
学校不適応対策研修①まとめ
令和元年５月１０日（金）国府町コミュニティセンター

「CO教員の役割と校内体制づくり」
講師 野田 正人 氏（立命館大学 教授）

【研修のねらい】
■教育相談コーディネーター（ＣＯ教員）の役割を理解し、校内外の連携を図りながら、学校不適応解消
（未然防止）の推進に活かす。

【個人情報をどう扱うか？】
・個人情報は使うためのもの
・正しい活用と管理

参加者の感想

■背景を考え、多くの目で情報収集し整理することの大切さを再認識し
ました。また、不登校のリスクを低くするためにもスクリーニングは
重要だと思いました。シートの活用を図っていきたいです。会議も限
られた時間を有効活用できるように、SSWやSCにも参加してもらうよ
う進めていきたいです。

■自分の役割がよくわかった。自校の実態をもとに工夫してチームを構
築し、未然防止に努めたい。

【学校が取り組むチーム支援のモデル】
・仕分け ➡トリアージ スクリーニング

保護者・本人からの要望 会議と合議 リスト化
・見立て ➡アセスメント

子ども・保護者面接 学校の保有情報の確認
・手立て ➡プランニング

学校内外の役割分担 SC SSW

【アセスメントシートとケース会議】
◆アセスメントに必要な情報 ＢＰＳモデル
・Ｂ（生物） 病気や障がい 発達 薬物依存等
・Ｐ（心理） 理解力 ストレス 行動傾向
・Ｓ（社会） 家庭環境 学校やクラス 部活・友人
◆アセスメントシートを利用したケース会議
・情報を出し合う
・課題の仕組み・理由を明らかにする
・アセスメント結果に基づいた対応策を明らかにする
◆特に発達障がいと虐待は見過ごさない

こいのぼり：鳥取市内袋川
（令和元年５月５日）

【不登校児童生徒の捉えと支援】
「今後の不適応への対応の在り方について」
・不登校の解決の目標は、児童生徒の将来的な自立
・「心の問題」だけでなく「進路の問題」
・連携ネットワークによる連携協力

（H15不登校問題の調査研究協力者会議）
「一人一人の多様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援の推進」
①一人一人の ➡個別性の原理 集団教育との調整
②多様な課題に ➡心の課題だけでなく、多様な課題の理解
③対応した ➡児童生徒理解に基づいた支援「生徒指導提要」
④切れ目のない ➡学年・学校種をまたぎ、学校内外をつなぐ

「教育支援センター」との連携
⑤組織的な支援 ➡チーム支援 特にＳＣ ＳＳＷとの連携
・不登校はどの児童生徒にも起こりうる
・学校等が関係機関等とのネットワークによる支援等を図る
・学校・家庭・社会が寄り添い共感的理解と受容の姿勢を持つ

（H28.7不登校児童生徒への支援に関する最終報告）

【ＣＯ教員の役割】
組織的な連携・支援体制の構築維持
・児童生徒の状況や学校外の関係機関との役割分担
・ＳＣやＳＳＷの役割を理解（SC・SSWは教職員）
・スクリーニングによる未然防止
・初動段階でのアセスメントや情報伝達

⇩

・欠席については複数の教員で早期にその理由を
明らかにする（できれば ＳＣ ＳＳＷと）

・正確な情報に基づいて分析する（アセスメント）
・アセスメント対象のスクリーニング（トリアージ）
・アセスメントに基づいたチーム支援を行う
教員の指導力と組織的支援の複合的支援の組織化

