がすまない 状況理解、恒常性
の理解、空間にお
ける自分の位置

座面からの
固有感覚の
低さ

姿勢保持（低
緊張）

過去の記憶 こだわり

クッション・マットの利用。シールを張
るなどして広げていく、枠椅子の作
成

既存 サポート方法

6-g-03

ものへのこだわり 気に入ってるTV番組は録画でなく、放送をリ
アルタイムで見たがる

見通しが持ちにくい こだわり

テレビを見る時間、録画を見る時間
のスケジュール決める、視覚的提示

既存 サポート方法

6-g-03

ものへのこだわり 服の形態や色などにひどくこだわる 形の恒常性、固執
性、運動企画の未
熟さ

触覚過敏 服を伸縮させ
にくい、運動
遂行の難しさ

過去の記憶 こだわり
好みの特徴を理解し、好きな服を広
げていき、同じ服にならないようにす
る

サポート方法

6-g-03

ものへのこだわり 古びてしまっても、特定のお気に入りのものを
使い続ける

変化への対応が弱
い

特定の感覚
への欲求

自己投影（も
のを捨てられ
ない）

こだわり
気に入っている理由を理解し、似
通っているものを提供する

サポート方法

6-g-04
変化への抵抗 運動会や遠足などの、日常と異なる行事が嫌

い
こだわり ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症児への手立

てとヒント（スケジュール表、手順表）
既存 小学館 入手先不明

6-g-04

変化への抵抗 予定が変更になると納得できない こだわり

「突然ですが」カード 自作 西埼玉LD研究会 実証 入手先不明

6-g-05

感覚 痛みに対して、過敏であったり、鈍感であった
りする

感覚情報よりも知識
として覚え、表現し
ている

痛覚、もしく
は触覚閾値
の高さ・低さ

過去の記憶

痛みの箇所やその原因を理解できる
ように関わる

サポート方法

6-g-05

感覚 偏食が多い 味覚、口腔内
感覚過敏？、
視覚的判断
優位

口腔周囲筋
の低緊張

過去の記憶 こだわり

好きな食材に混ぜる。小皿に少しず
つ分けて入れ、食べる順序を決める

サポート方法

6-g-05

感覚 においに非常に敏感 嗅覚（過敏） 過去の記憶
ハンカチ・マスクなどにおいを避けら
れるものを用意する。好きな香りをも
つ、鼻栓

既存 サポート方法

6-g-05

感覚 痛みに弱い フラッシュバック 触覚 過去の記憶
聴覚・触覚・固有感覚など他の刺激
で紛らわす

既存 サポート方法

6-g-05

感覚 糊を指で伸ばすことを極端に嫌う 拭えない、洗いきれ
ないことへの恐怖

触覚（過敏）、
視覚過敏

触覚防衛反
応

不安感、得た
いの知れな
い不気味感

様々な感触遊びの導入。スティック
糊の利用、塗った後すぐにふき取れ
る濡れタオルを1回ごとに使用

既存 サポート方法

6-g-05

感覚 プールで濡れるのを嫌がる 触覚（過敏）、
温度覚

低緊張、浮力
によるバラン
ス低下、不安
感

塩素の匂い

水を温める。本人が受け入れられる
部分から、量や強さを調整する

既存 サポート方法

6-g-05

感覚 他人に触れられるのを嫌う 予測できない(不安
感）

触覚(過敏） 潔癖症
好きな活動の中で他者とのスキン
シップの機会をつくる。まず言葉をか
ける

サポート方法

6-g-05

感覚 音楽が騒音のように感じる 聴覚認知、弁別困
難

聴覚（過敏）
一種類の楽器でのメロディ演奏に聴
きなれる。楽器を演奏する、イヤーマ
フ、耳栓

既存 サポート方法

http://www.e-club.jp/adhd/goods/5404.html
http://www.e-club.jp/adhd/goods/5404.html
http://www.e-club.jp/
http://www.e-club.jp/
http://www.e-club.jp/
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.tools-box.jp/products/list.php?mode=search&category_id=&name=%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2172&search.x=0&search.y=0
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.flash-study.com/
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
http://www.amazon.co.jp/LD%E3%83%BBADHD%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%B0%8F%E8%B2%AB-%E6%82%9F/dp/4821073226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=12905
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認知 感覚 運動 注意集中 記憶 その他 ツール名称/サポート方法 既存/新規/自作 メーカー 入手経路 URL 実証 留意事項 ステータス キーワード
困難区分1 符号

サポート・ツール困難の要因
区分2 学習の領域

6-g-05
感覚 騒がしさが苦手なので、休み時間にリラックス

できない
聴覚（過敏）

イヤーマフ・耳栓の利用。静かな場
所の提供

既存 サポート方法

6-g-05

感覚 光やまぶしさなど特定の視覚刺激にこだわる 視覚認知 視覚過敏(過
反応・低反
応）

こだわり
サングラスの利用。光の強さを少し
ずつ調整する

既存 サポート方法

6-g-05

感覚 汚れが気になり、すぐ手を洗わなければ、気
がすまない（服を着替える）

形の恒常性、強迫
観念

こだわり
様々な感触遊びの導入。手を洗う時
間を決める

サポート方法


