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問　　題
保育の場において障害児保育が公的に保障されはじめ

たのは、1970年代である。それ以後、知的障害を持つ自

閉症、知的障害、脳性麻痺などの重度の機能的な障害を

持つ子どもたちの保育についての研究や実践交流が盛ん

に行われるようになった。また、保育をめぐる問題解決

のために、心理の専門家（心理相談員）を保育現場に招

くといった巡回相談の制度も徐々に整備された。

1980年代になると、相談の対象となる子ども像に変化

の兆しが表れた。障害とは言えないけれども何となく気

になる子に関する相談が増え、それに伴い、心理相談員

は、障害による機能的な特徴よりも保育方法に関して助

言を求められるようになった（1992、西本）。当時の発

達障害研究においても、機能的な障害は軽度の発達障害

の存在に光が当てられるようになり、障害を通常の発達

の延長線上に位置づける方向へと変化した（2000、杉山）。

今日に至るまで、軽度発達障害児への注目と相俟って気

になる子の保育をめぐる問題には、保育者から高い関心

が寄せられている。

ところで、気になる子、とは保育者にとって気がかり

に感じられる子、を意味する。どう気がかりなのかとい

う実態についてはさまざまだが、保育の営みは保育者と

子どもの関係性の上に成り立っているため、基本的には、

保育者あるいは子ども同士の伝え合いのためのやりとり

ができない子、という捉え方ができる。たとえば、保育

者が関わろうとすると逃げる子、場面や周囲におかまい

なしに話しかける子、できるのに関わろうとすると「ダ

メ」という子、周囲をしらけさせてしまう子、みなと一

緒に話しを聞けない子などを例にあげることができる

（1992、藤崎・浜谷・西本・常田）。

子どもと保育者の伝え合いがしっくりいかないことの

背景を探ってみると、子どもに内在する問題（発達の歪

みや軽度の発達遅滞）だけでなく、保育環境（騒音、ク

ラスの人数や教室の広さなど）や保育の取り組み（保育

者の配置と役割、保育活動、教材、カリキュラムなど）

の問題、さらには、家庭環境（子どもに対する養育機能）、

の問題も絡んでいることが多い。言い換えると、気にな

る子、というのは、子どもの発達、障害、保育、家庭の

どれがどのように絡んで問題状況を引き起こしているか

わかりにくい子、とも言える。実際、子ども像をすっき

りと描けないために、問題の所在がつかめず、悩みの解

決の糸口が見出せない保育者は多い。重度発達障害であ

れば、医療機関における診断が一つの手がかりになるが、

どこまでが障害でどこまでが環境による歪みなのかわか

りにくいため、診断結果を直ちに保育に生かし切れない

ことも多い。

診断のための代表的な尺度として、DSM-Ⅳ、ICD-10

などの国際的診断基準があげられる。この基準では、い

くつかの異なった軸で児童期の発達障害について診断す

るため、ともすると１人の子どもに複数の診断名がつく

事態が起こる。たとえば軽度発達障害には、高機能広汎

性発達障害（HFPDD）、学習障害（LD）、発達性協調性

運動障害（DCD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）など

が含まれる。それぞれ、認知や行動や学習特性など、異

なる軸によって診断されるため、診断の重なり合いが当

然生じる。実際にあった例だが、普段は自閉性障害だが、

活動すると注意欠陥多動性障害になり、学習場面では学

習障害だ、というように専門機関で説明され、どう保育

したらよいか全く分からない、と語った保育者がいた。

そこで、心理相談員としても、気になる子を発達障害

という医学概念ではなく、保育概念としてとらえること、

そして、保育者が子どもの何について気がかりに思い、

どう保育対処したのか、という実態把握をふまえて保育

支援（コンサルテーション）を行うことを心がけねばな

らない。

本研究では、保育を支援する心理の専門家（巡回相談

では、心理相談員）として、子どもを診断するだけでは

子どもを育てることにはならず、育てるために保育にお
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いて何ができるのかを考える、という観点から、保育者

