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Ⅰ.研究背景と目的 
 
 2007 年 4 月から正式に「特別支援教育」が実施され、通常の学級に在籍する特別な支援を

必要とする児童生徒への対応も積極的に行うものとし、2012 年の「共生社会の形成に向けた

インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」の中でも、特別支援

教育をインクルーシブ教育システムの構築の理念に基づきながら進めていく方針を固めた。

インクルーシブ教育においては健常児と障害児は分け隔てなく同じ場で教育を受け、必要な

支援がそれぞれのニーズに応じて提供されることとなる。ここでのニーズとは障害のことで

はなく、子どもの発達段階や学校生活、学習の特性に応じた教育的ニーズを意味し、学習環

境の物理的な整備や専門的な支援教員の配置、教育課程の改善などによってそのニーズに対

応していくことが求められる。 

特別支援教育へと教育システムが転換した際に、従来の特殊教育の対象となっていた知・

肢・病の障害に加え、通常の学校に在籍する発達障害が教育的な支援対象となった。文部科

学省(2012)の「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒に関する調査(以下、調査)」においては推定値で 6.5％の児童生徒が通常学校にお

いて支援ニーズを抱えていることが明らかになっている。しかし、実際の教育現場において

は推定値以上に多くの子どもたちが学習上又は生活上の困難を抱えている。 

通常の学級において、医師による診断はないが発達障害と同様の問題行動の見られる児童

生徒は「気になる子」と呼ばれ、特別な支援や配慮について明確な規定もないまま教育的対

応の難しさのみが問題とされている。同様に医療、保健、保育等の分野においても「気にな
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る子」、｢気がかりな子｣という類似の概念が存在している。しかし、｢気になる子｣という言葉

はそもそも法律用語ではなく、明確な定義は存在しない。研究領域や専門家の間でもその認

識は曖昧なまま使用されている。その結果、気になる点に関して職種間における支援ニーズ

の検討に違いが生じている。石倉・仲村(2011)も、保育者と教員の気になる行動の視点の違

いを示し、気になる子についての必要な情報の交換にズレが生じていることを指摘している。

結果、支援が引き継がれず途切れてしまい、長期的な支援の質を低下させている可能性も考

えられるであろう。教育の現場において、永井・相模(2003)は、多数の担任教師が学級集団

としてのまとまりを意識した結果、孤立している子やわがままな子を気がかりな子としてい

ることを示し、金谷(2009)も担任教師が学級のまとまりを壊すような行動に出る生徒に対し

て、本人の理解能力の欠如、集団意識の不足を理由に気になる子という言葉を使用している

としている。このように、多くの研究者から教師個人の主観が気になる子の判断に大きく影

響していることが述べられている。 

実際、教育現場においても気になる子への対策会議が開かれてはいるものの、解決に導か

れてはおらず、それどころか、回を重ねて行く事に教師の気になる視点が増え、気になる子

は増加の一途を辿っている。また、教師側の主観的視点で気になる子を判断することにより、

差別的な意味を含む可能性があると考えられる。通常の学級において支援ニーズのある子ど

もが多く在籍している現在の状況は、学級に在籍するすべての子どもにとって十分な教育が

保障されず、また、特別なニーズのある子どもにとっては、健全な成長発達すら阻害されか

ねない。 

特別な教育ニーズには子どもの成育歴や家庭環境、発達段階、学習上又は生活上の困難の

程度等の複雑な要因が影響を与えており、主観的な評価によって把握できるものではない。

また、現在、支援ニーズのある子ども達の、教育ニーズに関わる要因を包括的に評価するた

めの評価･支援ツールは開発されていない。近年では、子どもの QOL 向上の観点から、教育

的な対応を検討する動きがある。そこで、QOL 向上の観点から、支援ニーズを検討する必要

があろう。また、子どもの成長発達を考慮し、長期的に支援を検討していく必要があるため、

教育的評価と継続的支援を行うためのツールとしての記録が必要である。 

 

以上のことから、本研究は、法律用語でもなく、多分野において定義があいまいであった

気になる子という言葉を改め、支援ニーズをもつ子どもに関する新しい言葉を作り定義する

ことを第一の目的とする。また、支援ニーズをもつ子どもに対する教育的診断のための評価

と継続的支援を行うためのツール開発を第二の目的とする。 

 
Ⅱ．研究方法 

 
１.新しい言葉の定義 

(1) 資料選定基準 

医療、保健、福祉、教育の｢気になる子｣に関する研究のうち、以下の 2 点を満たすもの 

・気になる子の評価者と概念を明確に表記しているもの 

・医療職は医師、保健職は保健師、保育職は保育士と幼稚園教諭、教育職は小学校･中学校教

諭を評価者としているもの 
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(2) 抽出方法 

・期間：2000 年～2015 年の 15 年間 

・文献抽出の際に利用するデータベース： 

医学中央雑誌、CiNii Articles、J-Stage の検索エンジン 

 

