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本日の流れ

1. 得意・不得意について

2. 継次処理・同時処理とは

3. 自分のタイプを知ろう

4. 認知タイプが異なるコミュニケーション

5. 得意な認知スタイルを生かす

6. 長所活用型指導とは（学習の例）



分かり方には得意・不得意がある

脳の様々な機能
↓

「認知機能」

知覚・記憶・思考・理解・判断など

学習に関わる大切な脳の働きです！

様々なものとかかわりあって発達していくのですが・・・

何らかの理由で、発達にアンバランス（偏り）が生じることが
あります。



発達の凸凹って？
たとえば・・・

文章の意味は理解している 単語の読み書きが苦手

単語の読み書きはできる 文章になると意味不明

やる気や努力だけで苦手を克服するのは難しい！



昨日の晩御飯は何でしたか？



どうやって思い出しましたか？

お味噌汁と、ご
飯と、おひたし
に、からあげ
だったなぁ。

まず冷蔵庫から
作っておいたお
ひたしを出して、
お鍋のお味噌汁
を温めて・・・

同時処理タイプ 継次処理タイプ



継次処理タイプ

• 一つずつ物事を処理することが得意！

• 目の前の物事に集中しすぎたり、細部にこだ
わってしまったりすると、いつまでも先に進め
なくなってしまう困難さがある。

・耳から聞いたり、言葉で

説明するほうが分かる。



同時処理タイプ

• 全体を見て、それぞれの繋がりや関係を見出
す力に優れている！

• 細部への注意がおろそかになり、うっかりミス
をすることがあります。

• 目で見たり、身体を動か

したりするほうが分かる。



ご自分のタイプ・お子さんのタイプを
知りましょう。



あなたはどっち？

時計

デジタル
vs

アナログ

スケジュール管理

時系列
vs
カテゴリー

ナビゲーション

音声・文字ナビ
vs
地図ナビ

継次処理タイプ 同時処理タイプ



認知処理スタイルを把握する
ー自己チェック表ー



子どもの認知処理スタイルを把握する

行動観察によるチェックリスト 学習場面観察によるチェックリスト

お子さんのことをより詳しく知りたい方→ ＫＡＢＣ－Ⅱ発達検査



どっちの認知スタイルが良い？

• どっちが良い、ということはない！

• 自分には自分の理解しやすいわかり方があ
る。

• 他の子には他の子の理解しやすい分かり方
がある。



親と子の認知タイプが違うと
起こるかもしれない

• 母：同時処理タイプ

• 子：継次処理タイプ

母：①今日は学校どうだった？

子：②今日はね、1時間目が国語
で読書をして、2時間目が体育で
運動場でかけっこをして、3時間
目が算数だったから・・・

母：③なんでイチから全部しゃべる
のよ！印象に残ったことを聞いてる
のよ！察しの悪い子ね。



親と子の認知タイプが違うと
起こるかもしれない

• 父：継次処理タイプ

• 子：同時処理タイプ

父：③なんでイチから順を追って
話さないんだ！印象に残ったとこ
ろだけ話すんじゃない。それじゃ
今日1日何があったか分からない
じゃないか。

子：②今日は、2時間目に体

育があって、かけっこだった
から頑張ったよ！

父：①今日は学校どうだったんだ？



得意な認知処理スタイルを生かす

継次的学習を得意とする子

①段階的な教え方

②部分から全体への方向性
を踏まえた教え方

③順序性を踏まえた教え方

④聴覚的・言語的手がかりの
重視

⑤時間的・分析的要因の重視

同時的学習を得意とする子

①全体的な教え方

②全体から部分への方向性
を踏まえた教え方

③関連性を踏まえた教え方

④視覚的・運動的手がかりの
重視

⑤空間的・統合的要因の重視



例：鬼滅の刃より 水の呼吸の習得
ー継次処理編ー

水の呼吸（ 「全集中の呼吸」の流派の一つ）の剣技

① 壱ノ型水面斬り(いちのかた みなもぎり)

② 弐ノ型水車(にのかた みずぐるま)

③ 参ノ型流流舞い(さんのかた りゅうりゅうまい)

④ 肆ノ型打ち潮(しのかたうちしお)

⑤ 伍ノ型干天の慈雨(ごのかた かんてんのじう)

⑥ 陸ノ型ねじれ渦(ろくのかた ねじれうず)

⑦ 漆ノ型雫波紋突き(しちのかた しずくはもんづき)

⑧ 捌ノ型滝壷(はちのかた たきつぼ)

⑨ 玖ノ型水流飛沫・乱(くのかた すいりゅうしぶき・らん)

⑩ 拾ノ型生生流転(じゅうのかた せいせいるてん)