は、子どもの何が気になり、そうした子どもの保育にど

のように取り組んでいるのか、という２点を整理した上

で、心理相談員としてコンサルテーションを行う際の課

題を吟味することを目的とする。

ところで、保育者が保育を振り返り、保育課題を検討

する機会に保育研修会があげられる。今回、筆者が講師

の１人として担当することになったＸ自治体（都道府県

単位）で行われた「気になる子」をめぐる保育研修実践

（障害児保育課程）をとりあげる。そして、先に挙げた

２点について、研修に先立ち実施した事前アンケート結

果および当日行われた実践交流の成果をもとに、検討す

る。

保育研修という機会をとらえて今回気になる子につい

て検討するのは、第１に、アンケート結果がどのような

保育者意識によって導かれたのかを、当日の実践交流を

通して、具体的に把握することができると考えたこと、

第２に、アンケート結果を事前にフィードバックするこ

とにより、それをふまえて実践交流において参加者が自

らの保育課題を意識化し、事例に対する保育のふりかえ

り（保育者としての関わりを意識化し、それを子どもの

育ちと絡めて考察すること）を深めることができるので

はないか、と考えたことによる。

本研修会は、さまざまな市町村単位の自治体の保育者

が参加する研修会であるため、異なるシステムの中で行

われる保育の実態を参加者が知ることで、子どもと個々

の保育者とのかかわりという２者関係に注目しがちな保

育者に、園全体あるいは園外へと目を向ける契機を提供

することができると考えられる（2005，藤崎、木原）。

このように、研修会での協働による検討は、互恵的な学

びを通して保育をふりかえることで実践の場から問題を

発想することを促し、そのことが保育者として、反省的

実践家（Schön,1983）として育つの契機を与えてくれる。

心理の専門家としても、専門性の異なるこうした保育者

と協働することにより、自らのコンサルテーションをふ

りかえり、実践的課題を吟味する機会となり得ると考え

た。

研修実践の構成
保育研修は２日間行われた。１日目のテーマは、「障

害児保育の意義」、２日目は「気になる子ども」であっ

た。１日目は、別の講師が担当した（同講師は、２日目

の実践交流のグループも担当した）。

筆者が担当した２日目の講習会の流れは次の通りであ

る。まず、「気になる子ども」について、講義の中でア

ンケート結果を報告した。ついで、アンケート結果をも

とに、気になる子どものタイプ分けを行い、タイプ別に

小グループに分かれて実践交流した。

アンケート結果からは、発達が気になる、とされる事

例が多くあがったため、発達の問題をさらに３つのグル

ープに分け、全体として９つのグループを構成し、当日、

どのグループで実践交流を希望するかを調査した。その

結果、各グループがだいたい同数なるように人数調整を

行った上で実践交流を開始した。実践交流の発表は、A

～Eの５グループとF～Iの４グループの２つに分けて行

った。筆者は、最初の５グループを担当した（詳細はグ

ループ別実践交流の項参照）。

参加者：X自治体に所属する市町村の公立保育園の保育

者53名（15自治体）

保育歴：１年３ヶ月～34年３ヶ月（中央値13年４ヶ月）

職　種：保育士52名（内，園長４名，主任９名），看護

師１名（主任）

アンケート項目と分析方法
最近の保育において，「気になる子」を，３事例まで

思い起こしてもらい，各事例の気になり始めた年齢（所

属クラス年齢），子どもの様子について選択欄から選ん

でもらった。ついで、記載した各事例についてそれぞれ

保育上配慮したポイントを選択欄から選んでもらった。

なお、アンケート項目は、馬場禮子・青木喜久代・矢

野由佳子（2002）が保育者を対象として心理臨床研修を

行う目的で作成した項目に、上記の視点を取り入れたほ

か、発達的観点を取り入れるなどして変更を加えた。項

目は、表１の通りであった。

分析にあたって、各項目の選択数をまとめるだけでな

く、自由記述ならびに実践交流会における発話を参考に

しながら分析した。

アンケート結果
１）気になる子の事例の全体的特徴

53名の参加者すべてが１つ以上の事例について記述し

た。事例の総数は、129事例であった。１人あたり３事

例が最も多く（52％）、２事例がそれに続いた（37％）。

これにより、保育者の身近に気になる子が複数事例存在

することが分かった。

年齢別（クラス）の事例数は表２のとおりであった。

２歳児、３歳児が最も多く、１歳児、４歳児、５歳児が

続いた。０歳児は最も少なかった（x2検定，p<.01）。

２歳児クラスは、ゆったりした保育体制が保障されて

いる乳児クラスの最高学年である。幼児クラスになると、
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担任１人あたり倍近い人数の子どもを見る体制となるた