(3) 言葉の定義 

 2015 年 6 月、特別支援教育の研究者 3 名と、現職教員 2 名、筆者を含む 6 名で、抽出し

た資料の概念を整理した上で、協議を行った。また、インクルーシブ教育の概念を取り入れ、

新しい用語の定義を行った。 

 

２.ツール開発 

(1) 資料選定基準 

・定義された言葉の概念に関連する尺度や指標などの研究文献 

・定義された言葉の概念に関連する文部科学省や厚生労働省の施策や会議等に関する資料 

・定義された言葉の概念に関連する各都道府県の教育センターや教育委員会等で作成された

チェックリスト 

 

(2) 抽出方法 

・期間：2000 年～2015 年の 15 年間 

・文献抽出の際に利用するデータベース： 

医学中央雑誌、CiNii Articles、J-Stage の検索エンジン 

 

(3) ツール開発の方法 

 2016 年 9 月から 10 月にかけて、特別支援教育の研究者 3 名と、現職教員 2 名、筆者を含

む 6 名で協議を行った。IN-Child の教育評価ツールに必要な項目を精査し、類似しているも

のを整理、それぞれに領域を設定した。また、領域ごとに、抽出した項目を ICF の概念や自

立活動の概念、QOL の概念と対応させた。 

 

Ⅲ．結果 
 
１. IN-Child(Inclusive Needs Child)の定義 

 現在、気になる子という用語は、教育現場のみならず、医療、保健、保育等様々な分野で

使用されている。大河内･田高(2014)は、気になる子の概念の中核にあるのは、発達障害の診

断を受けていない発達障害が疑われる子どもであるが、実際に診断を受けている子や知的な

遅れがある子、医療的な面や親の不適切な関わりのある子等も含む場合があることを示し、

発達面だけではない幅広い内容の気がかりや、複数の要因をもつ子どもも、気になる子とし

てあげられていることがわかる。 

 また、教育の現場に関して、永井･相模(2003)は、家庭へのかかわり方や専門機関との連携

のあり方、学習面でのサポート等、担任教師としてだけでは気がかりな子へ効果的な支援を

する際に限界があることを述べている。金谷(2009)も、問題行動が教師や周囲の生徒、或い

は家庭環境との関係性によって引き起こされている可能性があることを示し、学校内の教職
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員や学習支援員、保護者らの協力や地域資源の活用が必要であることを述べている。このこ

とから、気になる子へ対応する際には、個人として対応していくのではなく、チームでアプ

ローチしていく事が重要であると考えられる。また、チームでアプローチすることで、多様

な子ども観を多職種で共有することになり、子どもを理解する視点が広がることで、適切な

支援に繋げていくことができると考えられる。 

 以上のことから、現場で気になる子と表現されていた子どもを、IN-Child（Inclusive Needs 

Child:包括的教育を必要とする子)とし、「発達の遅れ、知的な遅れ又はそれらによらない身

体面、情緒面のニーズ、家庭環境などを要因として、専門家を含めたチームによる包括的教

育を必要とする子」と定義する。 

 

２. 領域と項目の設定 

 研究者協議のもと開発されたツールを IN-Child Record と命名し、必要な項目を精査した。

また、類似しているものを整理し、それぞれに領域を設定した(図１)。 

(1) 原因領域について 

原因に関する領域は、｢身体面｣、｢情緒面｣の 2 つの領域を設定した。これは、IN-Child 本

人の状態を｢身体面｣と｢情緒面｣の 2 つに分けチェックすることで、記入者が IN-Child の状

態を客観的に把握することを目的としている。 

｢身体面｣には｢身体の状態｣と｢姿勢･運動･動作｣の 2 つの下位領域を設定した。 

｢身体の状態｣は、主に虐待に関するチェック項目であり、文部科学省(2006)の学校等にお

ける児童虐待防止に向けた取り組みに関する調査研究会議において研修教材として作成され

た｢児童虐待防止と学校｣や、東京都(2010)や京都府(2014)の教育委員会が作成したチェック

リストを参考にして、項目を検討した。 

｢姿勢･運動･動作｣は、自立活動の内容である身体の動きを基に、松原(2012) が発表した知

的障害児における発達性強調運動障害に関する運動発達チェックリストや発達が気になる子

の運動遊び等を参考にして、項目を検討した。 

｢情緒面｣には｢不注意」、｢多動性･衝動性｣、「こだわり」、｢自己肯定感｣の 4 つの下位領域を

設定した。 

｢不注意｣、｢多動性･衝動性｣、｢こだわり｣は、文部科学省(2012)が実施した調査の不注意･

多動性-衝動性、対人関係やこだわりに関する質問項目や、沖縄県立総合教育センター(2006)

