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発達障害児者とその家族が求める保育者及び教師に対するニーズ

ホームページ及びブログの内容に基づく分析一

1 .密題の所在と目的

発達障害児は、状況に応じた適切な行動をと

ることが難しく、対人関係において状況を正し

く理解するなどの社会的スキルが乏しし吋向後，

2008 :小林， 2008) 0 さらに、幼い時期から集

団への適応に問題を示すことが多く、いじめや

不登校、ひきこもりなどの二次障害を引き起こ

しやすいことが報告されている(高矯・生方，

2008 :相棒， 2004)。また、渡追 (2010) は、

一般の大学生を対象に、自身の小・中学校での

発達障害児との関わり方についての間想、による

鯖査を行っている。その結果、クラスメートが

発達障害児lこ対して無関心であったり、窓図的

に距離を置いたりする関係を形成していたこと

を明らかにしている。これは、発達障害児が示

す問題行動についてクラスメー卜が困惑を示し

たり、抵抗を感じたことが一因であった。ただ

し、発達緯害について理解していれば、関わり

方は違っていたかとする伺いに対して f違って

いたj と回答した者が 79.8%と多く、発達障害

に関する知識をクラスメー卜が持っていること

で関係が改善される可能性が示唆されている O

しかし学校現場において、小学校や中学校の

教科書で扱われている障害の多くは、視覚障害、

聴覚障害、肢体不自由であり、知的障害や精神

障害についてはほとんど取り上げられていない

(西館， 2005) 0 また、水内 (2006) は、教師

がクラスメートに発達障害を伝えているタイミ

ングとしては、「発達障害児と他児とでトラブル

があったとき Jr発達障害児が集団に適応できな

かったとき j など、発達障害児が学校生活の中
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でつまずいた後の事後的な対応が多いと報告し

ており、学校において発達障害に関する

は十分に行われていないことがわかる。

また、クラスメートに対してj理解を促すこと

が必要であると考えている教師は多い。その一一

方で、教師は、クラスメートへ発達につい

てどのように{ιえるかということに樹難をJ議じ

ており(栗原ー長谷川・接岸・{龍谷， 2004)、

まfこどのような[l寺期にどのような1-場i:fiiでi説明し

てよいのかわからずクラスメートへ防'í 1;;: を t泣 I~:j

できていない(小牧・ Hl'11・渡溢，200s) こと

が指捕されている。これは、保-pi者でも IrlJ様で

あると考えられる o 従来の解教育lこ関す

る研究で取りあげられた内容の多くは、腕

il}(背将n・4工!こ・同宣告;・徳|司 2002) などの IOIT

視的な障害に関するものが多く、それに比べて

発達障害に関する実践や研究への取り組みは数

少ない。教師や保育者が発達障害に関する障害

理解教育を積極的かっ適切に行っていくことが

できるように、発達障害に関する障害理解研究

を進め、発達障害の理解教育プログラムを作成

することが求められていると言える。

障害理解には、「気づきの段階Jr知識化の段

1¥皆Jr情緒的理解の段階Jr態度形成の段階Jr受

容的行動の段階Jの 5つの発達段階があり、

害理解教育はこの段階を促進していく教育であ

る(徳田) 2005)。つまり、発達障害に関する

理解教育において目標とされるのは、発達障害

児者の存在への気づき、障害のJJj112Slや特性、接

し方など知識の習得、発達障害児者とその家族

の困難やニーズの理解、発達|嘩害児者に対する
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態度の形成、援助行動の発現である。