め、保育者は、生活習慣の獲得やことばの理解を促し、

子どもの自立を図ろうと考える。そうした保育者の意識

を反映して、やりとりができない子、一斉保育の課題が

できない子など、幼児クラスへの体制で集団についてい

けるかどうか、という観点から、気がかりに思える子が

いる、ということが実践交流グループ(C)の討論から分

かった。

３歳児クラスになると、転入してくる子どもが多く、

そうした子どもの中に気になる子を発見することがある

ということも実践交流で語られた。一方、保育者は言及

していなかったが、心理相談員としては、在園児につい

ても、自我獲得の時期を迎え、これまでおとなしかった

子が自己主張をし、保育者に反抗する、といった発達的

変化を見せ始め、保育者にとって集団保育が難しいと感

じることが多いため、気になる子の比率が高くなるので

はないかとも考えた。

２）気になり始めた年齢と問題

表３は、気になる問題を年齢クラスごとにまとめたも

のである。

全体を見ると、発達、パニック、落ち着きのなさ、家

庭環境、乱暴の順に出現頻度が高く、対人緊張が高いな

どの対人面での問題は最も少なかった。とくに、発達面

の問題が顕著である（x2検定，p<.01）ことから、保育者

は子どもたちの発達について最も気がかりに感じている

ことが分かった。実際に保育では、たとえば同じ年齢で

も、月齢の低い子と高い子に応じた遊び場の空間構成や

遊べる人数を考えつつ環境設定を行っているが、これは、

子どもたちがどのように育っていくか、という発達のイ

メージを保育者がしっかり持っていないとできない。そ

のことから逆に保育者は、日々の保育の営みにおいて、

イメージした発達の道筋で育っていない子に敏感であ

る、といえるのだろう。

つぎに、保育者の気になり始めた年齢別に、問題を自

由記述を含めて整理すると、以下の通りとなった。

０歳児：運動面が心配である、目と目が合わないなど

発達面での問題を感じる比率が高かった（x2検定，p<.01）。

自傷行為などの情緒不安定なパニックや対人関係が気に

なる、という比率も高かった。

１歳児：乱暴が気になる、という事例（物を投げる、

叩く、友達をつきとばす、噛む、つねる）が増えた（x2

検定，p<.01）。発達面では発語がないことや落ち着きの

ないことが気になる、という事例も多かった。対人面で

は、物に対するこだわりが強く、人との関係が希薄であ

る、といった自閉的傾向のある事例があがった。

２歳児：落ち着かない、パニックをおこす、家庭環境

が気になるなどの事例が多かった。１歳児と比べて、家庭

が気になるという事例が増えたのが特徴である（x2検定，

p<.05）。発達が気になる事例の７割、乱暴が気になる事

例の６割は家庭も気になるという事例であった。保護者

との連携がうまく行かず、悩む事例の多いことが伺えた。

３歳児：発達が気になる事例が顕著に多かった（x2検

定，p<.01）。大半は、コミュニケーションがとれない、

という事例であり、そのうちの４割は落ち着きのない子

どもであった。パニックを示す事例も多かった。
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表２　気になり始めた年齢クラス別事例数

クラス ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

事例数（%） 9（7） 21（16） 34（26）** 36（28）** 16（13） 13（10） 129（100）

クラス
問題 発達 乱暴 落ち着きない パニック 対人関係 家庭環境 計

０歳 37.9** 6.2 12.4 24.9 12.4** 6.2 100.0

１歳 20.6 22.3** 18.4 14.2 14.2** 10.3 100.0

２歳 17.0 10.2 21.4 21.3 8.7 21.4* 100.0

３歳 31.9** 9.9 18.9 18.8 5.8 14.7 100.0

４歳 22.1 16.8 11.1 19.4 11.1** 19.5* 100.0

５歳 11.2 25.2** 22.3 16.5 5.4 19.4* 100.0

全体 23.5** 15.1 17.4 19.2 9.6 15.2 100.0

表３　気になり始めた年齢と問題の内訳（％）

注：** p<.01
** p<.05
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４歳児：発達の問題と並んで、対人関係や家庭環境が

