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研究成果の概要（和文）：本研究では、H市の発達障害や情緒障害、不適応など、「困難を抱えた子どもの育ち」に関
する情報ツールの開発と導入を中心とした、包括的な支援システムの構築と実践を目的とした。
研究の成果としては、①多様性を持つ子どもの育ちを理解するアセスメント機能と支援へのヒントを含んだ教職員向け
のガイドの作成及びウェブサイトへの公開、②校種の違いを超えた研修会の実施による横断的、縦断的な支援ネットワ
ークの拡大、③就学前後の支援の連続性を目指したリーフレットの作成と配布（予定）を行った。
今後はアセスメント機能部分の精緻化によってガイドの充実を図り、現場での活用を促す事例検討会や研修会の実施が
課題である。

研究成果の概要（英文）：In the present study, it aimed at construction and the practice of the inclusive 
support system that had centered on development and the introduction of the information tool concerning 
"Growth of the child who held the difficulty" in H city.
The results of research are as follows:i)The guide for school personnel which has hint to assessment 
function and support that understands growth of child who has diversity were made and open to website for 
school personnel of H city, ii)The expansion of cross-sectioinal, longitudinal support network according 
to the practice of the training sessions that exceed the difference between the school species, 
iii)making and distribution (planned) of leaflets aimed at continuity of support before and after 
entering a school.
The enhancement of the guide will be attempted by the elaboration in the assessment function part in the 
future, and implementing the case study committee and the workshop that encourage to use the guide are 
problems.

研究分野： 発達臨床心理学
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１．研究開始当初の背景
2007

特殊教育から特別支援教育という枠組みを
得て、
実が目指されることとなった。しかし子ども
の発達を阻害する要因は障害に限定される
わけではない。極端な例としては虐待や
また両親の不和などによる家庭環境の養育
機能の低下も
となり
同様の問題も出現する（稲垣
2011）
田中（

診断がついても適切な支援が充分に提供さ
れるわけではない現状を指摘している。現場
では「今
対処し
ため、ともすれば発達や支援の連続性の視点
に欠ける
多様性を持つ子どもの育ちを多面的に理

解するには、子どもの育ちに関する豊かな情
報を得ることが前提となる。
H 市では、
自のアセ
し、支援を
のツールであるサポート手帳は、
保護者等、
支援者側が活用するツールとしての視点
乏しく
況にあった
も、受け取り側の小学校で有効な活用がなさ
れているとは言えない現実があるなど、
もの発達と支援の連続性を考慮した
乏しい

 
２．研究の目的
そこで本研究は、Ｈ市の発達障害や情緒障

害、不適応などの困難を抱え
に対する包括的支援システムの構築と実践
を目的とした
ではなく、現場の教職員が共通した子ども理
解のための情報を共有する切れ目のない支
援の基盤的なツールとなる「子どもカルテ」
（仮称）
化・共有化できるようなシステムの構築を目
指した
（図

図１ 
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諸機関への研修の実施と導入後の評価
 
３．研究の方法
 上記の目的に合わせて、以下の研究方法で
実施した。
(1) 
的なツールとなるアセスメントツールの開
発と導入
まず文献研究を行い、関係諸機関に対して

支援に必要な情報に関する質問紙調査（調査
1 ）を実施した。量的分析を行って
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ベースカルテを実際の事例に試験的に実施
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を導入し、関係
構成についての意見交換を
「子どもカルテ」のアセスメント部分を
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とヒント」としてまとめ
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解消が困難なケースが見られた。
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の対象家庭に対して、
啓発的なリーフレットを作成し
ととなった。
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横断的に結ぶネットワークの構築を目指し
た。 
 (4) アセスメントツール導入に向けて関係 
諸機関への研修の実施と導入後の評価 
教職員と保護者の協力のもと、上記(1)で作

成したアセスメントツールを実際の事例に
対して実施した。現場の子ども像との差異を
調べることで、アセスメントツールの妥当性
の確認を行った。 
アセスメントツールを含む子ども支援ガ

イドへの理解を深めてもらうために、従来行
っていた H 市の巡回相談と教職員向けの研
修会の充実を図った。校種や職種の違いを問
わず、特に現場からのニーズが高い特別支援
教育に関する研修を中心に実施した。 
 