学校を「チーム学校」に

学校
校長の管理

CO教員の役割

ＳＣ
・行動と背景の分析
・有効な支援

ＳＳＷ
・情報収集
・社会構造への
働きかけ

計画・戦略
すり合わせ
効果発揮

多職種チームの時代

鳥
取
市
Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
紹
介



 
Ｓｍａｌｌ Ｔａｌｋ（言語活動の１つ） 
【高学年でのＳｍａｌｌ Ｔａｌｋの設定】 

  ・５年生では、指導者の話を聞くことを中心。 

  ・６年生では、ペアで伝え合うことを中心。 

 
【ねらい】 
  ①既習事項を繰り返し使用できるようにしてその定着を図る。 

  ②対話を続けるための基本的な表現の定着を図る。 

外国語活動支援員研修 まとめ 
        令和元年６月３日（月）鳥取市教育センター 

鳥取市教育センター 研修企画係 

（小学校 外国語活動） 
   ・外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、 

 ・外国語による聞くこと、話すことの 

 ・言語活動を通して、コミュニケーションを図る素地となる 

 ・資質・能力を次の通り育成することを目指す。 

≪ 受 講 者 の 感 想 ≫ 

 ○３,４年生担当なので、まずは「楽しい活動」ということと「インプットをしっかりする」ということを大切に取り組ん 

  で、５,６年生の学習につなげていけたらと思います。大谷先生のお話の中で、絵本（数、色などをテーマとした絵本 

  等）の読み聞かせということが出てきたので、教科書以外の教材として授業に取り組んでいけたらと思います。 

 ○授業の中でもっとｇｒｅａｔ！とかｇｏｏｄ ｊｏｂ！とか、どんどん声に出して（リズムよく）ほめていきたいと思 

  いました。担任の先生としっかり打合せをして、支援員としての仕事をよく理解し、いい授業になるよう努力したいと 

  思います。 

 ○打ち合わせ時間が少ないのが今年の課題です。夏休みや冬休みに入る前に英語担当の先生と話をする時間をつくるとい 

  うアイディアを教えていただきました。 

 ○「話す」という中に「発表ができる」と「やりとりする」という２つがあることを改めて確認しました。やりとり中心 

  だったように思ったので、発表ができるところまでがんばっていきたいと思います。 

研修のまとめテンプレート：03研修企画 310教職員研修 Ｈ31 005開催要項・研修まとめ作成手順等 

背景写真を貼る 

季節感 

鳥取市ＰＲ 

  講師 大谷 みどり 氏（島根大学教職大学院 教授） 
                 

 【研修のねらい】 

■小学校外国語活動の内容と外国語活動支援員の役割について理解する。 

（小学校 外国語） 
   ・外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、 

 ・外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの 

 ・言語活動を通して、コミュニケーションを図る基礎となる 

 ・資質・能力を次の通り育成することを目指す。 

（中学校 外国語） 
 ・外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、 

 ・外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの 

 ・言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり  

 ・伝え合ったりするコミュニケーションを図る 

 ・資質・能力を次の通り育成することを目指す。 

 
参考  

Point 

 
 

まとめ作成例 

・研修内容や方法、講師の論の展開によってプロットの構成は様々なので 

 適切に対応する。 

・例示したフォントやポイントは表現内容に応じて適宜変更できる。 

 
 

 
 

 

背
景
写
真 

Exp. 印象的な言葉 

 
・英語のインプット 

（導入のデモンストレーション） 

 
・英語表現、英語の発音のモデル 

・児童にとって、学んだ英語を実 

 際に使えるコミュニケーション 

 のパートナー 

 
・英語運用へのフィードバック 

 
・日本語で、不安のない打合せ 

 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

外国語活動支援員に 

期待されること 

研修の様子写真 

１～２枚 
配置は固定しない
（効果的な場所に
張り付ける） 

真剣な表情 

豊かな交流 

納得の笑顔 

記号サンプル 

重要 

１２Ｐ 

研修ロゴ 
ピラミッドの３色に

合わせる 

重要 

図形を 

効果的に使う 

要項に記載されたテーマ サブテーマ 

要項に記載されたねらい 

研修の振り返りから 

2～3点を選ぶ 
・ポジティブなもの 

・自校の実践に活かそうとしているもの 

 