が作成した、資料特別支援教育のはじめの一歩(以下、はじめの一歩)を基に項目を検討した。 

 ｢自己肯定感｣は、自己肯定感尺度は子どもの QOL を包括的に評価するために作成された

KIDSCREEN や、東京都教職員研修センター(2011)が作成した自尊感情や自己肯定感に関す

る研究を参考にして項目を検討した。 

 

(2) 結果領域について 

結果に関する領域は、｢生活面」、｢学習面｣の 2 つの領域を設定した。 

これは、IN-Child の生活を生活面と学習面の 2 つに分けチェックすることで、記入者本人

にも IN-Child の学習上又は生活上の困難を客観的に把握することを目的としている。
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｢生活面｣には｢社会生活機能｣と｢コミュニケーション｣の 2 つの下位領域を設定した。 

｢社会生活機能｣は、韓･小原ら(2014)が開発した特別支援教育成果評価尺度(Special Needs 

Education Assessment Tool:以下 SNEAT)の社会生活機能の領域を基に項目を検討した。 

｢コミュニケーション｣は、自立活動の内容であるコミュニケーションを基に、文部科学省

(2014)が実施した調査のコミュニケーションに関する項目や沖縄県立総合教育センター

(2006)が作成したはじめの一歩等を参考にして項目を検討した。 

｢学習面｣は、｢聞く｣、｢話す｣、｢読む｣、｢書く｣、｢計算する｣、｢推論する｣の 6 つの下位領

域を設定した。 

これらの項目は文部科学省(2014)が実施した調査の学習面に関する質問項目沖縄県立総合

教育センター(2006)が作成したはじめの一歩等を参考に項目を検討した。 

 

３.関連する概念の対応 

原因領域の項目には、自立活動の内容と ICF の概念、結果領域の項目には WHOQOL の

概念を対応させ、児童生徒の QOL 向上の観点から児童生徒のニーズを把握出来るよう、更

に項目を精選した(表１)(表２)。 

 

 

表１ IN-Child Record の原因領域の項目に含まれる概念 

項目 自立活動 ICF 

Ⅰ 

身
体
面 

１ 

身
体
の
状
態 

① 

汚れ、臭い、やぶれ等があるなど、

不衛生な衣服を着ている 
健康の保持 
(1)(4) 

健康状態 
活動(セルフケア d510･
d540･d570) 
環境因子/個人因子 

② 

骨折、痣、火傷等の不自然な傷が頻

繁に認められる 
健康の保持 
(1)(3)(4) 

健康状態 
心身機能 
活動/参加(セルフケア d570)
環境因子/個人因子 

③ 
髪、歯、爪などの身体の衛生が保た

れていない 
健康の保持 
(1)(3)(4) 

健康状態 
活動/参加(セルフケア d520)
環境因子/個人因子 

④ 
体重や身長の伸びが悪いなど発育不

良が見られる 
健康の保持 
(1)(3)(4) 

健康状態/心身機能 
活動/参加(セルフケア d570)
環境因子/個人因子 

⑤ 

持続する疲労感、活動性低下が見ら

れる 
健康の保持 
(1)(4) 
心理的な安定 
(1) 

健康状態/心身機能 
活動/参加(セルフケア d570)
環境因子/個人因子 

⑥ 
緊張により身体を萎縮させる 心理的な安定 

(1)(2) 
身体の動き(1) 

健康状態/心身機能 
個人因子 

⑦ 
子どもに無表情・凍りついた凝視が

見られる 
心理的な安定 
(1) 

心身機能 
環境因子/個人因子 

⑧ 

身体の不調を訴えるが、症状が変わ

りやすい 
健康の保持 
(1)(2)(3)(4) 
心理的な安定 
(1)(2) 

心身機能 
活動/参加(セルフケア d570)
環境因子/個人因子 

⑨ 
不自然に子どもが保護者に密着して

いる 
心理的な安定 
(1) 

心身機能 
環境因子/個人因子 

⑩ 

年齢不相応な性的な興味関心・言動

がある 
健康の保持(3) 
心理的な安定(1) 
人間関係の形成 
(1)(4) 

心身機能 
環境因子/個人因子 
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２ 

姿
勢･

運
動･

動
作 

① 
正しい姿勢で座れない 身体の動き 

(1)(3) 
身体構造 
活動(運動･移動 d415) 
環境因子/個人因子 

② 

日常生活の中でバランスをくずしや

すい 
身体の動き 
(1)(3)(5) 