気になる事例が増えた（x2検定，対人関係 p<.01，家庭環

境 p<.05）。発達の問題のほとんどは、コミュニケーショ

ンがとれない、という内容だが、３歳児とは違い、４歳

児の発達の問題のうち、５割は家庭環境も気になる子ど

もであった。対人関係の問題では、自閉症を連想させる

こだわりのある事例があがった。

５歳児：発達の問題が減少し、乱暴、落ち着きのなさ

など、集団を混乱させるような行動面の問題をあげた事

例が多かった。特に、乱暴な子が増加しているのが特徴

であり（x2検定，p<.01）、その半数は家庭環境に問題が

ある、という事例であった。

以上のように、保育者は、気になり始めた年齢ごとに、

問題点を整理してとらえており、改めて保育者が子ども

の発達に敏感である、ということが示された。問題別に

見ると、０歳と３歳、という入園児の多い年齢クラスに、

発達の気になる子どもを発見することが分かった。また、

２歳児クラスと、４・５歳児クラスにおいて、家庭環境

が気がかりな事例が多い、という傾向も見られた（x2検

定，p<.05）。２歳児は、生活習慣の獲得の時期であり、

４・５歳児は、生活面での自立と自律的な仲間関係を築

く時期である。発達面での大きな節目の時期に、保育者

は保護者との協働がうまくいかない事例を抱えることが

多いようである。特に、５歳児クラスは、就学を目前に

した学年である。実践交流でも保育者として、子どもの

集団参加の様子から、普通学級での集団生活ができるど

うかに気がかりを抱き、それをどう保護者に伝えるべき

か悩むことが多い、という実態のあることが語られた。

３）気になる子に対する保育対処

３－１）全体傾向

気になる子の保育に関する、アンケート結果を園内対

応と園外連携に分けて、全体傾向を示したものが表４で

ある。

表４から分かる通り、園内対応が81％を占め、気にな

る子を巡ってなかなか外部支援を求められない現状が浮

かび上がった（x2検定，p<.01）。園としては外部支援を

求めるには、保護者の同意が必要な場合がほとんどであ

るが、特別なケアの必要な子として保護者に納得しても

らうのは容易ではない。また、個人差の大きい幼児期に、

専門機関を受診したとしても、経過観察となる例や専門

医がいないため診断できない、とされる場合が多く、問

題なしと見る保護者と気になると訴える園との関係がか

えってうまく行かなくなる恐れがある。そのため、園も

外部機関を紹介するのに慎重になるのではないかと思わ

れる。

園内対応では、個別に対応できる時間を設ける事例が

多かった（x2検定，p<.01）。しかし、運用形態としては、

週３日、10分から30分程度が限界であることが、実践交

流において紹介された。ついで多かった保護者との面談

は、外部機関への紹介や巡回相談の依頼などについて、

保護者の了解を得たいときには、園長が対応している例

がほとんどであった。園内連携の例では、保護者が子ど

もの障害に気づいていない場合、担任と保護者の関係が

壊れないように、医療的なことについては看護師が相談

を開始し、ついで、担任が保護者と相談して園長との面

談へつなぐ、連絡帳は、文字で書くと誤解されかねない

ので、重要な事柄は必ず面談か、保護者による送り迎え

の際に直接話すといった対応が実践交流で紹介された

（グループ別実践交流　Ｃグループの項参照）。

３－２）年齢別の保育対処の内訳　

年齢別に見た保育対処の内訳は、表５の通りである。

気になり始めた年齢による違いはほとんどなく、個別保

育の時間をとる、という対応が最も多く、面談がそれに

続いた。最も大きな特徴は、園内検討の機会が、乳児ク

ラスと比較して幼児クラスにとりわけ少ないことであ

る。乳児クラスは、手厚く保育者が配置され、子どもの

午睡時間も長いため、気になる子どもの保育について話

し合いの時間を持つ余裕がある。しかし、幼児クラスに

なると20名、30名の子どもを１人の保育者が見る体制と

なり、５歳児になると午睡時間も短くなる（なくなる）

ため、検討し合う時間がなくなる、という事情があるよ

うだ（実践交流会、Cグループの項参照）。
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表４　気になる子どもに対する保育対処（％）

園　内　対　応 園 外 連 携
計

個別時間 個別計画 個別担当 事例検討 連絡帳 面談 計 機関紹介 専門家相談 計

25** 6 6 11 14 19 81** 7 12 19 100

注：** p<.01
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グループ別実践交流
研修実践の構成の項に記したように、９グループに分

かれて実践交流を行った。アンケートでは、発達の問題

の選択率が高かったため、内容に即してのさらに次の３

グループに分けた。A.ことばのやりとりができない子ど

も、B.身体活動・指先を使った活動が苦手な子ども、C.