上記フォルダにテンプレートを置くので、必要に応じてコピーして利用する。 

研修で 

 学校が 

  変わる 

研修で 

 学校が 

  変わる 研修で 

 学校が 

  変わる 

外国語活動・外国語
の内容は・・ 

模擬授業。Ｇｏｏｄ！ 

もう一度、先生の発音を。 
打合せの時間が、 

とれないんです。 

やりとり（言語活動）のステップ 
 ①「聞く」活動には十分なインプットを 

 ②口慣らし・慣れ親しむ活動 

 ③学んだことの活用 

・伝えたい内容 ・相手意識、目的意識  

・少しずつ表現や話題を変えて繰り返しながら 

・児童が主体的に言葉を発する 

Ｓｍａｌｌ Ｔａｌｋ（言語活動の１つ） 
【高学年でのＳｍａｌｌ Ｔａｌｋの設定】 

  ・５年生では、指導者の話を聞くことを中心 

  ・６年生では、ペアで伝え合うことを中心 

【ねらい】 
  ①既習事項を繰り返し使用できるようにしてその定着を図る 

  ②対話を続けるための基本的な表現の定着を図る 



外国語教育小中連携研修 
まとめ  
元年５月２３日（木）県立福祉人材研修センター

  目標の中で大切なこと 

 
・「言語活動を通して」の意味を理解する。 
・言語活動を授業で繰り返しやってみながら、そのイメー
ジをもち、深く理解するとともに、 
・言語活動を繰り返し行うことで、自身の英語力を向上さ
せる。       
・また、それと同時に、授業以外で機会をつくって自身の
英語力を向上させる。 
・高学年外国語における「読むこと」「書くこと」の指導
の在り方を、新教材の活用を通して理解する。               
・学年が上がるにしたがって、児童・生徒が英語でコミュ
ニケーションを図ることに意欲を高めるとともに、  
 実際に図ることができるようにするために、小中連携を
一層進める。 

参加者の感想 

・慣れ親しむ言語活動で終わらないよう、子どもが考えや気持ちを伝えられる活動を考えていきたい。 

・ただ、リスニングを流すのではなく場面設定を明確にし、子どもとやり取りをしながら授業を進めたい。 

・学校全体として小小、小中連携等で授業参観や情報交換を行い、連携を意識しなければならないことが分かった。 

背景写真の説明タグ 

「今、外国語教育に求められるもの」 
   講師 直山 木綿子 氏（文部科学省初等中等教育局 視学官） 

【研修のねらい】 
■新学習指導要領における外国語教育について理解し、小中連携して外国語教育を推進する実践力の向上
を図る。 

既習語句や表現を繰り返し活用する等からもう一
歩進める 

Small Talk 
・ライブ 本当のことを言うから、楽しい。 
・その場で何が出てくるか分からないから、楽し
い。 
・今までに習った語句や表現からどれを使ったら
いいかを                                     

 考えて言えたときは、とっても楽しい。 

ねらい 

 
・「できるようにする」  

 外国語科の目標 既習語句や表現の活用 

・子供が伝え合いたいことを伝え合えるよう、対   

 話を継続させることができるようにする。 

 子供のもっと聞きたかった、言いたかったを実      

 現 既習語句や表現の活用 

・そもそもコミュニケーションは、その場でなさ  

 れるので、その場でやり取りができるようにす  

 る。 

 既習語句や表現の活用  

外国語教育の目標の中で大切なこと 
 
：新「小学校外国語活動・外国語科 研修ガイドブック」 
「言語活動は、言語材料について理解したり練習したりするための指導と区別されている。実際に英語を使
用して互いの考えや気持ちを伝え合うという言語活動の中では～。」 

 
         自分の考えや気持ちを伝えられる子どもを育てる 

 
  