４．研究成果 
(1）生涯発達的視点を重視した、支援の基盤 
的なツールとなるアセスメントツールの開
発と導入 

H 市にはサポート手帳という保護者が子
どもの育ちに関する情報を書き込むツール
が導入され利用が推進されているが、利用は
あくまでも保護者の意向に任されているた
め、実際には特別支援学級への入級判定時な
ど、特別なケース以外では現場での活用があ
まり進んでいない現状があった。また小学校
入学への移行期には要録の活用が促されて
いたが、運用は小学校に任されており、全て
の子どもに関する情報が書かれているにも
関わらず、教科指導や生活指導に十分に生か
されていなかった。しかし豊かな子ども理解
のためには、多面的な情報を集めて、子ども
を取り巻く環境の評価と発達の時間軸上に
全ての情報を収斂していく作業が必要であ
り、さらに支援を考える場合は、収斂された
情報から、校種の違いを超えた切れ目のない
支援を検討する必要があると考えられた。そ
のためには、既存の情報ツールでは捉えきれ
ていない子ども理解のための情報を網羅し
たツールを新たに開発する必要性があった。 
そこで初年度は、H 市内の保育所、小中学

校の教員 120 名に対して、支援に必要な情報
の収集方法などの現状を明らかにするため、
質問紙調査（調査 1 ）を実施し、99 名（82.5%
の回答率）の回答を得た。結果は量的分析を
行い、子どもカルテのたたき台となるベース
カルテに盛り込む項目を設定した。 
調査結果から、回答した全ての教職員が発

達上に何らかの問題を感じる子どもに関わ
った経験を有していた。また子どもを理解す
るための情報収集の方法や知識の研鑽は、研
修や経験を通じて十分であるため何ら問題
とは感じておらず、発達上に何らかの問題を
有する子どもに対しても、現在有する知識や
スキルで十分対応可能だと認識していた。し
かし実際に現場で対応に困難を感じた子ど
もの問題についての回答は、多動や衝動性の
高さを伴うADHDという認識を持っており、
表面上の指導の困難さから、非常に限定され

た子ども理解を行っていた。そのため、初年
度で作成したベースカルテのアセスメント
ツール部分は、ADHD とその他の問題を抱え
る子ども（例として愛着障害など）との鑑別
方法を含め、多動性や衝動性が高い場合の子
ども理解について、詳しく提示する必要があ
ると考えられた。 
調査結果を踏まえて、子どもの基礎的なデ

ータや在籍中のエピソードなどを記入する
ベースシート、子どもの問題を把握するため
のベースカルテ、行動の特徴からおおまかに
障害や問題を把握するフローチャートで構
成されたベースカルテを作成し、さらにベー
スカルテ全体に対する回答者の感想を自由
記述で書き込むシートを別添とした。なお、
ベースカルテのアセスメント部分は、DSM-
Ⅳ、CARS 小児自閉症評定尺度、ADHD-RS 
ADHD 評価スケール、PARS 広汎性発達障害
日本自閉症協会評定尺度、厚労省の 5 歳児健
診時の質問項目を参考にして保育所・幼稚園
用、小中学校用を作成した。 
次年度は教職員が発達上に何らかの困難

を抱えている子どもと認識し、さらに就学相
談で今後継続した支援が必要とされた保育
所、小学校、中学校に在籍する子ども 8 名を
対象に、担任及び保護者に対して協力を依頼
して、試験的にベースカルテの導入を行った。
ベースカルテ導入の目的は、カルテによって
捉えた子ども像と、現状とのズレを調査する
ことであった。現状の子ども理解のために、
教育委員会による就学相談時の資料、巡回相
談時の聞き取りと筆者による観察から得ら
れた情報をまとめて、総合的にベースカルテ
で捉えた子ども像とのズレを吟味すること
で、ベースカルテの妥当性について検討した
（調査 2）。その結果、フローチャートは子ど
もの問題行動から子ども理解を整理し、教職
員であってもある程度アセスメントが可能
になることを目的として作成したが、子ども
の行動や状態の多様さを全てカバーするこ
とが出来ないため、逆に記入が困難であると
いう意見が多くあり、結果としてベースカル
テを改訂した試行カルテには含まないこと
とした。 
また基礎的な子どもの情報を記入するベ

ースシートの記入内容から、特に中学校の教
員において、発達の連続性を重視した子ども
理解が重要であるという認識やそのような
理解のために役立つ情報についての知識が
乏しいことがわかった。そのため後述の通り、
例としてエピソード記述など、子ども理解の
ために必要な情報を収集する意義や方法に
ついて、重点的に詳しく解説を行う研修会を
開催した。 
最終年度は、試行カルテを導入し、保育所

及び小中学校の教職員、教育委員会等関係機
関と内容の精査と全体の構成についての意
見交換を行った結果、「子どもカルテ」のア
セスメント部分を充実させて、子ども支援ガ
イド「子ども理解の方法とヒント」としてま