最近、パソコンや携;帯電話が普及しており、

「通信利用動向調査J(総務省， 2011) による

と、 2010年にはインターネットの利用者数は

9，462万人、利用率は国民の 78.2%にまでとっ

ており、 10歳代後半から 40歳代にかけては、

利用率がほぼ 90%に達している。インターネッ

トなどから維でも?簡単に情報を得ることができ、

さらにホームページやブログを通して自ら容易

に情報を発信することも可能となっている。{由

人が守!?き記すホームページやブログには、思い

や瀕いなどさまざまな情報が苦手き綴られている

ため、発達i埠害児者や家族のホームページやブ

ログを分析することで、これらの人たちのニー

ズを把慢することができると考えた。

そこで本稿では、発達障害の理解教育のプロ

グラム作成の基礎資料とするために、当事者や

その家族が作成しているインターネットのホー

ムページやブログを過して、当事者とその家族

が教';:[11や保育者に対してどのようなことを知っ

てほしいと考えているのかなどのニーズを明ら

かにすることを目的とした。

立方法

1 調査方法

制査i時期は 2011年 4'"'"'5月であった。インタ

ーネット検索エンジンを用いて、当事者及びそ

の家族が作ったホームページまたブログのなか

でニーズを表明している 200件を検索されたJI頃

に抽出した。 200件のうち家族が作ったホーム

ページは 40件、ブ iコグ 125件、当事者が作っ

たホームページは 11件、ブログ 24件であった。

ホームページとブログから「誰にJf何をj知っ

てほしいのか、どのように支援してほしいのか

について;普かれている内容を記録した。加えて

「当事者の属性(年齢、通関・通学先、障害名)J 

fホームページ及びブログの作成者Jr最終更新

日 rfUJ覧日 j についても記録した。

2. 分析対象

当事者が作成したホームページ及びブログ
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35件のうち学校・教師に対するニーズを記載し

ていた 7件(20%)、家族が作成したホームペー

ジ及びブログ 165件のうち 同様のニーズを記

していた 116件(70%)を分析対象とした。ま

た、当事者が作成したホームページ及びブログ

35件のうち幼稚闘や保育所・保育者に対するニ

ーズを記載していた 1件(2%)、家族が作成した

ホームページ及びブログ 165件のうち、同様の

ニーズを記載していた 34件(20%)を分析対象

とした。

3 分析方法

ニーズが記載された文章を内容ごとに区切

り、それぞれ計数した。類似した意味内容をも

つものをまとめてカテゴリー化を行った。

E 結果と考察

1 学校・教師に対するニーズ

(1)障害名

表 1に、学校・教師に対するニーズを記載し

ていた発達障害児の家族及び当事者が、ホーム

ページ及びブログ上で子どもあるいは告分の障

害名をどのように記述しているかを集計したも

のを示した。 1名につき複数の障害名が記述さ

れている場合はそれぞれ計数した。さらに、ひ

とつの家族につき、きょうだいともに発達障害

があると記載されていた場合は一人ずつ計数し

た。発達障害児の家族において最も多かった障

害名は、アスペルガー障害(症候群)であり、

全体の 38%であった。次いで広汎性発達障害が

22%であった。また、当事者においては、アス

ペルガー障害(症候群)が 100%であった。

(2) 学校・教師に対ーするニーズの内容

学校・教師に対するニーズを記述内容からカ

テゴリー化した結果を表 2に示した。文章中の

二重力ギかっこ日はカテゴリーを、カギかっ

こfJは記述内容をあらわす擦に使用している O

家族のニーズにおけるカテゴリーは『適切な対

応~ W障害の状態・特性の理解jW家族との連携J

『学校内で、の連携教師の力量の向上~W クラスメ

ートへの対応jW支援学級.J量級のシステムの向
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表1.学校・教師に対するニーズがあった家族の子どもと当事者の結審名の内訳(藍被計数)

障害名 家族の子ども 当事者

アスペルガー障害(症候群 38% (48名) 100% (7名)

広汎性発達障害

ADHD 

自閉症

LD 

不明

27% (31名)

17% (20名)

8% (9名)

6% (7名)

12% (14名)

O (0名)

29% (2名)

O (0名)

14悦 u名)

O (0名)

(%の母:数は学校・教師に対するニーズがあった家族の子ども 127名、 当 7名)