身体構造 
活動(セルフケア d540、運動･

移動 d410) 
環境因子/個人因子 

③ 
立ち上がったり、座ったりするとき

にバランスをくずしやすい 
身体の動き 
(1)(3)(5) 

身体構造 
活動(運動･移動 d410･d415)
環境因子/個人因子 

④ 
片足立ちができない 身体の動き 

(1)(2)(3) 
身体構造 
活動(運動･移動 d415) 
環境因子/個人因子 

⑤ 
早く歩いたり、走ったりするとつま

ずきやすい 
身体の動き

(1)(3)(4)(5) 
身体構造 
活動(運動･移動 d450･d455)
環境因子/個人因子 

⑥ 
移動中、人や物にぶつかりやすい 身体の動き 

(3)(4)(5) 
身体構造 
活動(運動･移動 d450･d455)
環境因子/個人因子 

⑦ 
走っていて急に止まれない 身体の動き 

(3)(4)(5) 
身体構造 
活動(運動･移動 d455) 
環境因子/個人因子 

⑧ 

傾斜やでこぼこ道など様々な状況に

応じた体の使い方ができない 
身体の動き 
(3)(4)(5) 

身体構造 
活動/参加(運動･移動 d410･
d450･d455) 
環境因子/個人因子 

⑨ 

給食の配膳のときに、食器に入って

いる食べ物をこぼしやすい 
身体の動き

(1)(2)(3)(4) 
身体構造 
活動/参加(運動･移動 d430･
d445･d450･d455) 
環境因子/個人因子 

⑩ 

道具を使った遊びが不得意である 身体の動き 
(4)(5) 

身体構造 
活動/参加(運動･移動 d410･
d415･d430･d435･d440･
d445･d450･d455) 
環境因子/個人因子 

Ⅱ 

情
緒
面 

１ 

不
注
意 

① 

気が散りやすい 心理的な安定 
(1)(2) 

心身機能 
活動/参加(学習と知識の応用

d160、一般的な課題と要求

d210･d230･d240) 
環境因子/個人因子 

② 

忘れ物が多いなど、日々の活動で忘

れっぽい 
心理的な安定 
(1)(2) 
環境の把握 
(2)(4) 
心理的な安定 
(1)(2) 

心身機能 
活動/参加(学習と知識の応用

d110･d115･d160、一般的な

課題と要求 d210･d230) 
環境因子/個人因子 

③ 

学校の勉強で、細かい箇所に注意を

払わなかったり、不注意な間違いを

したりする 

心理的な安定 
(1)(2) 
環境の把握 
(2)(4) 

心身機能 
活動/参加(学習と知識の応用

d110･d115･d160、一般的な

課題と要求 d210･d220･
d230) 
環境因子/個人因子 

④ 

面と向かって話しかけられているの

に、聞いていないように見える 
心理的な安定 
(1)(2) 
人間関係の形成 
(1) 
環境の把握 
(1)(2)(4) 
コミュニケーショ

ン 
(1) 
 
 
 

心身機能 
活動/参加(学習と知識の応用

d110･d115･d160、一般的な

課題と要求 d230、コミュニ

ケーション d350) 
環境因子/個人因子 
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⑤ 

集中して努力を続けなければならな

い課題(学校の勉強や宿題等)を避け

る 

心理的な安定 
(1)(2)(3) 
環境の把握 
(2)(4) 

心身機能 
活動/参加(学習と知識の応用

d110･d115･d160、一般的な

課題と要求 d210･d230) 
環境因子/個人因子 

⑥ 

学習課題や活動を順序立てて行うこ

とが難しい 
心理的な安定 
(1)(2) 
環境の把握 
(2)(4) 

心身機能 
活動/参加(学習と知識の応用

d110･d115･d160、一般的な

課題と要求 
d210･d220･d230) 
環境因子/個人因子 

⑦ 

指示に従えず、また仕事を 後まで

やり遂げない 
心理的な安定 
(1)(2) 
人間関係の形成 
(1)(2)(3) 
コミュニケーショ

ン(1)(5) 

心身機能 
活動/参加(学習と知識の応用

d110･d115･d160、一般的な

課題と要求 d210･d220･
d230) 
環境因子/個人因子 

２ 
多
動
性･

衝
動
性 

① 

手足をそわそわ動かしたり、着席し

ていても、もじもじしたりする 
心理的な安定 
(1)(2) 
身体の動き 
(1)(3) 

