
保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性 
 

企画者    橋本陽介（函館大谷短期大学）・小林 徹（郡山女子大学短期大学部） 

司会者    小林 徹（郡山女子大学短期大学部） 

話題提供者  橋本陽介（函館大谷短期大学）・松浦 淳（青森中央短期大学） 

相楽典子（仙台青葉学院短期大学）・野澤純子（立教女学院短期大学） 

指定討論者  七木田敦（広島大学）・髙橋幸子（筑波大学附属大塚特別支援学校） 

 

KEY WORDS: 保育者 養成課程 専門性

 

【企画趣旨】 
統合保育の現場や障害児施設などでは、多くの保育士資

格や幼稚園教諭免許状の取得者(以下、保育者)が、障害児

支援にあたっている。一方、保育者養成課程では、様々な

授業で障害児支援が取り上げられている。しかし、これら

の授業は、授業者の意図や専門性に応じて構成されている

(真鍋,2009)。従って、保育者になる学生たちが身につける

障害児支援の専門性は、養成校によって異なる。そこで本

シンポジウムでは、保育者養成校で障害児支援に関する授

業を担当する教員が、各々の授業実践を報告し、養成課程

で身につけさせるべき障害児支援の専門性を議論する。 
【話題提供者の趣旨】 
１．「社会的養護内容」での実践(橋本陽介) 
 私は、保育士資格取得のための社会福祉系科目を担当し