表 2 学校・教師に対するニーズの分類

カテゴリー

適切な対応

障害の状態・特性の理解

家族との

学校内での連携

教師の力量の向上

クラスメートへの対応

支援学級・通級のシステムの向上

外部機関との

当事者の脊しみ・困難の理解

の認知の広がり

発達障害の専門家の配置

障害の原因の理解

家族の困難・苦しみの理解

その他

(%の母数は、家族 116件、当事者 7件)

73%(85件) 86%(61'牛)

39%(45 f牛) 57(7'0(4件)

31 %(36件) 。
14%)(16 1'1二) 。
14%(16件) 。
11 %(13件) 。
9%(10件) 。
7%( 8 111二) 。
3%( 4 fj:) 。
3%( 4件) O 

3%(3件) O 

3%(3件) O 

1%( 1件) 。
5%(6件) 。

上j~外部機関との連携j ~当事者の苦しみ・闘 がある場合には事前に紙に書いて渡してほしいJ

難の理解j~発達障害の認知の広がり j ~発達障 「具体的な言葉で指示してほししリなど、障害

害の専門家の配置j~障害の原因の理解j ~家族 特性に応じた適切な対応を強く望んでいること

の困難・苦しみの理解j~その他』の 13 項目に

分類された。当事者のニーズにおいては『適切

な対応j~障害の状態・特性の理解』の 2 項目

に分類された。

家族のニーズのうち、最も多かったのが『適

切な対応Jであり、全体の 73%であった。具体

的には「席を先生の前にしてほしいJI予定変更
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がわかった。さらに「小さなことでも褒めてほ

しいJI二次障害が生じないように配慮してほし

しリとする意見もあり、家族は発達障害児の抱

えやすい劣等感やいじめなどの二次障害に対し

て配慮を望んでいた。一方で「特別扱いをして

ほしくなしリという内容も目立った。次いで『障

害の状態・特性の理解』が 39<?もであった。「全
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体の指示に従えないJI抽象的な言葉をイメージ

することが苦手Jなど具体的にどのようなこと

を苦手としているのかを伝える内容が多かった。

一方でf得意な部分があることを知ってほしいj

という意見もみられた。

また、家族は学校・教師に対して連携を望ん

でいることが明らかとなった。 31%の家族が

『家族との連携』を留ってほしいというニーズ

を持っていた。「学校での子どもの様子を知らせ

てほしいJr話し合いをする場を設けてほしいj

などの意見があった。特に連絡11援の活用を望ん

でいる傾向が高かった。宮武・高原・足立 (1989)

は、連絡i慢が特殊学校(現在の特別支援学校)

では小、中、高と一貫して常時使用されている

のに対して、特殊学級(現在の特別支援学級)

では学年の上昇とともに使用率が下がることを

明らかにしている O 就学後は、保育所や幼稚園

とは遮って、家族が教13司?と麟を合わせる機会が

限られている o 家族が学校での子どもの様子を

921:1るためにも、教 I~:rl] と共通理解を限っていくた

めにも、継続して連絡!撲を活用していくことが

望まれている O

さらに、教師同士の『学校内での連携Jを図

ってほしいとする意見が 14%あった。 f学年が

上がる!探に、担任問士で引き継ぎをしてほしいJ

f学校全体で支援して欲ししリといった内容で

あった。これに関連するものとして『教師の力

量の向上』が 14%あった。「通常学級の教師で

あっても発達障害の知識を持っていてほしい」

というニーズがあることが明らかになった。こ

のことから、学校全体で、子どもに対して教員

が共通した認識を持って指導するとともに、多

くの教員が発達障害の知識を持ち、対応できる

ことが求められているといえる。また校内だけ

にとどまらず、病院や療育施設などの『外部機

関との連携』への要望が 7%あった。家族は、

それぞれの機関に対して相談しており、ー

の沿い対応に戸惑っていると考えられる。

『クラスメートへの対応』を要望する家族は

11%であった。 f障害について道徳の時間など
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を使って、クラスメートに話をしてもらいたいJ