発達全体が気になる子どもである。事前のグループ分け

の段階では、発達全体が気になる、という主訴が巡回相

談に寄せられることが多いため、保育者としての悩みを

交流し、問題を吟味する機会を作りたい、と考えて設定

した。残りの６グループは、D.こだわりの強い子ども、

E.乱暴な子ども、F.多動な子どもや集中することのでき

ない子ども、G.パニックになりやすい子ども、H.対人緊

張や分離不安が強く対人関係面で気になる子ども、I.親

子関係で気になる子どもであった。

実践交流では、C.発達全体が気になる子どもとF.多動

な子どもや集中することのできない子どもの希望が多

く、これらのテーマへの関心の高さが伺われた。グルー

プ別交流会は、講師２名で担当を分担した。ここには、

筆者が担当したA～Eグループの実践交流での発表の概

要を紹介する。

グループ別実践交流は、13：15から16：30までの３時

間15分行われた。前半、15時30分までは実践交流とし、

残り１時間を５グループ全体の発表と質疑応答にあて

た。発表の形式は、OHP、紙芝居、寸劇などいずれの方

法でも可、とした。

１）Aグループの実践交流「ことばのやりとりができな

い子ども」

自閉的な子の事例を中心に、次の通り保育の取り組みの

成功例を中心に実践交流が行われた。当該児が気になり

始めた２歳児クラスでは、一方的なことばかけが多く、

受け答えはオウム返しであった。発音もはっきりしなか

った。運動発達や物の操作については問題が感じられな

かった。クラスでは集団に参加しようとせず「集団にい

ることに苦痛を感じている」と保育者には思われた。そ

こで、保育方法としては、当該児にはことばかけをわか

りやすく簡単にする、絵を使って視覚的に提示すること

を念頭におき、実践した。また、地域の専門機関のST

（言語療法士）と連携をとり、直接保育者が指導を受け

たり、保育のポイントについてのアドバイスをもらうこ

とができたことによって、問題状況を解決することがで

きた。

以上の報告から、専門機関の持っている障害児教育の

専門的な技能を保育者が学ぶことの意義を再確認するこ

とができた。

２）Bグループの実践交流「身体活動・指先を使った活

動が苦手な子ども」

療育施設に通所している肢体不自由児の事例につい

て、療育施設と協働しながら保育した際の工夫や園内連

携のポイントを中心にOHPを用いた報告がなされた。事

例の担任は、当該児の通所している施設を見学し、教材

を次のとおり紹介してもらい、保育に導入した。スポン

ジをちぎったものを用意し、ピンセットでつまませる、

ティッシュボックスに穴をあけた棒さしや（３本から始

め、20本まで段階的に）、コイン落とし（段階的に穴を

狭くする）など、指先の巧緻性を高める教材を工夫した。

当該児は、手先が自由にならないことでイライラするた

め、園での制作ではバネつきばさみや折り紙には折り山

を線でひいたものも用意した。また、指示は絵カードを

併用した。この他、視覚刺激が興奮の引き金になるので、

保育室とは別の落ち着ける部屋を準備した。

園内では、毎月会議に事例を出し、子どもの発達に合

ったレベルの課題をさせ、苦手意識をなくすよう工夫す

る手だてについて検討しあった。家族には、できたこと

を伝えるようにした。発達は順を追っていかないと進ま

ないため、ときどき、療育施設のＯＴ（作業療法士）に
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表５　年齢別の保育対処の内訳（％）

保育 園　内　対　応 園　外　連　携 計

クラス 個別時間 保育計画 個別担当 事例検討 連絡帳 面談 計 機関紹介 専門家相談 計

０歳 20 3 9 12 15 20 79 6 15 21 100

１歳 22 11 3 14 17 16 83 6 11 17 100

２歳 22 6 6 14 14 21 83 7 10 17 100

３歳 27 6 4 9 15 17 78 9 13 22 100

４歳 32 7 9 9 7 18 82 7 11 18 100

５歳 25 3 3 8 19 20 78 8 14 22 100
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園内検討会に参加してもらい、助言をもらいながら保育