「言語活動を通して」の意味を理解する。 

・言語活動を授業で繰り返しやってみながら、そのイメージをもち、深く理解するとともに、言語活動を繰 

 り返し行うことで、自身の英語力を向上させる。 

・高学年外国語における「読むこと」「書くこと」の指導の在り方を、新教材の活用を通して理解する。               

・学年が上がるにしたがって、児童・生徒が英語でコミュニケーションを図ることに意欲を高める。  

・児童が、興味・関心のある題材や活動を行う。 

・伝え合う目的や、必然性のある場面でのコミュニケーションを図る。 

・小中連携を一層進める。 

写真 

 

 

写真 

 

 

 

 

 
参考 

 
Keyword 

外国語教育の根本は変わらない 
小中高の外国語を使って自分の考えや気持ちを適切
に伝えたりする力を身に着けさせること 

 
 

 
 

 

 
○Small Talkを活用する 本当のことを言うから楽しい、今までに習った語句や表現からどれ   

 を使ったらいいかを考えて話せた時はとても楽しいと子どもが感じられるようにすること。 

○顔を合わせて話し合うことから小中連携が始まる。小中の共通点と相違点を知ること。 

○小学校で学んだことが、中学校で役に立つと子どもが感じられるような授業を行うこと。 

「言語活動」に関して 

(小学校学習指導要領 外国語活動・外国語」の記載 
・コミュニケーションを行う目的、場面、状況などを明
確に設定。 
・簡単な語句や基本的な表現を用いながら、友達とのか
かわりを大切にした 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

重要 

重要 

図形を 

効果的に使う 

「言語活動」に関して 

(小学校学習指導要領 外国語活動・外国語」の記載 

・相手意識と中身のある活動 
・児童が進んでコミュニケーションを図りたいと思うよ
うな興味・関心のある題材や活動を行う。 

 

「言語活動」に関して 

(小学校学習指導要領 外国語活動・外国語」の記載 

・ペアやグループ、学級全体に向けた発表 

・児童が本当に伝えたい内容を話したり、友達の話す内
容を聞いたりすることができる場面を設定 

「言語活動」に関して 

(小学校学習指導要領 外国語活動・外国語」の記載 

・ペアやグループ、学級全体に向けた発表 

・児童が本当に伝えたい内容を話したり、友達の話す内
容を聞いたりすることができる場面を設定 

「言語活動」に関して 

(小学校学習指導要領 外国語活動・外国語」の記載 

・相手意識と中身のある活動 
・児童が進んでコミュニケーションを図りたいと思うよ
うな興味・関心のある題材や活動を行う。 

 

どんな力が求められているか 
 

H２５学力・学習状況調査の結果 ➡ルールは分かっている。知識・理解はあるが、使えない子どもが多い。 

H３０予備調査の結果         ➡ 全体から話者が言いたいことを聞く力、読み取る力が求められてい                                                 

                      る。個別の知識があるだけではよくない。                       

新学習指導要領 ○○に配慮することが大切 

 中学年の外国語活動では➡ 相手に配慮しながら(目の前にいる人と） 

 高学年の外国語科では ➡ 他者に配慮しながら(目の前にいない人にも） 

 中学校の外国語科では    ➡ 聞き手、読み手、話し手、書き手に配慮しながら(技能統合型を求めている）     

                 会話を聞く力、即興的に話ができる力が求められる。 

 