ている。その中の「社会的養護内容」は、障害児などが生

活する児童福祉施設での支援の実際を学ぶ、演習形式の科

目(厚生労働省,2010)に位置づいている。当科目を展開する

にあたっては、グループワークをもとにしたプレゼンテー

ションを主な演習方法として取り入れている。受講生には、

児童福祉施設の設置運営基準や各施設を利用する児童とそ

の家族の特性を調べ、報告する課題を出題している。そし

て、最終的には、事例をもとにした個別の支援計画を作成

し、報告する課題を出題している。この演習を通じて受講

生には、障害児支援に求められる「個別のニーズに応じた

支援」の専門性を身につけさせたいと考えている。 
２．「教育心理学」での実践(松浦淳)  
私は、保育全体や、心理学に関する科目を担当している。

その中の「教育心理学」は、発達過程の知識を基盤に、発

達障害を含む多様な子どもに対する理解と対応を演習形式

で学ぶべく展開している。第一に受講生は架空の事例を基

に保育者としての見立て、対応をワークシートに個別で記

入する。第二に 5 人程度のグループで意見交換し、チーム

としての見立てと対応をまとめ、全体の前でプレゼンテー

ションを行う。第三に教員からプレゼンテーションへのフ

ィードバックを切り口に、事例の理解・対応について、ま

た様々な発達障害の特性の現れやその背景などについて知

識を教授している。以上のように「子どもの行動・発言の

背景に目を向けた支援」を専門性として重視している。 
３．「保育相談支援」での実践(相楽典子) 
 2009 年施行の保育所保育指針にて、保育士の専門性を生

かした保護者支援の必要性がうたわれ、「保育指導」が位置

付けられた。それを支える原理・専門技術を教授する科目

として「保育相談支援」が、2011 年度入学生から導入され

た。一般的な保育場面を想像し、基本となる保護者支援の

方法を学習させ、それをベースに、障害児の保護者への支

援を、事例を通して具体的に考えさせている。その際には、

保育所だけでなく、その他の児童福祉施設における支援も、

取り上げている。事例による検討を通じ、様々な角度から

状況を理解し、支援策を考えさせる中で、直接技法だけで

なく、障害児とその保護者を「正しい倫理観を持って包括

的に理解する」専門性を身につけさせたいと考えている。 
４．「障害児保育」での実践（野澤純子） 
全学生が受講する「障がい児保育」を担当している。学

生の多くは障害児に触れた経験がない。そのため、障害に

関する基本的知識の付与とともに、保育所に在籍すること

が多い障害児に関する実践知識を教授している。また実際

の保育活動を想定した課題をグループで行い、環境整備や

対応を考える機会を提供している。さらに、希望学生が受

講する障害児保育関連科目(本科:1 科目・専攻科:3 科目)も
担当している。ここでは、専門的な知識を深めるために、

調べ学習のほか、個別の保育支援計画、指導方法及び教材

制作を学び、現場を視察する機会も提供している。以上を

通じ学生には、障害児保育の専門性として「問題解決能力」

や「実態把握の基本」を身につけさせたいと考えている。 
【指定討論者の趣旨】 
１．「身につけさせるべきこと」と「身につくこと」 

(七木田敦) 
自身が保育者養成に直接関わった経験がないので、「身に

つけさせるべき専門性とは何か」という意識を持ったこと

はない。むしろ現職保育者の研修などで、実践の中から出

てきた支援の課題や保護者連携での対応について具体的に

話すことで、意識がより明確になり理解も進み、支援の方

法が「身につく」と実感している。この場合、「身につく」

ための基盤の有無はとても重要であると感じる。そのため、

強調するのは、「保育者は子どもの専門家である」というこ

とである。障害の有無に関わらず、「子ども」は「子ども」

であるという当たり前の認識は、じつは「障害児支援の専

門性」とあまり相性がよくない。以上のような観点をふま

え、広く議論がなされることを期待する。 
２．「気づき」から具体的支援に(髙橋幸子) 
障害幼児支援の実践現場で、実習生を受け入れてきた。

「子どもが好き」「子どもに寄り添う」基本的マインドを有

した学生に期待するのは「気づき」である。偶発的な場面

の連続である保育現場において「気づき」がなければ、有

効な支援機会を逸してしまう。「気づき」の背景には、それ

までの知識の体系化、体験の整理と意義づけなどの学びが

ある。養成機関には「気づく」感性を育て磨くことを望む。

気づきを具体的支援につなげるためには、連携が不可欠で

ある。保護者、同僚、専門機関と協働して取り組むことの

価値や手だてについて十分教授していただきたい。現場に

出て実践を通して深められる専門性とそれ以前に有してい

て欲しい専門性について整理できると有意義である。 
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障害児支援の専門性

自主シンポジウム６４

1

企画趣旨
＜背景＞

保育士資格・幼稚園教諭免許状の併有状況
（文部科学省,2012）

⇒幼稚園教諭の多くも、保育士養成課程の
授業を受講していると推測される

統合保育の現場や障害児施設などでは
多くの保育士資格や幼稚園教諭免許状の
取得者(保育者)が、障害児支援を実施

2

現職全体
新規卒業者
（就職者）

幼稚園 75%
（70,843人/94,933人）

80%（推計）

（7,545人/9,465人）

保育所 76%
（223,806人/296,007人）

87%
（30,328人/34,965人）

企画趣旨
＜背景＞

保育士養成課程で障害児支援を教授する科目
（厚生労働省,2013）

【保育の本質・目的に関する科目】

★児童家庭福祉 ★相談援助

【保育の対象の理解に関する科目】

★子どもの保健Ⅱ ★子どもの食と栄養

【保育の内容・方法に関する科目】

★保育内容総論 ★障害児保育 ★保育相談支援
3

保育者養成課程では、様々な授業で
障害児支援を取り上げる

企画趣旨
＜背景＞

授業「障害児保育」のシラバス分析（真鍋,2009）から

4

授業者の意図や自身の保有する専門性に
応じて、特定の内容を選択して授業を

構成していることが推測される

従って

保育者になる学生たちが身につける障害児
支援の専門性は、養成校によって異なる

企画趣旨

＜本シンポジウムの目的＞

保育者養成校で障害児支援に関する授業を担
当する教員が、各々の授業実践を報告

養成課程で身につけさせるべき障害児支援の
専門性を議論

5

本シンポジウムの構成
「 」「社会的養護内容」

での実践

橋本陽介
函館大谷短期大学

こども学科

6

保育者養成課程で身につけさせるべき
障害児支援の専門性に迫る

＜指定討論＞
七木田敦氏

広島大学大学院教育学研究科附属幼年教育研究施設

フロアーの皆様と討論

「教育心理学」
での実践

松浦淳氏
青森中央短期大学

幼児保育学科

「 」「保育相談支援」
での実践

相楽典子氏
仙台青葉学院短期大学

こども学科

「 」「障がい児保育」
での実践

野澤純子氏
立教女学院短期大学

幼児教育科

＜指定討論＞
髙橋幸子氏

筑波大学附属大塚特別支援学校
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「社会的養護内容」
での実践

函館大谷短期大学 こども学科

橋本 陽介

「社会的養護内容」とは

児童福祉施設等での養護の実際を演習形式で
学ぶ科目

「養護内容」から科目名が変更となる
⇒社会的養護の名称が浸透していることや
その重要性を踏まえ、変更となる (厚生労働省,2010)