を進めた。

Aグループ同様に、専門技能を療育機関から学んだこ

とによる保育の成功例であった。具体的な紹介が多く、

実践交流の参加者には好評だった。

３）Cグループの実践交流「発達全体が気になる子ども」

グループ参加者の事例を総合し、保育の取り組みのポ

イントをまとめた発表がなされた。

乳児クラスは、保育者が比較的手厚く配置されている

ため、子どもの問題（やりとりの難しさ、生活習慣の自

立の遅れなど）を発見し、早期に対応することができる。

ところが、幼児クラスになると、１人の保育者が見るべ

き子どもの人数が増えるため、保育者が忙しく、問題の

発見が難しい、という現状についての気づきが紙芝居形

式で紹介された。

保育者が問題に気づいた場合、次のような留意点が語

られた。まず、入園したばかりの時点では、保護者と担

任の間に信頼関係ができていないので、１年かけてじっ

くり保護者と関わる覚悟を持つ。園内会議（月２回程度）

に事例を諮る場合には、限られた時間なので担任が積極

的に気になる子の話題を出すようにしないと、検討して

もらえないことに留意する。保育体制では、保育者加配

がないと、個別対応することができない。保育者加配が

ない場合でも、最低限、朝の自由遊び、制作の時、夕方

の自由遊びに個別に関わるようにしているが、１日10分

から30分のことも多く、毎日続けるのは難しい。連絡帳

は、延長保育、特例保育の時に、保育者が交替する際の

連絡として活用している。しかし、保護者との関係では、

文章で伝える難しさもあるため、実際に会った時のコミ

ュニケーションを第１に考えている。外部との連携では、

専門機関を紹介しても、保護者は予約のみで終わる例も

多い（療育機関、医療機関は、障害を前提とした治療機

関であるため、保護者の抵抗感が強い）。また、専門機

関を受診しても結果は、保護者を通してしか確認できな

いので、結果が分からないことも多い。一方、巡回相談

は、直接保育者が相談するチャンスを得られるため、役

に立つことが多い。また、過去の巡回相談を契機に、そ

の後の問題発生時にも継続的に相談する機会を作ること

ができる。

以上のような保育者の連携方略を知ることで、心理相

談員としては、コンサルテーションを保育に活かす手だ

てについての示唆を得ることができた。

４）Dグループの実践交流「こだわりの強い子ども」

年齢クラスごとに、こだわりの強い子どもの事例が紙

芝居形式で紹介された。事例におけるこだわりの意味は、

実はさまざまな内容を含んでいることが分かった。

１歳児クラス（やりとりができず、こだわりのある

子）：ことばは出ているがやりとりにはならず、視線も

合わない子であった。遊ぶ玩具にこだわりがあり、決ま

ったブロックと電車でしか遊ばなかった。クラスには気

に入らないとすぐにかみついてしまう子がいたため、担

任は個別保育する時間をとれない悩みを抱えていた。園

生活での過し方についての問題意識を保護者と共有する

必要があると考え、園長、担任を交えて面談した。

２歳児クラス（虚構の世界へ逃避する子）：生活場面

の切り替えがスムーズにできない子であった。虚構の世

界、たとえば、ターザンや恐竜になりきったら、そこか

ら抜け出せない状態が気になった。虐待が疑われる子で

あったため、フリーの担任が担任の代わりを務め、担任

が当該児を個別に担当する体制をとった。

３歳児クラス（場面の切り替えが難しい子）：４月に

転園してきた子で、場面転換時の切り替えができず、切

り替えを促すと泣いて動かなかった。４月～６月はフリ

ーの担任が補助に入り、担任をサポートした。

４歳児クラス（やりとりが難しく、乱暴な子）：保育

者の話を最後まで聞かないなど、やりとりの難しい面も

あるが、楽しかった経験は話せる子であった。虫にこだ

わったり、思い通りにならないと暴力を振るったりする

問題行動が見られた。27名のクラスに障害児が４名おり、

担任は保育に困難を感じていた。園長、担任を交え、保

護者と面談し、本児のよいところを認めつつ、保育課題

を１つずつ共有しながら進めて行った。その後、専門機

関との連携も進んだ。

５歳児クラス（ルールの守れない子）：ルールが守れ

ず、集中できないため、一斉保育の参加は困難な子であ

った。友達の鼻と口を押さえたことに対し、「くさかっ

たからかわいそうだと思った」と言い訳するなど、事の

是非を理解していないことが気になった。ドラエモンの

世界に浸ると、友達の本当の名前を言わず、代わりに

「きみはジャイアン」と言った。当該児を無理に集団に

入れないようにし、クラスの枠を超えて、園長のフォロ

ーも得つつ、他のクラスにも参加できるようにした。園

長、担任、他クラスの担任が保育する視点を統一して保

育にあたった。

以上のように、保育者としてこだわりが気になる事例

には、広汎性発達障害（１歳児の事例）や軽度発達障害

（４歳児の事例）が疑われるものの他に、虚構の世界に

逃避するなどの情緒的な問題を抱えた事例（２歳、５歳

の事例）が該当することが分かった。保育対処としては、
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いずれも園内連携の構築が大切であることも分かった。