心身機能 
活動/参加(学習と知識の応用

d110･d115･d120･d160、一

般的な課題と要求 d210･
d230) 
環境因子/個人因子 

② 

授業中に席を離れてしまう 心理的な安定 
(1)(2) 
人間関係の形成 
(3)(4) 
身体の動き 
(1)(3) 

心身機能 
活動/参加(一般的な課題と要

求 d110･d115･d120･d160) 
環境因子/個人因子 

③ 

きちんとしていなければならない時

に過度に走り回ったりよじ登ったり

する 

心理的な安定 
(1)(2) 
人間関係の形成 
(3)(4) 
身体の動き 
(1)(3) 

心身機能 
活動/参加(学習と知識の応用

d110･d115･d160、一般的な

課題と要求 d210･d220･
d230) 
環境因子/個人因子 

④ 

順番を待つことが難しい 心理的な安定 
(1)(2) 
人間関係の形成 
(1)(2)(3)(4) 

心身機能 
活動/参加(一般的な課題と要

求 d210･d220･d230) 
環境因子/個人因子 

⑤ 

質問が終わる前に出し抜けに答えて

しまう 
心理的な安定 
(1)(2) 
人間関係の形成 
(1)(3)(4) 

心身機能 
活動/参加(一般的な課題と要

求 d230、コミュニケーショ

ン d350) 
環境因子/個人因子 

⑥ 

他の人がしていることをさえぎった

り、邪魔したりする 
心理的な安定 
(1)(2) 
人間関係の形成 
(1)(2)(3)(4) 

心身機能 
活動/参加(一般的な課題と要

求 d230、コミュニケーショ

ン d350) 
環境因子/個人因子 

３ 

こ
だ
わ
り 

① 

特定の物に執着がある 心理的な安定 
(1)(2) 
人間関係の形成 
(3)(4) 
環境の把握 
(2) 

心身機能 
活動/参加(一般的な課題と要

求 d210･d220･d230) 
環境因子/個人因子 

② 

とても得意なことがある一方で、極

端に不得手なものがある 
心理的な安定 
(1)(2) 

心身機能 
活動/参加(学習の知識と応用

d155、一般的な課題と要求

d210･d220･d230) 
環境因子/個人因子 

③ 

特定の分野の知識を蓄えているが、

丸暗記であり、意味をきちんとは理

解していない 

心理的な安定 
(1)(2) 
環境の把握 
(2) 

心身機能 
活動/参加(学習の知識と応用

d163･d175、一般的な課題と

要求 d210) 
環境因子/個人因子 
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④ 

他の子どもは興味を持たないような

ことに興味があり、「自分だけの知識

世界」を持っている 

心理的な安定 
(1)(2) 

心身機能 
活動/参加(学習の知識と応用

d163･d175、一般的な課題と

要求 d230) 
環境因子/個人因子 

⑤ 

自分なりの独特な日課や手順があ

り、変更や変化を嫌がる 
心理的な安定 
(1)(2) 
環境の把握 
(2)(3)(4) 

心身機能 
活動/参加(学習の知識と応用

d163･d175、一般的な課題と

要求 d210･d220･d230、主要

な生活領域 d820) 
環境因子/個人因子 

⑥ 

ある行動や考えに強くこだわること

によって、簡単な日常の活動ができ

なくなることがある 

心理的な安定 
(1)(2) 
環境の把握 
(3)(4) 

心身機能 
活動/参加(一般的な課題と要

求 d210･d220･d230、主要な

生活領域 d820) 
環境因子/個人因子 

４ 

自
己
肯
定
感 

① 

行動を起こす前に、周囲の人に頻繁

に確認する 
心理的な安定 
(1)(2) 
人間関係の形成 
(1)(2) 

心身機能 
活動/参加(学習の知識と応用

d175･d177、一般的な課題と

要求 d210･d230) 
環境因子/個人因子 

② 

自分から身近な大人に関わろうとし

ない 
心理的な安定 
(1)(2)(3) 
人間関係の形成 
(1)(4) 
コミュニケーショ

ン(1)(5) 

心身機能 
活動/参加(学習知識と応用

d175･d177、一般的な課題と

要求 d210･d230、対人関係

d710) 
環境因子/個人因子 

③ 

出来なかったことに取り組む姿勢が

見られない 
心理的な安定 
(1)(2)(3) 

心身機能 
活動/参加(学習知識と応用

d163･d175、一般的な課題と

要求 d210･d230) 
環境因子/個人因子 

④ 

新しいことが出来ても、嬉しそうな

表情を見せない 
心理的な安定 
(1)(2)(3) 