「保育の内容・方法に関する科目」に位置づく、
演習形式・１単位の科目

1

本学では、福祉施設での実習を終えた
２年次学生が前期に受講する

「社会的養護内容」とは

＜科目の目標＞(厚生労働省,2010)

2

１．社会的養護における児童の権利擁護や保育士等の
倫理について具体的に学ぶ。

２．施設養護及び他の社会的養護の実際について学ぶ。

３．個々の児童に応じた支援計画を作成し、日常生活の
支援、治療的支援、自立支援等の内容について具体
的に学ぶ。

４．社会的養護にかかわるソーシャルワークの方法と技
術について理解する。

５．社会的養護を通して、家庭支援、児童家庭福祉、地
域福祉について理解や認識を深める。

授業のねらいと到達目標

3

社会的養護の実践において保育士に求め
られる、基礎的知識を理解する

・児童福祉施設
・支援対象となる子どもと家族
・支援計画や支援のポイント

を具体的に理解する

支援計画を作成するための知識・技術を
習得することが最終目標

授業計画

1. オリエンテーション
2. 子どもの権利擁護
3. 保育士の倫理と責務
4. 社会的養護の実施体系
5. 児童福祉施設の理解①

【グループワーク】
6. 児童福祉施設の理解②

【グループワーク】
7. 児童福祉施設の理解③

【成果発表】
8. 施設養護のプロセス

9. 施設養護の実際①
【グループワーク】

10. 施設養護の実際②
【グループワーク】

11. 施設養護の実際③
【成果発表】

12. 施設養護の実際④
【グループワーク】

13. 施設養護の実際⑤
【グループワーク】

14. 施設養護の実際⑥
【成果発表】

15. まとめ

4

授業の方法(第５～１４回)

主な演習方法は、グループワークをもとにした
プレゼンテーション
⇒課題に沿ってグループワークを進め、その
成果をレジュメ・スライドを用いて発表

児童福祉施設の種別ごとに５～６人のグループ
を編成
⇒受講生には、学習を深めたい児童福祉施設の

希望調査を実施した上で、グループを編成

プレゼンテーション(成果発表)は、３コマを
１クールとして、計３回実施

5
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演習課題①(第５~７回)

担当する施設の概要を発表
・施設の目的と対象となる児童
・必要な設備と居室等の基準
・配置すべき職員と職員の配置基準
・統計資料を基にした利用児童の
現状

・その施設での支援の概要

6

今後、学習を深める児童福祉施設の概要を
改めて復習し、基礎的な知識を定着

演習課題②(第９~１１回)

※第８回は、支援計画の立案に関する講義と演習を行う

担当施設を利用する児童やその
家族の特性と支援上のポイント
を発表

担当施設が利用する児童やその
家族を支援していく上で連携が
必要となる関係機関と連携した
際の支援内容を発表

7

仮想事例や支援計画を作成するために
必要な基礎的知識を習得

演習課題③(第１２~１４回)

担当施設を利用する児童とその
家族を想定した仮想事例を作成
して発表

上記の仮想事例に対する支援
計画を立案し発表
※支援計画には「児童の

意向」「保護者の意向」を
記載する欄が含まれる

8

これまでの課題を踏まえ、児童とその家族の
ニーズに応じた支援計画の作成方法を習得

授業で身につけさせたい専門性

9

保育者の実践現場で作成される計画書類
・幼稚園・保育所：年間計画・月案・週案・日案など

⇒クラスなど「集団」を対象にした計画が多い
・福祉施設：個別の支援計画

⇒１人ひとりの「個人」を対象にした計画

授業で示す支援計画の様式(児童自立支援計画研究会,2005)

には、本人と保護者の意向をもとに、各々の長期
目標・支援上の課題・短期目標・支援方法を記載

「個別のニーズに応じた支援」の専門性
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話題提供 松浦

授業の背景

• 勤務校：青森中央短期大学
– 人口３０万 定員１００名 市内に競合校有

– 奨学金利用者が多い

• 主な担当科目と配置時期
– 保育原理（講義） １年前期

– 保育内容総論（演習）１年前期

– 発達心理学（講義） １年後期

– 教育心理学（演習） ２年前期

日本特殊教育学会 第51回大会
自主シンポジウム

実習 後

実習 前

2014/9/22 1

実習前後での違い

• 実習前：知識の習得

– 一般的な親・子の育ち、相互作用

– 一般論に収まらない多様な親・子の存在

– 目に見えること、目には見えないこと

– 実習での体験を咀嚼するための「枠組み」

• 実習後：知識を実践へと結びつける

– 多様なケースへの対応を試みる体験

– ただし「出会ったことの無い人」の想像は苦手

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
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教育心理学のねらい
参考資料１