５）Eグループの実践交流「乱暴な子ども」

最初に、子どもの落ち着きがなく、乱暴を振るうこと

の背景に、保護者が子どもをかわいいと思えず、子育て

する余裕のないことも珍しくないという危惧が語られ

た。その上で、家庭での人的経済的生活基盤が弱く、子

育てできない親に対する保育の取り組みについてＯＨＰ

を用いて次のとおり紹介された。

２歳児クラスの子どもは、一番になることにこだわり、

それが叶わないと暴力を振るった。そうした暴力は、自

分に自信の持てないことの表れであると思われた。そこ

で、順番を待つことができたときに保育者がとてもほめ

るようにしたり、保護者には子どもをかわいいと思って

抱きしめてあげるよう助言したところ、親子関係が変化

し、当該児の一番に対するこだわりは自然になくなった。

こうした乱暴な子への対応の難しさは、当該児だけで

なく、クラス全体が落ち着かなくなり、それが当該児の

乱暴な行動を誘発する、という悪循環を生むところにあ

る、という指摘もなされた。クラスに気になる子は４～

６人いるうち　、乱暴な子は、１クラスに２～３人にな

る、という現状において、クラス運営の難しさを何とか

打開する方法はないのか、というのが参加者の共通課題

であった。５歳児クラスで学級崩壊に陥った事例では、

看護師が医療機関とのネットワークを通して専門機関と

の連携を模索し、ＳＴなどの専門職の巡回を依頼したこ

とによる成果が紹介された。

以上のように、外部支援を得ることで、保育課題を整

理し、保育方針を立て直すきっかけが得られることが分

かった。

考　　察
まず、今回実施したアンケート結果から分かったこと

は、保育者は、年齢クラスごとに問題を敏感に感じ取っ

ているが、それに対応した保育がとれない、という意識

を持っているという点である。気になる子は、公的制度

における障害児等措置の対象外に置かれることが多いた

めに、外部支援を求めにくい現状がある。一方、園内の

通常の人員配置では手が足りず、個別対応することもで

きない。また、ローテーション勤務が多く、勤務時間が

揃わない幼児クラスでは、事例を園内で検討する時間も

とれない。インクルージョンやさまざまな保育サービス

が制度化される現代において、保育者の直面しているこ

うした問題を解決するための公的支援制度が必要とされ

ている。

次に、実践交流においては、事前に筆者がアンケート

をもとに、子どもの問題タイプ別に行ったグループ別交

流をとおして、以下のとおり、心理相談員とは異なる保

育者の問題意識のありように改めて気づかされた。

第１には、「気になる子」の定義である。保育者は、

「気になる子」を、軽度発達障害児だけでなく、広汎性

発達障害（PDD）や肢体不自由を伴う重度発達障害児ま

で広く含めた概念として捉えていた。やりとりができな

い、手先が不自由である、という発達の問題は、乳児期

からの保育を担う保育所では、特別な問題というよりも、

個人差の大きな乳児期にありがちな通常の発達課題の範

疇として、保育者が取り組んでいるのだろうと思われる。

言い換えれば、どの子どもも何らかの発達上の気がかり

を抱える存在として受け入れているとも言える。

そうした意識の一方で、通常の保育の取り組みに限界

も感じており、保育を進める上で、専門機関による特別

な技術的な援助指導が役に立ったことが分かった。今後、

専門機関から技術面での道具的支援や障害に関する情報

的支援を得ることで、障害に応じた保育のノウハウを蓄

積できるような相互交流のシステム作りが必要である。

第２には、発達の問題へのアプローチの仕方である。

発達全体が気になる、という保育者は多数いたが（Cグ

ループ）、実践交流会では、発達の問題に応じた保育実

践の紹介ではなく、保育体制の課題、保育の留意点、保

育者同士の連携方略などについての交流が中心となっ

た。ここから、保育者は、あくまでも保育という専門性

に基づいて子どもの発達の問題にアプローチしようとす

るが、心理相談員は、当該児の発達像と保育環境のアセ