という障害理解指導を求める内容や「教師が帰

国の子どもたちのお手本となるような理解や対

応を示してほししリといった意見がみられた。

反対に「クラスメートには障害について知らせ

ないでほししリとする意見が 1件あった。クラ

スメートに障害を知らせることで子どもの中に

緊張感が生まれ、それがし 1じめや疎外の原因に

なるのではなし 1かと不安に感じたためで、あった。

クラスメートには、障害名を伝えるのではなく

て[今は苦手でも必ずできるようになるといっ

た説明をしてほししリとも記載されていた。

その他の内容としては f他の保護者に対して

学年懇談会などで発達障害についての説明する

機会がほしいJr高校でもしっかりとした支援体

制を作ってほししリなどがあった。内野・谷田・

高橋 (2006) は、高校では発達障害に対する

別な対応についての知識・技能・人材などが整

備されておらず学習商や進級、卒業認定の特別

な対応がイ一分に行われていないこと、また進路

面においても、進路や就労などの移行支援に関

する知識や技術、情報などがないことを指撤し

ている。発達時害児が社会で生活を築き、自立

して生きていくためには、高校での学びは大き

な力となり得ると考えられるため、高校におけー

る適切な支援は不可欠である。高校における支

援体制を整えてほしいというニーズに答えてい

くことは十分に沿うべき、重要な課題であると

考えられる o

当事者のニーズでは、『適切な対応j(86%) 

と『障害の状態・特性の理解j(57%)のみに分

類された。「学校内に自分だけの落ち着ける空間

を作ってほしいJIできたことを十分にほめ、成

功体験をつませてもらえるようなサポートがほ

しかったj という意見がみられた。

表 3に、学校・教師に対する家族のニーズお

いて、誰を対象にした内容であるのかを分類し

た結果を示した。当事者のホームページ及びブ

ログからは対象者を明確に断定できないものが

多かったため分析から除外した。
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表 3. 対象者の内訳(重接言十数)

学級担任

通常学級の担任

支援学殺の担任

対象者

特別支援学校の控任

通常学校の教師(学級担任を除く)

学校

行政

その他

(%の母数は、家族 116件)

最も多かった対象者は学級担任であった

(87%)。なかでも通常学級の担任へのニーズが

多く挙げられた (50%)0 学級担任に対して、

わが子の理解とその対応を求めている家族が多

かった。また、家族は学校任せにするのではな

く、教師と協力し合いながら子どもを支援して

いきたいという患川、があることが確かめられた。

「わからないことがあれば家族に開いてほしい。

いつでも協力したいJr先生と一緒に相談ややり

取りをしたい。一緒にがんばってくれる、

{こ a悩んでくれる人がいると安心できる j という

内容がみられた。

通常学校の教師(学級担任を除く)に対する

ニーズは 27%であった。学級担任だけでなく、

他の学級の教師、あるいは学校全体で発達障害

を理解してほしいという意見が散見された。発

達障害児と直接関わっていない教師であっても、

発達障害に関する知識を増やし理解を深めてほ

しいという思いを家族が持っていることが明ら

かとなった。発達障害児に亙接関わる教姉の力

量を高めるとともに、学校全体が理解を深めて

いくことが求められているといえる。

[発達障害の専門家を学校に派遣してほしいj

「通級指導教室を利用できる子どもの範囲を広

げてほしいJr加配の担当者をつけてほしいJな

ど行政に対するニーズは 15%であった。特別支
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内訳

87% (97件)

50% (58 {-牛)

0円 4士O〆.1J (39件)

3% (4件)

27% (31件)

15% (17件)

15% (17件)

4% ( 5件)

始まって数年が経過しているが、行政

に対して現花の教育体制では子どもたらが学び

にくし¥状況にあることを知ってもらい、部!日IJの

を充実させてほしいという

が確かめられた。

がおし、こと

その他の対象者ーとして長護教諭、ヤ:年主任、

特別支援コーディネーターなどが弔け3 られた。

2. 幼稚留や保育所・保資者に対するニーズ

(1 ) 