• 障害児の保育の質を担保するために

– 対象、配慮したい点：学ぶ内容は膨大

– 学生として学べる期間と状況は限定的

– 現実味を伴う学びを行うために

• 何を基礎として学ぶ
– 現象面にとらわれない：行動の背景を探る枠組み

• 何を実例として学ぶ
– 注意したいサイン：大人・子どもを含む言行不一致

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
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ポイント

• 基本的には授業時間内にて実施

• 「自分の枠にとらわれるな」

• 受講生は「保育者」として取り組む

– 個別ワーク：保育者として

– グループワーク・プレゼンテーション
：保育者集団、同僚として

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
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方法

• インテークシート配布～
個別ワーク
※参考資料２～３

• グループワーク～
プレゼンテーション

• まとめと振り返り～
感想記入・提出

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
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手続き１：個別ワーク
参考資料４～６

• インテークシート・
ワークシート配布

• 個別ワーク

– 見立て、対応を「仮に」
定める

– 行動の背景に目を向ける
「枠組み」を利用

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
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手続き２ー１：グループワーク

• ワークシートを継続的に用いて実施

• グループワークのポイント

– 意見の多様性を重んじる

• 真剣かどうか見極める

– その上で2点
• どう理解し

• どう対応するか…保育者として。

– プレゼンテーションすることを念頭に置く

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
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手続き２－２：プレゼンテーション
参考資料７

• 形式
– ６分（発表＋質疑）×４グループ（５名）
– ホワイトボード、演台あり

• マイクは途中から無し

• 内容
– 状況
– 見立て

• 誰の、どの行動に着目し、その行動をどう解釈したか

– 対応：複数の対応も可、ただし順位づける
– 予測：その結果、何が起こるか

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
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手続き３：まとめと振り返り

• プレゼンテーションの総括
• インテークシートの情報整理

– 見立ての例
– その理由

• 実践例
– 受講生の見立ての延長上に
– 受講生が見出さなかった情報を生かして

• 関連する情報提供
– 知能検査、障害の診断と保育者の立ち位置
– 障害に関する専門機関、連携上のポイント…など

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
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達成と課題

• 達成
– 各自が意見を持ったうえで学べる

– 教わったことの大切さや意味が分かる

– 意見を多人数の前で発表できるようになった

• 課題
– インテークの情報量を処理しきれない

• 個別ワークの進捗に個人差が大きい

– もっと詳しく知りたい
• 学べる情報量は少ない

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
10

今後

• インテークシートの改善

– 注目すべき点を盛り込みすぎない

– ケース数を減らす

• 一つのケースに向き合う時間を長くとる

– 受講生・教員共に

• 評価・採点方法の確立

2014/9/22
日本特殊教育学会 第51回大会 自主

シンポジウム
11

日本特殊教育学会　第52回大会 
　自主シンポジウム64

2014/9/22 
「保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性」

6



日本特殊教育学会　第52回大会 
　自主シンポジウム64

2014/9/22 
「保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性」

7



日本特殊教育学会　第52回大会 
　自主シンポジウム64

2014/9/22 
「保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性」

8



日本特殊教育学会　第52回大会 
　自主シンポジウム64

2014/9/22 
「保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性」

9



日本特殊教育学会　第52回大会 
　自主シンポジウム64

2014/9/22 
「保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性」

10



インテークシート

記入日： 2014年 4月 14日 記入者（上山田 徹）

●個人情報

本人氏名（小田 英二：おだ えいじ） 生年月日 ＿2014＿年  4 月 6 日  連絡先○○-※※(母携帯)

在籍 やまのこ保育園 ふきのとう組 (2歳児クラス 16名、担任 向田博之、松裏淳 先生)

保護者氏名（小田 博之(父)、希美(母)）     診断（  なし     ）※診断名があれば記入

●現在の状況～誰の気づきか、主訴、相談項目等

担任の松裏先生より

自分は、昨年度から持ち上がりで英二君とかかわってきた。英二君はとても言葉の理解力が高く、先生方だけ

ではなくて、お友達からも、言われたことにはきちんと従って「ハイ！」と素直に笑顔で応じていた。

しかし、ここ 2か月ほどの間、お友達や先生から「～しようよ」と誘われたりお願いされたりすると「イヤ！

えいじは○○する！」と強い口調で言うようになり、時には周りの人の手を振り払ったり、何度も誘ってきたお

友達の手を噛んだりするようになった。

※連絡を取っている機関

医療：○○クリニック(小児科)   福祉： なし   相談：なし    教育：なし

●園での生活(よいところ、頑張っているところ)