 
    場面設定を明確にし、言語活動を通して知識から活用へと力をつけていくこと                  

 
Point 

 
Point 

 
まとめ 



特別支援教育 
 ワークショップ① まとめ 

鳥取市教育センター 研修企画係 

アセス（ＡＳＳＥＳＳ：６領域学校適応感尺度）の特徴 
  ○学校適応感を多面的にとらえることができる 

  ○家庭のことを聞かずに学校外での適応状態を推測できる → 適切なアセスメントを行える 

  ○小学３年生から高校３年生までを対象  → 異校種間での継続的なデータ収集ができる 

   ○偏差値による得点化 → 偏差値４０以下は要支援、５０以上は良好 

   ○一枚のＣＤがあれば、学校全体で使用可 

   ○エクセルを使って自分で分析できる  → アンケートの実施や分析にかかる負担の軽減 

≪６側面≫ 

 ①生活満足感・・・・生活全体に対して満足や楽しさを感じている程度で、総合的な適応感を示す 

 ②教師サポート・・・担任教師との関係が良好であると感じている程度を示す   

 ③友人サポート・・・友人関係が良好であると感じている程度を示す 

 ④非侵害的関係・・・拒否的・否定的な友達関係がないと感じている程度を示す 

 ⑤向社会的スキル・・友達への援助や友達との関係をつくるスキルをもっていると感じている程度 

 ⑥学習的適応・・・・学習の方法もわかり、意欲も高いなど学習が良好だと感じている程度 

≪参加者の感想≫ 

○カウンセリングマインドで子どもの話を聞く 

 こと、支援の必要な子に普段から温かくかか 

 わること、向社会的スキルを学級・学年に取 

 り入れること等を含め、知りたい具体的な方 

 法がわかり、とても前向きになれました！ 

研修のまとめテンプレート：03研修企画 310教職員研修 Ｈ31 005開催要項・研修まとめ作成手順等 

鳥取東照宮 麒麟獅子 

背景写真を貼る 

季節感 

鳥取市ＰＲ 

「子どもへのよりよい支援の在り方 
  ～アセスをとおして～ 」     

【研修のねらい】 

■子どもへのよりよい支援について、アセスの方法と解釈をとおして理解し、活用を図る。 

教師ができる支援 

 

 

 

 

 
まとめ 

 
参考 

 
Point 

 
Keyword 

教師ができる支援 
１ 教師サポートを高める 

 ・教師サポートが高いと、他の数値も高い 

 ・教師サポートが低いと、指示が通らない 

 信頼できる教師は ソーシャルサポートを実行   

２ 向社会的スキルを身に付ける 

  （社会性と情動の学習：ＳＥＬ-８Ｓ） 

 ・スキル訓練：個人の社会的スキルを高める 

３ 「友人サポート」を高める 

  （ピア・サポート、協同学習） 

 ・グループ活動：子ども同士の交流機会を増やし、 

         助け合う関係を築く 

 ・子ども同士で支え合い、助け合える学級環境が 

  あると、安心してスキル訓練ができる 

 

 

・研修内容や方法、講師の論の展開によってプロットの構成は様々なので 

 適切に対応する。 

・例示したフォントやポイントは表現内容に応じて適宜変更できる。 

 
 

 
 

 

背
景
写
真 Exp. 印象的な言葉 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

アセス（６領域学校適応感尺度）の特徴と６側面 

研修の様子写真 

１～２枚 
配置は固定しない
（効果的な場所に
張り付ける） 

真剣な表情 

豊かな交流 

納得の笑顔 

記号サンプル 

１２Ｐ 

研修ロゴ 
ピラミッドの３色に

合わせる 

重要 

図形を 

効果的に使う 

要項に記載されたテーマ サブテーマ 

要項に記載されたねらい 

研修の振り返りから 

2～3点を選ぶ 
・ポジティブなもの 

・自校の実践に活かそうとしているもの 

 