スメントを行い、問題状況を整理する、という心理とし

ての専門性によってアプローチする、という違いのある

ことが分かった。実際の問題解決においては、保育と心

理の専門性を絡めつつ、アセスメントに基づいて保育実

践を進め、そこから浮上した課題をもとにアセスメント

し直し、再び実践する、という連関から事例をふりかえ

ることが必要不可欠である。保育者と相談員が協働する

意義は、そうした連関を促すことにあることが分かった。

第３には、こだわりの意味である。事例の主訴として、

こだわりの強さをあげる保育者は多い。しかし、それが

意味する問題状況は、物へのこだわり、虚構の世界への

こだわり、場面の切り替えができないこと、やりとりが

できないこと、ルールが守れないことなど、一括りにで

きない多様な状況を含んでいた。敢えてまとめるとする

ならば、保育者が関わろうとすると、子どもが何かにこ

だわって、それに抵抗するという問題状況を指している

のではないかと思う。これも保育の取り組みと絡んだ用
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語と考えることができる。

第４には、乱暴な子のもたらす問題である。保育者は、

当該児の問題であるという以上に、クラス全体の混乱へ

と波及することの問題状況を大きく認識していた。心理

相談員として、集団保育という視点から当該児の問題を

整理し、保育支援していくことの意義を再認識した。

このほかに、気になる子の保育を巡り、保護者との面

談を重ね、外部の専門機関の支援を得ることに成功した

事例すべてに新しいネットワークの形成が関わっている

ことが分かった。実践交流では、外部支援として、心理

による巡回相談のみならず、地域の療育施設におけるST

やOTなどの専門職も巡回し、技術指導の他、園内検討

会において個別保育計画の助言なども行っていた。

先に取り上げた４つの保育者の問題意識を踏まえ、専

門機関や心理相談員がそれぞれの専門性を活かした支援

を行うことによって、園内の取り組みのうち６％にしか

満たなかった個別指導計画の作成が進むと思われる。

さらに、園内においても、フリーの保育者（通常は、

学年担当の主任の位置づけで配置されている保育者）や

園長を困難なクラスの担任の補佐として活用しているこ

とも分かった。これまで園長や主任などの役職の保育者

は、園全体の運営に関わる仕事をし、担任を補佐するた

めに保育に携わる、という発想は少なかったように思う。

役職に応じた固定的な役割ではなく、クラス運営の実情

に応じた柔軟な対応を園全体の職員で行う、という新し

い発想での保育ネットワークの形成である。

以上から、園が療育機関の様な福祉専門職と保育の取

り組みを巡る連携の機会を模索したり、園内で保育の必

要性に応じた柔らかい役割分担のありようなどの新しい

動きが見られる中、心理の専門職としてもこれまで以上

に、１人ひとりの子どものみならず、保育者を支援する、

という発想を持つべきではないかと考える。

実践交流を通して、保育者は発達、こだわり、乱暴な

子の問題を、保育実践に埋め込まれた用語として理解し

ていることが分かった。集団保育のよさを生かしたイン

クルージョンを実践するためには、どのように保育者支

援できるか、心理相談員としての力量形成を図らねばな

らないだろう。実践交流で紹介されたように、今やクラ

ス集団の中に４人から多くて６人の障害児あるいは気に

なる子のいる時代である。巡回相談においても、単に保

育者を加配する発想でなく、加配することでどのような

クラス集団に変質するのかを考えつつ、保育者を支援す

ることの力量を、心理の専門家としても身につけること

が課題であろう。子ども１人ひとりの発達を保障するた

めには、保育者の問題意識を出発点に、心理相談員とし

て取り組むべき課題を整理することが求められていると

思う。
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