ご飯は残さず食べる。最近、砂場が好き。

月齢が下の子どもが多いクラスの中で、体の小さな子

を守ろうとする行動が昔からあった。

※以上、松裏先生より

簡単な内容の絵本なら一人で読めるよう。自由時間に

部屋の隅でにこにこして絵本を一人でみている。

※以上、向田先生より

●家庭生活(よいところ、頑張っているところ)

昨年末に弟が生まれた。母は寝不足。

お父さんは山が好きで、休みの日には必ずと言っていい

ほど英二君と二人で山に行って散策したりご飯を作っ

たり、虫を捕ったりしている(ただし、長時間ではない

よう)

英二君は、お父さんと山に行くのを楽しみにしている。

※以上、お母様から向田先生経由

●困難を有すること、苦戦していること

※本人が困っていること 保護者が困っていること その他の周囲が困っていることなど。【誰が】を区別して！

周りのお友達の「仲良くしたい」という気持ちが、本人にうまく通じない。

英二君が、周りのお友達から怖がられている。 (以上、両方とも、担任の悩み)

●今後の本人の課題 ※こうなってほしいという保護者の願い、本人の思い、等

英二君もお友達も、やりたいことがそれぞれ違うのは仕方がない。でももうちょっとやさしく表現してほしい。

（担任の願い)

英二のやり方がきつすぎてかかわれなくなるような周りの子の方がおかしい。そこまで誘いたくないから結局「怖

い」となっているのでは。真の友情が芽生えるなら、互いのやりたいことの違いを乗り越えて、一緒にやりたいこ

とを探せるようになるはず。まだ早いかもしれないけど。 (父の願い)

だって、えいじはえいじだから。(本人の話)

●今後の支援について ※助言を求める事項

英二君の気持ち、お友達の気持ちを、それぞれどう代弁して、両者の通訳をしていけばいいのか。

クラス全体の雰囲気づくりの中で、何かできることはないのか。 (担任)
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テーマ:ストレスにさらされた子どものケア―「おうちが火事になった」3歳児 

予習：「子どもとかかわる人のための心理学」第 3章 13「強いストレスにさらされた子どもたち」を読む 

復習：「グリーフケア」「障害受容」についても調べ、今回の授業の内容との類似点、相違点を整理する 

 

インテークシート 

記入日：  2014年  5月 26日  記入者（担任 加藤菜穂子） 

●個人情報 

本人氏名（臼井 明：うすい あきら） 生年月日 ＿2011＿年 7 月 24 日  連絡先○○-※※(母携帯)  

在籍 おおくわがた幼稚園 いちご組 (３歳児クラス 13名、担任 加藤菜穂子先生) 

保護者氏名（臼井 智(父)、眞子(母)）     診断（  なし     ）※診断名があれば記入 

 

●現在の状況：お母さんから 

先月、4月 25日に建てたばかりの自宅が火事になり、夫、私、明の三人は何とか逃げ出して生き残ることができた。

でも 7歳になったばかりの陽子お姉ちゃんは、押し入れの中で遊びながら眠っていたせいもあって、夫が助けようと

したけれど助けられなかった。 

あれから一か月が経ち、明は今元気に登園している。家では、一人この状況だからか私にやたら甘えてくる。ふい

に「ようこおねえちゃんは？」と聞いてくることがあり、私からは「雲の上に行ってね、明のことみてくれてるんだ

よ」と話すと「うん」と言っている。だがたまに続けて「どうして？」と聞いてくることがあり、私（母）は「どう

してだろうねえ」と言って泣いてしまう。夫は助けられなかったことを気にしているのか、前にもましてむきになっ

て一生懸命働いている。休みの日には、明と一緒に公園に行くことが多く、私は自宅で静養している。 

※連絡を取っている機関  医療：なし   福祉： なし    相談：なし   教育：なし 

●園での生活(よいところ、頑張っているところ) 

戦いごっこや、虫の図鑑が好きで、公園に行くと虫を見

つけてお友達や先生に見せるのを楽しんでいる。 

火事以降、ぼんやりとしてだれの話も聞いていないよう

な行動が見られる。ただ、名前で呼びかけるとちゃんと

返事をして話を聞くことができる（加藤菜穂子先生） 

●家庭生活(よいところ、頑張っているところ) 