心身機能 
活動/参加(一般的な課題と要

求 d210･d230、対人関係

d710) 
環境因子/個人因子 

⑤ 

肯定的な言葉かけをしても、安定し

ない 
心理的な安定 
(1)(2)(3) 
人間関係の形成 
(1)(3) 

心身機能 
活動/参加(一般的な課題と要

求 d210･d230、対人関係

d710) 
環境因子/個人因子 

 

 

 

 

 

 

《ICF 参考》 
1.学習と知識の応用 2.一般的な課題と要求 4.運動･移動 5.セルフケア 
d110 注意して視ること d210 単一課題の遂行 d410 基本的な姿勢の変換 d510 自分の身体を洗うこと

d115 注意して聞くこと d220 複数課題の遂行 d415 姿勢の保持 d520 身体各部の手入れ 

d120 その他目的のある感覚 d230 日課の遂行 
d430 持ち上げること運ぶこ

と d540 更衣 
d160 注意を集中すること d240 ストレスとその他の心 d435 下肢を使って物を動か d570 健康に注意すること 
d163 思考     理的欲求への対処    すこと  
d175 問題解決  d440 細かな手の使用 7.対人関係 
d177 意思決定 3.コミュニケーション d445 手と腕の使用 d710 基本的な対人関係 
 d350 会話 d450 歩行  
  d455 移動 8.主要な生活領域 
   d820 学校教育 
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表２ IN-Child Record の結果領域の項目に含まれる概念 

結果 WHOQOL 

Ⅰ 

生
活
面 

１ 

社
会
生
活
機
能 

① 

毎日のように学校を遅刻・早退して

いる 

身体的領域(活力と疲労、睡眠と休養) 

心理的領域(思考･学習･記憶･集中力) 

社会的関係(人間関係、社会的支え) 

② 

授業中のルールを理解せず、席を離

れ、私語をする等、行動調整をしな

がら参加することが難しい 

身体的領域(仕事の能力) 

心理的領域(思考･学習･記憶･集中力) 

社会的関係(人間関係、社会的支え) 

③ 
球技やゲームをする時、仲間と協力

することに考えが及ばない 

社会的関係(人間関係、社会的支え) 

④ 

誰かに何かを伝える目的が無くて

も、場面に関係なく声を出す(例:唇

をならす,咳払い,叫ぶ) 

社会的関係(人間関係、社会的支え) 

⑤ 
友だちのそばにはいるが、一人で遊

んでいる 

社会的関係(人間関係、社会的支え) 

２ 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

① 

授業中、子ども同士、教師等授業で

関わった全ての人と関わりを持とう

としない 

心理的領域(思考･学習･記憶･集中力) 

社会的関係(人間関係、社会的支え) 

② 
周りの人が困惑するようなことも、

配慮しないで言ってしまう 

社会的関係(人間関係、社会的支え) 

③ 

会話の仕方が形式的であり、抑揚な

く話したり、間合いが取れなかった

りすることがある 

社会的関係(人間関係) 

④ 

含みのある言葉や嫌味を言われても

わからず、言葉通りに受け止めてし

まうことがある 

心理的領域(思考･学習･記憶･集中力) 

社会的関係(人間関係) 

⑤ 
適切なコミュニケーション手段を選

択・表現できない 

心理的領域(思考･学習･記憶･集中力) 

社会的関係(人間関係) 

Ⅱ 

学
習
面 

１ 

聞
く 

① 

長く話をされたりすると、聞き取るこ

とが難しい 

身体的領域(活力と疲労) 

心理的領域(自己評価、思考･学習･記憶･集中力) 

社会的関係(人間関係) 

② 

簡単な指示や質問でも、勘違いや聞

きもらしがある 

身体的領域(活力と疲労) 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

社会的関係(人間関係) 

③ 
音の聞き間違えが多い(例:｢知った｣

を｢行った｣。｢はな｣を｢あな｣) 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

④ 
話し合いが難しい(例:話し合いの流

れが理解できず、ついて行けない。)

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

⑤ 
個別に言われれば聞き取れるが、集

団では難しい 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

２ 

話
す 

① 

適切な速さで話すことが難しい(例:

たどたどしく話す。とても早口であ

る。) 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

社会的関係(人間関係) 

② 
話すときに、音の入れ替えや、音の

誤りがある 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

③ 

ことばを想起するのに時間がかかっ

たり、ことばにつまったりする 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

社会的関係(人間関係) 

④ 

単語を羅列するなど、短い文で内容

的に乏しい話をする 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

社会的関係(人間関係) 

⑤ 

思いつくままに話すなど、筋道の通

った話をするのが難しい 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

社会的関係(人間関係) 