上記フォルダにテンプレートを置くので、必要に応じてコピーして利用する。 

研修で 

 学校が 

  変わる 

研修で 

 学校が 

  変わる 

研修で 

 学校が 

  変わる 

令和元年６月２４日（月）鳥取市教育センター

講師 山田 洋平 氏（島根県立大学 准教授） 

Ｂ 学級分布票 を読み取る 

Ａ 個人特性票 を読み取る 

①４０未満の要支援領域の因子の確認 

②全体的適応感を示す「生活満足感」の確認 

③因子間の相関を踏まえて「生活満足感」の解釈 

④因子間の相関を踏まえて「対人的適応」を考察 

⑤学習に関連する適応を考察 

⑥相関関係を考えて支援方策を構築 

①要支援領域と要対人領域に属している子の確認 

②「生活満足感」が要支援領域の子の確認 

③「学習的適応」と「対人的適応」 の分布状況の確認 

④横棒グラフで青と緑の割合の確認 

⑤相関関係を考えて支援方策を構築 

分析しよう！！ 
重要 

重要 

支援の実際は・・・ 



特別支援教育ワークショップ② 
幼保小中連携研修 まとめ  
令和元年１１月７日（木）県立福祉人材研修センター

【参加者の感想】 
○不器用さと運動をキーワードとして児童の実態をみていきたい。  

 また、おとなしい集団を乱さない子どもについても、意識して  

 いきたい。（小学校教諭） 

○保育の中で、現時点での気になる子を中心に支援をしているが   

 学習面についても環境や視覚的な面を整えて見守っていきたい。
（保育園） 

○不器用な子どもが発達性協調運動障害だということを初めて学                   

 んだ。子どもの立場に立って褒める、認めることを大切にして     

 自己肯定感を高めていきたい。（保育園） 

○身に付けておきたい３６の動きを意識して遊びに取り入れてい       

 きたい。子どもが主体的に楽しめる運動遊びを工夫して行いた                      

 い。(幼稚園） 

「子どもの育ちを支える身体づくり」 
～気になる子どもへの支援から～    

         講師 七木田 敦 氏（広島大学大学院 教授） 

【研修のねらい】 

■認知発達を支える運動・体づくり・体の動かし方における支援の在り方を理解する。 

新解釈！ 

・ＤＳＭ－Ｖ 

・ＤＣＤの有病率は５～１１歳の子どもの６％ 

・性比は４：１で男児に多い 

・低出生体重児に有意に効率に見られる 

・AD/HDとの併存は、約半数にみられ、PDDと
の併存も高率 

・他の障害と併記ができる 

運動指導の要点 

（１）親子のために 

 ・運動することを強制しない 

 ・スキンシップが基本 
多様性練習効果・・・刺激入力が多様だと運動ス
キーマ（運動のための方程式）が発達するという
考え方 
効果的な練習とは・・・運動スキーマを見つける
こと 

発達性協調運動障害 
○協調運動を必要とするような日常の活動の動作が、歴年齢
及び知的能力から期待される水準より著しく低い。 

○運動の発達指標(歩く、這う、座る）を達成することでの著
しい遅れ、物を落とす、「不器用さ」スポーツが下手、また
は書字が下手、などとして現れる。 
○この障害は、学業成績または、日常生活の活動を明らかに
障害している。 

 
まとめ 

 
参考 

 
Keyword 

 
 

 
 

 