鼻水が出たとき、ティッシュやハンカチで上手に鼻をかめ

る。ハサミを使って折り紙を丸く切り抜くことができる。

（母）。 

●困難を有すること、苦戦していること 

母：息子の明の中に、今回の火事のことについて消化しきれない思いがあるように感じる。言え、園生活を含めて、

何かできることがあるのでは、と思うが、どうしたらいいかわからない。 

 

●今後の本人の課題 

母：明が素直になれて、気持ちがすっきりする方法を見つけられたらいいなと思う。 

加藤菜穂子先生： 本人が、何年先でもいいので、今回の体験や気持ちについて誰かに語ることができたらいいなと思う。 

●今後の支援について ※助言を求める事項 

母：今、母親として明の「どうして？」という質問にどう答えていけばよいのか、どうしたらいいのだろう。 

加藤菜穂子先生：まず、悲しみを知ることや、悲しみと共に生きることで人間としての魅力が増すこともあるので

はないか。そのためにも悲しみを乗り越える意味をお母さんと共有したいがどのようにかかわればよいだろうか。 

次に、どんなことに注意して明君の様子を見ていけばよいのだろうか。まだ 3歳児だし言葉にしきれない思いがあ

るのだろうか。どんなサインがあるのか、情報があればできるだけ多く知りたい。 
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教育⼼理学 2014 ワークシート 

グループ     学籍番号        氏名     日付   月  日 

1-1 ⾏動の理解(自分の考え)︓誰のどんな⾏動に着目する︖ 1-1 この人はどんな人だろう(タイプ、経験、考え方)

  

 

 

 

 

 

 

 

1-2 この⾏動を「誰の」「どんなサイン」として読み取る︖

 

 

 

 

2 この人は、どんな人？  

グループ内の他の考え： 

 

 

結論： 

 

 

3 この行動を、「誰の、どんなサイン」として読み取る？  ※複数の人の、複数のサインも可 

 

4-1 保育者として「誰に、どう」かかわる？ 4-2 その結果「何がどう」なりそう？ 

  

5 他のグループの意見 6 講評メモ 7 感想 

   

体/脳の仕組み、本人の特性： 

気持ち： 意図/期待： 

行動： 

きっかけ： 

過去/経験： 文脈/状況： 
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教育心理学 2014 ワークシート 記入例①

グループ Z  学籍番号 99999999 氏名 井坂宗太郎 日付 4月 4日

1-1 行動の理解(自分の考え) 1-2 グループ内の他の意見

・ 生活の中で、寂しさを感じる場面が多い。

・ 頭いいのかも。→字を読める

・ 礼儀正しい。

・ いったん覚えたことは忘れにくい、かも。

・ 今の自分に満足してない。

・ 疲れてそう。

・ うまくいく方法が見つかったら、元気になりそう。

・ 私も昔こんなだった気がする(感想)

2 この人は、どんな人？ ※置かれている状況、もって生まれた特徴、今の心情、など

① 自分の考え：お話を聞くのが苦手な子。やさぐれがちな子。

② グループ内の他の考え：ルールをしっかり守りたい、目に見えるものだとよくわかる、根がまじめな子。

③ 結論：頑張りたいのに頑張る方法がわからない子。

3 この行動を、「誰の、どんなサイン」として読み取る？

① 自分の考え

秀光君の「もう、ほっといてよ」というサイン

  