３ 

読
む 

① 

頻繁に使う語でも、間違えて読む 

(例:｢せいかつ｣を｢せかつ｣、｢とおま

わり｣を｢とおわまり｣と読む。) 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

② 
音読をする際、即音や拗音などの特

殊音節を読み間違える 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

③ 
文中の語句や行を抜かしたり、また

は繰り返し読んだりする 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 
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４.領域の定義 

(1) 原因領域の定義 

①身体面 

｢身体の状態｣とは、児童生徒が服装等の不衛生、怪我や病気などの状態。 

｢姿勢･運動･動作｣とは、児童生徒の日常生活の基本となる姿勢あるいは位置を変化させる

動作、運動における困難の状態・程度。 

 

②情緒面 

｢不注意｣とは、児童生徒が特定の刺激に集中することができないことによって、日々の活

動に生じる困難の程度。 

｢多動性･衝動性｣とは、児童生徒が場にそぐわない行動を行うことによって、日々の活動に

④ 

音読が遅い(例:平仮名や片仮名など

が逐次読みになったり、漢字を読む

のが難しい。) 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

⑤ 
音読はできても、内容を理解してい

ないことがある 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

４ 

書
く 

① 
読みにくい字を書く 

(例:字の形や大きさが整っていな

い。まっすぐに書けない。) 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

② 
平仮名や片仮名、漢字の上下や左右

の入れ替わりなど、細かい部分を書

き間違える 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

③ 
誤字、脱字が多く、板書を写すこと

や作文を書くことが難しい 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

④ 
句読点が抜けたり、正しく打つこと

ができない 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

⑤ 
限られた量の作文や、決まったパタ

ーンの文章しか書かない 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

社会的関係(人間関係) 

５ 

計
算
す
る 

① 

学年相応の数や意味の表し方につい

ての理解が難しい(例:三百四十七を

30047 と書く。分母の大きい数が分数

の値として大きいと思っている。) 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

② 
簡単な計算が暗算でできない 心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

③ 
計算をするのにとても時間がかかる 心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

④ 

答えを得るのにいくつかの手続きを

要する問題を解くのが難しい(例:四

則混合の計算。2つ以上の立式を必要

とする計算。) 

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

⑤ 
学年相応の文章題を解くのが難しい 心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

６ 

推
論
す
る 

① 

学年相当の量、時間、モノの位置、

空間を理解することが難しい 

(例:15cm は 150mm ということ、 

昨日・今日・明日、前・後、左・右。)

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

② 

学年相応の図形を構成、分解、模写

することが難しい(例:丸やひし形な

どの図形模写。見取り図や展開図。)

心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 

③ 
事物の因果関係を理解するが難しい 心理的領域(否定的感情、自己評価、思考･学習･記憶･

集中力) 
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生じる困難の程度。 

｢こだわり｣とは、児童生徒の常同的･反復的な興味や行動によって、日々の活動に生じる困

難の程度。 

｢自己肯定感｣とは、児童生徒が自己に対して前向きな感情をもてないことによって、日々

の活動に生じる困難の程度。 

 

(2) 結果領域の定義 

①生活面 

｢社会生活機能｣とは、児童生徒の学校生活の基となるルールの理解や人間関係の形成にお

ける困難の程度。 

｢コミュニケーション｣とは、児童生徒の学校生活における周囲の人との関わりや、意思疎

通における困難の程度。 

 

②学習面 

｢聞く｣とは、児童生徒の学校生活における聞く能力の困難の程度。 

｢話す｣とは、児童生徒の学校生活における話す能力の困難の程度。 

｢読む｣とは、児童生徒の学校生活における読む能力の困難の程度。 

｢書く｣とは、児童生徒の学校生活における書く能力の困難の程度。 

｢計算する｣とは、児童生徒の学校生活における計算する能力の困難の程度。 

｢推論する｣とは、児童生徒の学校生活における推論する能力の困難の程度。 

 

５.フェイスシート 

 フェイスシートは、医療現場で使われているカルテと個別の教育支援計画を参考にした。

共有すべき情報として、大きく分けて IN-Child 本人の情報、家庭状況、在籍形態、記入者の

情報を記入する欄を設けた。 

本人の情報としては、氏名、性別、生年月日、在籍形態の他に、現職教員の意見を取り入

れて、診断の有無や診断名、服薬、副作用について記入する欄を設けた。 

家庭状況については、保護者氏名(続柄)、住所、緊急連絡先、メールアドレス、家族構成(氏

名、年齢、続柄、所属又は学校)について記入する欄を設けた。 

 記入者については、韓･小原ら(2014) が開発した SNEAT を参考にし、記入者本人につい

ても記入する欄を設けた(図２)。 
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図２ IN-Child Record のフェイスシート(試案) 

 

 

 