Exp. 印象的な言葉 

アンダーバー・文字強調（太字） 

１ （１） ① 

【】（）・「」『』 

□■◇ ◎○● △▲▽▼ ☆★ 

フォント（メイリオ本文）文字色 

ＨＰ➡カラー ペーパー➡白黒 

真剣な表情 

豊かな交流 

納得の笑顔 

記号サンプル 

重要 

研修ロゴ 
ピラミッドの３色に

合わせる 

重要 

図形を 

効果的に使う 

要項に記載されたテーマ サブテーマ 

研修の振り返り
から 

2～3点を選ぶ 
・ポジティブなもの 
・自校の実践に活かそうと
しているもの 

     特別支援教育による支援のポイント 

１子どもの周りを変えよう 

○環境、掲示物・・必要なものだけにする 

○視覚的手がかり・・情報は限定的でよい  

          じゃまなものは図示しない 

          動きを入れて子ども達に分かり易く 

２子どもに自信をつけさせよう 

○安定した自己肯定感を育てる・・教師の近くの席はバツ  

 にしか見えない 支援員の支援を効果的に 

○ほめ方のテクニック 

 すかさずタイミングよくほめる 

 視線や体の向き、表情、声の調子に気をつけてほめる 

 具体的な行動を取り上げてほめる 

 批判や命令の意味は込めない 

３子どもの特性から指導法を考えよう 

○ワーキングメモリー・・・情報量を最低限にする  

 一度に細かいことを提示しない 

○認知特性の把握 

１子どもの身体の発達の方向性 

  ・頭部から足へ 中心から周辺部へ  

  ・発達は年齢が来るとできるようになることが多い  

  ・運動は、見えやすく確認できる 

２運動発達の順序  

 ・運動発達の順序は決まっており、時期が来ればできるようにな   

 る 

不器用な子ども    発達性強調運動障害（DCD） 

・協調運動を必要とする動きの獲得や遂行が、その年齢水
準以上に著しく困難 

・身体と気持ちにずれがある(行きたい方向に行けない） 

・人との気持ちの駆け引きができない 

・顔を洗うと衣服がぬれる 

・運動困難、心理的問題など広範囲な人格形成に影響 

運動が苦手だけではなく人間関係的なものも苦手さを抱え
ている 

定義 ＤＳＭ－Ｖ 
協調運動を必要とするような日常
の活動の動作が、歴年齢及び知的
能力から期待される水準より著し
く低い。 

・運動の発達指標(歩く、這う、座
る）を達成することでの著しい遅
れ、物を落とす、「不器用さ」ス
ポーツが下手、または書字が下手、
などとして現れる。 
この障害は、学業成績または、日
常生活の活動を明らかに障害して
いる。 

 

幼保小中連携をとおした子どもの育ちの基本的な理解 

 気になる子は増えていると幼保関係者の９７％が感じている 

○小学校との連携・接続移行期が遅れている 

○発達現象が変化してきている 

○発見率が高くなっている 

○発達が遅くなってきている 

    保育による育て直し(見直し）が重要 

不器用な子どもとは・・・・ 

 

 

 

 

 
 

発達性協調運動障害 

学習面で著しい 

困難を示す 

「不注意」又は「多動性一衝
動性」などを示す 

「対人関係やこだわり
等」の面で著しい困難 

どうして気になる子どもが増えているのか 

 

 

 

 

 

子ども観の 
変容 

情報の氾濫 
家庭の養育力

の低下 

発達障害児 

の発見 
保育が委縮？ 

保育の繁忙化 

        幼保小連携で重要なこと                                                                    

 園でチェックされないおとなしく集団を乱さない子ども 

 

小学校で学習が始まると要観察、適応に問題がある子どもになる 
学びの芽生えや認知的課題を見ていくこと  

子どもの衝動性、多動性は年齢と共に減少する 

学業不振が重なると・・・ 二次障害が発生する  

 
自己イメージが低下していく（どうせ自分は・・） 

二次障害をいかに減らすかが重要 

不器用な子どもは改善できる   

運動が有効である 
 認知発達を支える運動指導の要点 

１親子のために 

・運動することを強制しない ・スキンシップが基本 

２身に付けておきたい３６の動き 

・楽しく体を動かす活動を  運動量の確保を 

・「合理的配慮」を考えて 発達の原則に添うように 

３やる気を起こすためには、色々な運動が必要 

・わかりやすいこと ストーリー性があること  

・仲間関係を意識させること 

 
Point 

                                   発達の変化  
 時期が来たらできるようになることではあるが発達はゆっくり

になっている 

昭和５５年         平成２年            平成１２年を比較 

○１８ー２３か月の「絵本を見て指さす」 

 昭和５５年は９３％ができていたが平成１２年は８０％になる 

○２歳児の「２語文を話す」 

 昭和５５年は９２％が話せていたが平成１２年は７７％になる 

○２歳児の「ピョンピョンとぶ」 

 昭和５５年は８９％がとべ、平成２年は、９３％であったが、
平成１２年は７８％になる 