表 4に、幼稚留や保育JV'r・保育長ーに対するニ

ーズを記載していた発達障害児の家族が、ホぃー

ムページ及びブログ上で子どもの障害名をどの

ように記述しているかを集計したものを示した。

1名につき複数の障害名が記述されている場合

はそれぞれ計数した。さらに、ひとつの家族に

つき、きょうだいともに発達障害があると記載

されていた場合は一人ずつ計数した。発達障害

児の家族において最も多かった障害名は、アス

ペノレガー障害(症候群)であり、全体の 34%で

あった。また、当事者 1名に関しては、アスペ

ルガー障害(症候群)及び ADHDと記載され

ていた。

(2) 幼稚潤や保育所・保育者lこ対するニーズ

の内容

幼稚闘や保育所・保育者に対ーするニーズを記

述内容からカテゴジー化した結果を表 5に示し
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た。家族のニーズにおけるカテゴリーでは『適

切な対応~ w障害の状態・特性の理解~ w家族と

の連携~ wクラスメートへの対応~ w幼稚|翠・保

育所内での連携~~発達障害の専門家の配置~~外

部機関との連携~W当事者の苦しみ・閤難の理解J

『その他Jの 9項目に分類された。

家族のニーズのうち、『適切な対応Jを求める

意見が最も多く (82%)、『障害の状態・特性の

理解~ (47%)、『家族との連携~ (24%) が次い

だ。『適切な対応』に関して「発達障害は一人ひ

とり症状が違うと言われているため、自分の子

どもの特徴とそれに合った支援方法について知

ってほししリというニーズが目立った。具体的

には「混乱してしまい指示が受け入れられなく

なっている時は、教室のi偶など刺激の少ない場

所でゆっくり話してほしいJ!質問するときは、

答えを三択程度にしてほししリという内容があ

った。また「できないところばかりに白を向け

ず、できることを伸ばしてほししリというニー

ズもみられた。しかし、保育者は ADHDや広

汎性発達障害の行動特性についての知識はある

ものの、具体的にどのように実践していけばよ

いのかということについて困難さを感じている

(吉兼・林) 2010)。また、小)11 .水野・徳田

(2010)は新任保育者が、発達障害児とうまく

コミュニケーションがとれない、パニック時の

対応にとまどう、問題行動をいかに軽減させれ

ばよいのかわからないといった経験を日常的に

していることを明らかにしている。このことか

ら、適切に対応してほしいという家族のニーズ

に対して保育者は十分に対応できかねているこ

とが何われる O 発達i嘩害の特性だけでなく、{呆

悲惨 4. 幼稚j蛮lや保育所・保育者に対するニーズがあった家族の子どもの障害名の内訳(重複計数)

i樟寄名

アスペルガー障害(症候群) 34% (13名)

広汎性発jj障害 24% ( 9名)

自閉症 24% ( 9名)

ADHD 16% ( 6名)

LD 3% ( 1名)

不明 11% (9名)

(%の母:数は幼稚園や保育所・保育者に対するニーズがあった家族の子ども 38名)

表 5. 幼稚閤や保育所・保育者に対ーするニーズの分類(重複計数)

カテゴリ一 家族 当事者

適切な対応

の状態・特性の理解

家族との連携

クラスメートへの対応

幼稚関・保青所内での連携

発達i障害の専門家の配置

外部機関との連携

82%(28件)

47%(16件)

24%( 8件)

9%( 3件)

3%(1件)

3%( 1件)

3%( 1件)

3%(1件)

。
。
O 

O 

O 

O 

。
。当事者の苦しみ・困難の理解

その他 6弘(2件) 100%(1件)

(%の母:数は、家族 34件、当事者 1件)
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育者が実際の場面で活用できるような具体的な