とめ、教職員のみがアクセス可能な H 市の教
職員向けのウェブサイトに公開することと
なった。なお、ウェブサイトにアクセスが出
来ない保育所職員等に関しては、紙媒体で作
成し配布した。 
（2）発達支援、予防的な支援を含む包括的
支援システムの構築と実践、評価 
 東京学芸大学「小１プロブレム研究推進プ
ロジェクト」の平成 20年の報告書において、
育ちに何らかの困難を有する子どもの場合、
個々が抱える問題は校種間の段差への適応
という課題が求められる移行期に顕在化し
やすく、幼児期からの予防的な取り組みや支
援ネットワークの構築が不可欠であると結
論づけている。そこで初年度に H 市の保育士
と小中学校教員 15 名を対象に、「困難を抱え
る子どもの育ち」に対する支援の現状把握と
今後の展望を問う面接調査（調査 3）を実施
した。調査の内容は、①「育ちに困難を抱え
る子ども」像の捉え方と従来の指導・支援に
ついて、②今後の連携への展望、③移行期前
後の教職員間での指導・支援の経験や子ども
観の違いについて、④指導・支援に利用可能
なツールや情報と実際の活用について、であ
った。KJ 法による質的分析の結果、発達の
連続性を考慮した子ども理解の方法やその
ために必要な情報についての認識、また子ど
も観や支援のあり方は校種間で大きく異な
っており、それは校種間の文化の違いを背景
としていた。そのため校種間の文化や支援の
違いというギャップを解消し、予防的な支援
を含む包括的な支援システム構築のために
は、懇談会、相互訪問、参観や実践交流に加
えて、長期的な発達を展望する子ども観の共
有や、交流によって生み出される、文化を超
えた対話的省察による相互理解が鍵である
ことがわかった。しかし現状では、交流や相
互訪問などを例にとっても、限定された園や
学校間での実施のみであり、実施内容もイベ
ント的に交流を行うことが目的となってい
た。そのため、教育委員会に対して、従来の
交流や相互訪問等を見直し、校種間の文化の
違いを超えるような、個々の教職員同士の交
流を中心に行うことで連携を深め、支援の一
元化を目指す土台作りが重要であるとの提
案を行った。なお調査結果の一部は、2013
年 5 月の日本保育学会第 66 回大会（福岡）
で口頭発表を行い、論文化した。 
(3) 現在実施中の乳幼児健診、子育て支援、 
就学相談、巡回相談の関係諸機関をつなぐ支
援ネットワークの構築 
 H 市では 5 歳児健診が行われるなど、乳幼
児健診は比較的充実したシステムがある。し
かし 5 歳児健診において、早期就学相談を促
すアプローチがなく、就学前後の移行や支援
がスムーズになされていない問題があった。 
そのため、発達の連続性の視点を重視した

縦断的なネットワークの中心として、就学相
談を鍵となる事業と捉え、関係諸機関をつな
ぐシステム構築を目指した。H 市子育て支援

課及び教育委員会と連携し、5 歳児健診の際
に早期就学支援に関するニーズを喚起する
啓発的なリーフレットを作成して、5 歳児健
診対象家庭に配布することとなった。 
加えて、研究最終年度にモデル事業として

開始されたスクールクラスター事業へのコ
ンサルテーションを含め、発達の連続性を重
視した、縦断的なネットワークの構築を目指
した。スクールクラスター事業は今後も継続
が予定されており、さらなるネットワークの
拡充が期待される。なお、H 市のクラスター
事業についての振り返りと、前年度に実施さ
れた全国のモデル事業成果との比較を行い、
論文化した。 
 (4) アセスメトツール導入に向けて関係 
諸機関への研修の実施と導入後の評価 
教職員と保護者の協力のもと、アセスメン

トツールを実際の事例 8例に対して実施した。
現場の子ども像との差異を調べることで、ア
セスメントツールの妥当性の確認を行った。
その結果、前述(1)の通り、特に中学校の教員
に対して、例としてエピソード記述など、子
ども理解のために必要な情報を収集する意
義や方法について、重点的に詳しく解説を行
う研修会を実施した。 
前述の調査 1 の結果において、現場の教職

員は、育ちに困難を抱える子どものほとんど
が発達障害という捉え方を行っていた。育ち
に困難を抱える子どもに対する支援を考え
る際には、子ども支援ガイド「子ども理解の
方法とヒント」の活用を推進し、多面的な子
ども理解に関する情報を丁寧に集めて、発達
障害という枠組みにとらわれずに豊かな子
ども像の形成と理解につなげていくことが
重要であろう。今後も校種や職種の違いを問
わず、各種の研修会を実施して H 市の教職員
の知識やスキルの向上を目指したい。 
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