 

  (記入日)西暦    年   月   日

本人 

ふりがな 性別 生年月日 

 男･女  

西暦    年  月  日 

診断の有無 有 ・ 無 診断名  

服薬  副作用  

 

家庭 

状況 

保護者氏名(続柄) 

住所 

緊急連絡先 メールアドレス 

家族構成 

氏名 年齢 続柄 所属又は学校 

    

    

    

    

    

    

    

    

在籍 

学校 

その他在籍形態 

その他 

本人及び家庭状況についてその他特筆すべき点 

 

 

 

 

記入者 

ふりがな 性別 年齢 

   

・特別支援教育教員免許の有無とその種類 専修 一種 二種 無し

・通算教職経験年数(臨任等も含む) 年    ヶ月 

・特別支援学校での通算教職経験年数(臨任等も含む) 年    ヶ月 

・特別支援教育コーディネーターの通算経験年数 年    ヶ月 

・教育委員会(事務所や教育センター)の通算経験年数 年    ヶ月 

・教育委員会における特別支援教育担当の通算経験年数 年    ヶ月 
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Ⅳ.考察 
 

本研究では、日本における「気になる子」に関する研究及び評価ツールを網羅的に収集・

分析し、IN-Child という新たな概念を定義した。「気になる子」の概念は教育分野において

は、不登校の傾向がある子どもという考え方に始まり、広く学校現場において、ニーズがあ

るものの教師のみでは対応に限界がある 子どもを示す言葉として使用されることとなった。   

また、医療や保健等の多分野において発達障害の疑いがある子どもや、実際に診断を受け

た子ども、不安が強い子どもや虐待などの疑いがあり要保護する必要がある子ども という扱

われ方をしている概念である。 

複数の研究領域で用いられている概念ではあるがそのどれもが評価者の主観的な捉え方に

依存したものであり、そのことが子どものニーズを捉えづらくしていた。しかし、どの領域

においても子どもたちは明確に支援のニーズを有しており、単一の観点からではなく、包括

的な評価を行うことによってそのニーズを把握することが可能になる。また、障害の有無に

関わらず、子どものニーズには複雑な要因が関連しており、それに対応するためには専門家

チームによる包括的な支援が必要となる。 

本研究において定義された IN-Child(包括的な支援を必要とする子)はインクルーシブ教育

の観点から定義された概念であり、「気になる子」の概念が用いられていた研究領域全体の理

論的な背景も含めて分析し、再構成された概念である。 

 

IN-Child Record は教育の現場におけるインクルーシブ教育を促進するため、また、何ら

かの支援が必要であった IN-Child の健全な成長発達を促すことを目的として作られ、

IN-Child の状態を包括的に捉えた教育的診断のための評価・継続的な支援を可能にする。 ま

た、子どもの教育的評価だけでなく、学校教員が児童生徒のニーズを把握するための新たな

視点を提供する役割も果たすだろう。IN-Child Record は、医療や保健、保育といった多分

野の視点も含まれており、ICF や QOL といった領域間の共通言語ともなる概念も取り入れ

られている。よって、子どものニーズを様々な観点から見ることが可能になるだろう。同時

に、多分野の専門家にとっても子どものニーズの把握に活用することが可能になり、専門家

チーム内での共通した指標として用いられることが期待される。 

 

 これまで、IN-Child Record の特徴や開発過程、活用可能性について報告してきた。今後、

IN-Child Record の開発に関して、研究チームを拡大し、より多くの専門家の意見を取り入

れ、理論的且つ信頼性、妥当性を検証する必要がある。したがって、IN-Child を評価する上

で、領域と項目に対する多分野の専門家や、現場の専門職の人たちによる質問紙調査を行い、

内容的妥当性を検証することが必要である。また、評価を定量化し、信頼性、構成概念妥当

性の検証をすることが必要である。更に、子どもの持つニーズと社会的要因等の因子との統

計的な分析をより詳しく行うことで IN-Child に関連する研究の基盤となることが期待され

るであろう。 
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ABSTRACT 

  In Japan, The children with problem behavior have been called the difficult children. 

However, the definitions of the difficult children in the medical, health, childcare and 

education are different. As a result, it is difficult to support for the needs of children. In 

addition, the difficult children have been influenced by the subjectivity of the teachers. 

IN-Child (Inclusive Needs Child) is defined by the result of this study. IN-Child means 

“Child in need of inclusive education by a team, including experts. It does not depend on 

intellectual and developmental delays due to physical, mental, home environment.” 

This study aimed to development record as a tool of educational diagnosis and 

management in order to continue to the long-term support, taking into account the 

IN-Child's physical and mental development and QOL. 
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