支援方法を学ぶ機会を設けた旬、研修を行って

いく必要があることが示唆された。

F家族との連携jでは、事前に家庭で練習さ

せたいという理由から「行事などで何をやるの

かの情報を伝えてほししVという意見があった。

また f問題が起きたときには、その都度一生懸

命考えていきたいので、先生が感じたことをど

んな/トさなことでも伝えてほしい、連絡をして

ほししリという内容が見られた。

Fクラスメートへの対応jとしては「どうし

てその行動をしてしまうのか、子どもの気持ち

を説明した上で関わり方をクラスメートに教え

てやってほしいJrできないこともあるけれど、

できるようになるように、こんな嵐に頑張って

いるよと伝えてほししリという内容が散見され

た。

その他として「グレーゾーンにいる子どもた

ちにも配慮してほししリというニーズがあった。

幼児期では鰭筈の診断を受けないことがあるが、

幼児期からの適切な支援がその後の成長発

大きく関わることは確かである。また、幼児期

での診断名が小学校になって変わるという

も珍しくない。すでに述べたように、保育者に

は『適切な対応』が求められているが、保育者

は診断名で対応を決めていくのではなく、それ

ぞれの特性やニーズに沿った支援が望まれてい

ると言える。

当事者のニーズは 1件であった。当事者とは、

発達障害があり、子どもを保育所に通わせてい

る者であった。子どもが通う保育所に対して「連

絡網をメールにしてほししリという要望があっ

た。

N. 研究の限界と課題

本研究では、ブログとホームページから、教

師及び保育者に対する発達障害児者と家族のニ

ーズを抽出し、明示したが、対象者数が少なく、

研究結果の一般化には限界がある。今後の調査

において、当事者の対象者を増やしてさらに分
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析を重ねたい。また、本研究の結果をもとに、

発達障害児者と家族のニーズを教師及び保育者

にし¥かに伝えていくことが効果的であるのかに

ついて披討していきたい。

v.まとめ

本研究では、発達障害児者とその家族のホー

ムページやブログを通して、教師及び保育者に

対するニーズを把握することを目的とした。

結果から、教師‘保育者に対して、家族との

を前提としながら、発達-障害児へ具体的に

対応できること、さらにはその民間の子どもに

対する結審理解を起すことのできる実践カが求

められていることが明らかとなった。今後、

師・保存者への障害j理解を進めていくにあたり、

実際にどのような場面で対応に闘っているのか、

どのようにクラスの子どもたちにうを逮締法:につ

いて伝えているのかといった数IW• 1~~ 何者ーが発
に関してどのような認、i識をJ守っているの

かを明らかにしていきたい。
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Nεcessity of People with Developmental Disabilities and their 

Families for Childcare Provid訂 sand Teachers 

-Analysis based on the Content of Websites and Blogs-

The objective of this research is to unde1'stand the necessities of people with developmental 

disabilities and their families fo1' teachers and childca1'e providers f1'om the websites and blogs 

composed by people with developmental disabilities 01' their families. The research method was 

to select websites and blogs that have postings of the necessities f1'om childcare 戸、ovide1'sand 

teache1's using inte1'net sea1'ch engines and categorize them. 7 websites and blogs composed by 

people with developmental disabilities and 116 websites and blogs composed by their family 

members were analyzed to understand the necessities f1'om teachers‘1 websites and b10gs 

composed by peop1e with developmental disabili七iesand 34 websites and blogs composed by 

their family members were analyzed to understand the necessiもiesf1'om chi1dcare provide1's. 

The results showed that "the appropriate correspondence" 色、omteachers and childcare 

p1'oviders was desired the most by people with developmental disabilities and their families. 

Teachers and childcare providers are desired to correspond specifically to the charaeteristics of 

each person with developmental disabilities with the premise of cooperating with the families. 

Also， the results clarified that the practical skill of the teachers to promote other children's 

understanding fo1' disabilities is desired. ln order to promote teacher's and childcare provide1's' 

understanding fo1' developmental disabilities in the futu1'e， 1 would like to clarify the awareness 

of the teachers about developmental disabilities such as what kind of situations are troubling to 

handle and how the teache1's are conveying themselves to children about developmental 

disabilities. 
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