② グループ内の他の考え

秀光君の「話についていけなくて悔しいよ」という

サイン

③ 結論

秀光君の「お話を分かるようになりたい、けど、どうしたらいいか分からないし、先生もどうせわかんないな

ら、もうほっといてほしい！」

4-1 保育者として「誰に、どう」かかわる？ 4-2 その結果「何がどう」なりそう？

お話をメインで進めなかった方の担任が、秀光君に、

その日されたお話やお集まりの内容をお手紙で渡そう

お話の中身や、お集まりに興味を持って覗きにこれる

かもしれない。その時、お話の中身を紙やホワイトボ

ードに書きながら話したら、お話が分かるかも。

5 他のグループの意見 6 講評メモ 7 感想

W グループ：まずは、秀光君が興味を持ち

そうな活動内容でお集まりをしたら？(秀

光君の安全は確保したうえで)→こっちか

ら秀光君に近づくのはなんかプレッシャー

が強すぎるんじゃないか？

Y グループ：こういう子は放っておく。近

づいてきたら、輪に入れてあげる。

～～を××してみよう。

○○から△△について聞いてみよう。

～～～～なタイプの子どもの気持ちを考

えると◆◆から始めてみたい。

先生の得意なやり方から、～～～を試して

みるのもいい。

グループ内で意見が違

ったけど、秀光君を応

援したい気持ちは一緒

だったので、納得でき

るところを探すことが

できた。

体/脳の仕組み、本人の特性：文字を読むのは得意。一人で時間を過ごす

のに慣れている。

気持ち：イライラする。悔しい。な

んで話聞けないんだろ…。

意図/期待：まだお話があるの？早

く終わって。どうせ怒るんでしょ。

行動：お集まり、特に話を聞く場面から抜け出す

きっかけ：お話が、思ってたよりも長く続くこと

過去/経験：みんなはお話を聞いてる。

僕はむずむずして堪えられない。

文脈/状況：みんなはお話を聞いて

る。僕はむずむずして堪えられない。
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プレゼンテーション講評用紙 

教育心理学 2014 

実施日時            総時間  

会場  プレゼンター  

 

備考  

 

プレゼンターから 聞き手から 

見せる 聞かせる 伝える(その他) 内心 反応 

     

個人・グループの今後に向けて「よさ」の観点からコメント 

 

日本特殊教育学会　第52回大会 
　自主シンポジウム64

2014/9/22 
「保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性」

16



仙台青葉学院短期大学 こども学科 相楽典子

話題提供
「保育相談支援」での実践

「保育指導」業務を支える原理並びに専門技術

（「保育の内容・方法に関する科目」演習1単位）

→保育所以外の施設においても展開されるべき

「匠の技」（無意識に展開されている支援）

可視化・体系化

保育士の専門性を生かした保護者支援業務
（保育所保育指針 2009年4月施行）

「保育相談支援」とは

2011年度から導入された新しい科目

保育指導

保育の専門性を生かした保護者支援

発達援助の技術
生活援助の技術
人間関係構築の技術
環境構成の技術
遊びを展開する技術

保育の専門性

日常性

保育の特性

指示
承認
解説
情報提供
助言
行動見本の提示
物理的環境の構成
体験提供 …

保育相談支援技術

ソーシャルワーク/ケースワーク

• 保育士等は、ソーシャルワークの知識や技術を一部活用
すべき。 （保育所保育指針解説書）

• ケースワークの原則

1．クライエントを個人として捉える。
2．クライエントの感情表現を大切にする。
3．援助者は自分の感情を自覚して吟味する。
4．受け止める。
5．クライエントを一方的に非難しない。
6．クライエントの自己決定を促して尊重する。
7．秘密を保持して信頼感を醸成する。

バイスティックの7原則

保育相談支援の展開過程

• 支援の前提

• 支援の開始

• 情報収集・情報交換

• 事前評価

• 支援計画の作成

• 支援の実施

• 経過観察

• 事後評価

• 終結

支援体制

・職員間の連携
・組織的実践

価値と倫理

「登園時間が遅い子どもの保護者へ

どのように声をかけるのか」

• 全国保育士会倫理綱領

• 保育所保育指針第6章
「保護者との対等な関係性」

「主体者としての子どもと親」
子どもの最善の

利益

実践を方向づける価値

対人援助における倫理
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事例を通して

• 4歳のFちゃんは、最近、担当保育士へのしがみつきが多

くなり、保育士が他児とかかわっていると、あとでその
子に意地悪することもあります。絵本の読み聞かせの時
も、保育士の膝にすわって邪魔ばかりしています。職員
会議で話し合い、兄を担当している主任保育士が母と面
接することとし、当面、フリー保育士をクラスに入れて、
担当保育士がFちゃんにしっかりかかわることができる
ようにしました。・・・（続く）

事例を通して、子どもの様子をしっかりとらえ、
背景を多角的に考える。

保育者養成課程で身につけさせるべき
障害児支援の専門性

保育相談支援で身につけるべきことは、

障害児支援を行う上で

（すべての子どもと関わるうえで）

必要不可欠な土台である。

倫理観、支援者としての価値、園での連携、
具体的支援方法、捉え方

（匠の技の可視化・体系化）

保育相談支援で身につけること

日本特殊教育学会　第52回大会 
　自主シンポジウム64

2014/9/22 
「保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性」

18



 
 

 
 

 

 
 

2 6  
 2 9  

 
 2 2  

6  
8  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2014 6  
1 147  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.1 n=147) 

 

 
11.6% 

 
 

47.6% 

 
 40.8% 

 

 
 

DVD  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日本特殊教育学会　第52回大会 
　自主シンポジウム64

2014/9/22 
「保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性」

19



 
 

 
 

DVD
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.  
2.  
3.  
4.  