⑪ 拾壱ノ型凪(じゅういちのかた なぎ） ＜ポイント＞
1. 順序性

2. 炭治郎のセリフつき
（聴覚的）

3. 部分から全体



例：鬼滅の刃より 水の呼吸の習得
ー同時処理編ー

水の呼吸（ 「全集中の呼吸」の流派の一つ）の剣技

＜ポイント＞
1. 全体から部分

2. 炭治郎の技イラストつき
（視覚的）

参ノ型流流舞い

伍ノ型干天の慈雨

漆ノ型雫波紋突き



例：かたづけ

継次処理が得意

① きゅうしょくセットをだす

② たいそうふくをだす

③ きょうかしょをだす

④ ふでばこをだす

⑤ ランドセルをたなにしまう

同時処理が得意

＜ポイント＞
1. 順序性（手順を示す）
2. 今している部分に注目

＜ポイント＞

1. かたづけの終わりを示した写真
（視覚的）



得意な認知処理スタイルを生かす
Ａ君 8歳
【知能検査】IQ 95、視覚優位

同時処理能力
視覚処理能力
＝6歳相当

継次処理能力
聴覚処理能力
＝10歳相当

能力に凸凹のあるお子さんは、
得意な能力を活かして勉強した方が
分かりやすく、学習を獲得しやすい。

例えば、こういったお子さんが

なので、平均的なのですが、



子どもへどうやって
伝えたら良いのでしょう？



長所活用型指導とは？

短所改善型指導方法

子どもの遅れている能力（認
知処理スタイル）そのものの
改善を図る指導法。

長所活用型指導方法

子どもの長所を活用して、子
どもがうまく学習できない知識
や技能を習得させる指導法。

↓

この方法だけだと、学習が行
きづまることがあります。

脳の機能不全に起因するアン
バランスを根源的に改善する
ことは難しいです。



長所活用型指導法

「長所（高い能力）ばかり使うと、短
所（低い能力）が置き去りにされるん
じゃ・・・？」

大切なのは、

苦手をなくすことよりも・・・

目標とする学習内容や行動スキル
を子どもが身に付けること！

• 8歳の書字困難な子

継次処理：4歳レベル

同時処理：8歳レベル

↓

優れている同時処理スタ
イルを活用して書字の指
導を行う方が効果的！



学習方法

• 学校の指導法：丁寧に順序立てて段階的に
教える方法（継次処理型指導法）が主になっ
ている。

＋

• 加えて、同時処理型指導法を少し入れてもら
うだけでも違ってくる。



例えば、

① ○○

② △△

③ □□

今日は××
について
学習します。

まず1番は○○・・・
2番に△△・・・
最後に□□・・・

全体像を話す
（同時処理）

順を追って話す
（継次処理）

・口頭で説明していくことで聴覚的に伝わる（継次処理）
・黒板に表記することで視覚的に伝わる（同時処理）



漢字（画数少ない）

継次処理タイプ 同時処理タイプ

・順番に書き順を示していく。

・部分→全体になるように。

・「上から下に」と運動の方向を
伝える。

・「川が流れているね」と漢字の形を
イメージしてもらう。

・全体を見せる。

・書き順にはこだわらず、形が正しく書
けていればよしとする。

※どちらも色を付けたりすると、見やすくなったり、イメージしやすくなる。



漢字（画数多い）
継次処理タイプ 同時処理タイプ

漢字の足し算 漢字のパズル



どちらのタイプにも有効

書くことに抵抗があるのであれば、選択肢を文字チップに変更して、置くだけの
仕様にしてもＯＫです。



算数（数の合成・分解）

継次処理タイプ 同時処理タイプ



筆算
かけ算 わり算



算数（文章題）

「文章と数のイメージが繋
がらず、必要な数と不必
要な数が分からない」

↓

文章から場面をイメージ
化することが難しい。

①文章問題を段階的に３つに分ける。

②キーワードを抜きだす。
「６羽」「４羽」「２０羽」「残りは」

③分けた文章ごとに絵を描いていく。

言語
文章

イメージ
視覚化



学習の覚え方

継次処理タイプ

• リハーサル法（くりかえし）

同時処理タイプ

• 精緻化（意味づけ）

• 体制化（まとめ）



学び方は色々です

• お子さんによって、
学び方は様々です。

• どんな方法であって
も、お子さんがやり
やすそうで、分かり
やすそうであれば、
それが正解です。



スタート

子どもの得意な“分かり方”を大人が把握する

子どもの得意な“分かり方”で教える

自律的で主体的な大人に

自分に合った“学び方”を子どもが身につける

学ぶ楽しさや達成感をたくさん味わう

ゴール
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