 
1 2  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日本特殊教育学会　第52回大会 
　自主シンポジウム64

2014/9/22 
「保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性」

20



七木田 敦
広島大学大学院教育学研究科

附属幼年教育研究施設
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*

特殊教育学会第52大会自主シンポジウム
保育者に養成課程で身につけさせるべき障害児支援の専門性
2014年９月22日高知大学

本シンポジウムの問い

• 保育者になる学生たちが身につける障害児

• 支援の専門性は、養成校によって異なる

• 養成課程で身につけさせるべき障害児支援
の専門性を議論

• →障害児支援の専門性とは何か？

専門性とは何か

保育実習

保育内容
「言葉」
保育内容
「言葉」

保育内容
「人間関

係」

社会的養護

教育心理
学

教育心理
学

障がい児
保育

保育相談
支援

保育相談
支援身につけさせる

べき専門性

専門性とは何か

子ども
理解

保育実習

保育内容
「言葉」
保育内容
「言葉」

保育内容
「人間関

係」

社会的養護

教育心理
学

教育心理
学

障がい児
保育

保育相談
支援

保育相談
支援

短大保育者養成の課題

80名 100名
120名

平成16年 平成20年 平成24年

保育者養成の課題

• 保育者の「質」の担保をどうするか

• 高校進路指導の課題

• 離職率は本当に高いのか？

• 「子ども」の専門家という意識

• 障害児支援の専門性の課題
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*
Ｑ１ 「身につく」と「身につけさせ
る」
Ｑ２ 知識・技術以前の専門性をどう育
てるか？

Ｑ３ 短大の保育者養成の課題

質問は・
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指定討論

「気づき」から具体的支援に

日本特殊教育学会第５２回大会
自主シンポジウム６４

保育者に養成課程で身につけさせるべき
障害児支援の専門性

筑波大学附属大塚特別支援学校
高橋幸子

2

障害児支援の専門性とは

発達を
うながす

障害の特性に
配慮する

・感覚特性

・分かり方

・とくいなこと、
苦手なこと

・心

・体

特別支援教育教師の専門性とは？

• 「①使命感・献身性・自己研鑽・協働性②誠実と信
頼のロジック③教師の資質や力量は実践で形成④
学校をつくるのは学校、家庭、地域」 （藤田2008）

• 「教育者としての使命感、人間発達に関する深い理
解、子どもへの教育的愛情、教科等に関する専門
的知識、広く豊かな教養、実践的能力、教育内容・
方法の構想力など」（清水2003）

• 「複雑な教育的ニーズを抱える障害児を対象として、
優れた文化・科学・芸術を選りすぐって子ども一人ひ
とりの障害・発達・生活の実態に合致するよう翻訳
（翻案）する力量」 （清水2003）

「よりそう 想像する」
当事者でない私たちにできること

当事者（本人）の生きづらさ
保護者の思い（障害受容の難しさ）

私たちはほんの一時期の伴走者でしかない

教え導くことではない、本人の主体性をどう支
えるか どうエンパワメントしていくか

障害児支援の基本的姿勢 マインド

障害児支援者に求められるのは

「熱い胸と冷たい頭と逞しい腕」

子どもが好き 気持ちによりそえる

「どんな子どもでも愛せる」 マインド

学ぶ姿勢 子どもから保護者から同僚から
新しい情報から知見から・・

課題

養成機関は、「なにを」「どのように」育てて送り出すか

気づき
具体的支援

引用・参考文献
・「保育士のための気になる行動から読み解く子ども支援ガイ

ド 」平澤 紀子・山根 正夫・北九州市保育士会(著)藤原

義博(監修)学苑社 ２００５

・｢保育の場における「気になる」子どもの理解と対応―特別支
援教育への接続」本郷一夫著 ブレーン出版 ２００６

• 秋田喜代美（2003）：子どもの危機への支援－これからの専
門職に求められるもの－、発達93号、ミネルヴァ書房、pp2
～8

• 藤田英典（2008）：教育基盤の変容と教職の専門性、特別課

題研究プロフェッションとしての教員養成に関する総合的研
究、日本教育学会第66回大会報告、「教育学研究」第75巻
第1号、pp66～69
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