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【実践事例１】 

 

学校カウンセラーを活用した支援体制の構築 
 

小牧市立第一幼稚園 愛知県立春日台養護学校 

 

１ 実践のねらい 

 特別支援学校のセンター的機能や地域資源（小牧市の学校カウンセラー制度）を活用して，幼稚園

に在籍している特別な教育的支援を必要とする子供を早期に発見し，教師間での共通理解を基に支援

を行う。また，保護者の理解を進め，更にその支援を小学校での支援へとつないでいく。このような

幼稚園から小学校への就学を具体的にサポートする特別支援教育のネットワーク構築を図ることを目

的とする 

 

２ 実践の方法 

  小牧市立第一幼稚園と愛知県立春日台養護学校が連携をして研究・実践を行った。第一幼稚園では，

小牧市教育委員会所属の学校カウンセラー（臨床心理士）が月に２回訪問し，巡回相談を行っている。

その相談では，主に子供の養育について悩みをもっている保護者に対し，臨床心理士がカウンセリン

グを行っている。本実践では，小学校の学校カウンセラーが幼稚園へも訪問しているという点に着眼

した。そして，学校カウンセラーを小牧市の人的資源の一つととらえ，有効に活用しながら特別支援

教育のネットワークの構築を考えていくこととした。幼稚園，小学校，特別支援学校及び学校カウン

セラーによる，特別な教育的支援を必要とする子供への支援については，次のような支援体制で連携

することとした。（図１） 

                            【図１】 支援体制連携図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

              

小牧市の学校カウンセラー制度について 

  

  小牧市では，平成10年度から市内の小・中 

学校に「学校カウンセラー」の配置を始めた。 

その後，県教育委員会委託の「スクールカウ 

ンセラー」が中学校に順次配置されてきたた 

め，小牧市の「学校カウンセラー」による巡 

回は小学校に移行した。それに伴い，第一幼 

稚園にも平成17年度から小牧市の「学校カウ 

ンセラー」が配置され，月に２回，保護者に 

対して子育てに関する悩みや特別な教育的支 

援が必要な子供についての相談を行っている。 

支援 

第一幼稚園 学校カウンセラー A小学校 

保護者 本人 

春日台養護学校 
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 このような支援体制の基，以下のような計画で実践を進めることにした。 

・対象児の観察と実態把握 

支援ツール「発達チェック表」（資料１―１）Ｐ９，「発達チェック表」個人プロフィール（資料１

―２）Ｐ10を活用して観察し，実態把握を行い，子供の特性を知る。 

・支援方法の検討 

 学校カウンセラー，特別支援学校教師が幼稚園を訪問してケース会議を行い，「発達チェック表」で

気になる項目が見られた子供に対する具体的な支援方法について検討をする。 

・発達障害児の理解・推進 

 特別支援学校教師が講師となり，幼稚園教師に対して発達障害に関する現職研修を行う。 

・幼稚園から小学校への移行支援 

 特別な教育的支援の必要な子供が就学する予定の小学校の特別支援教育コーディネーターを交えた

幼・小連絡会を実施し，幼稚園から子供の情報を伝え，円滑な移行支援ができるようにする。 

・就学後のフォロー 

 幼稚園教師，学校カウンセラー，特別支援学校教師が，子供の就学した小学校を訪問し，授業参観

や連絡会を行い，必要な支援を検討する。 

 

３ 実践内容 

 本実践では，日ごろの幼稚園生活で，集団活動へ参加ができず独りで遊んでいることが多いＢ（年

長５歳児クラスに在籍）を対象児として取り上げ，その実践事例について報告する。 

(1) 「発達チェック表」による実態把握 

 幼稚園担任がＢに実施した「発達チェック表」（資料１－１）Ｐ９，「発達チェック表」個人プロフ

ィール（資料１－２）Ｐ10 からは，「集団参加・社会性」（ゲーム，ルール遊び）と「その他」（活動

の切替え）の領域でつまずきのあることが確認できた。また，園生活においても運動的な遊びを好ま

ず，ブランコや縄跳びなどに誘っても，嫌がってなかなか取り組もうとしないといった面が見られた。

こうしたつまずきは，年中の時に比べて軽減しているものの，依然として残っていることが担任のコ

メントからも分かった。まとめると（表１）のようになる。   

【 表１】 発達チェック表でチェックされた項目 

領 域 項     目 観 察 時 の 様 子 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ・言葉の意味理解 ・話を聞く姿勢が身に付いていない。 

集団参加・社会性 ・集団活動への参加 ・独りで遊んでいることが多い。 

その他 ・こだわりや興味の偏り 

・活動の切替え 

・新しい活動や環境への適応 

・一つの遊びに没頭しやすく，気持ちの切

替えが難しい。 

・集団での活動に興味をもつことが難しく

 自分の好きな遊びを始める。 

(2)  学校カウンセラーと連携したケース会議 

 集団活動への参加や活動の切替えの面でのつまずきが見られるＢに対し，学校カウンセラーと特別

支援学校教師が幼稚園担任との懇談を行いながら支援方法を検討した。 

ア  第１回〔平成 19年 9月 18日（火） 場所：第一幼稚園〕 

  参加者：幼稚園副園長，幼稚園担任，学校カウンセラー，特別支援学校教師 
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（Ｂの様子） 

・紙の筒で双眼鏡を作ったり，裸足で三輪車に乗ったりして遊んでいた。片付けの時間にな

り，足を洗って靴をはくよう教師から促されたが，「虫刺されの薬が取れた」と言って泣き

出し，終始教師から離れられない様子であった。 

（担任との懇談等から） 

・「発達チェック表」をみると，年長になりできることも多くなってきたようであるが，担任

から見て，Bが苦手としている点は，遊びから次の活動への切替えが難しいことであった。

他の園児を待たせてしまうこともあるので何とかしたいとのことであった。 

・母親の出産が近いため，甘えられない状態で教師から離れられなくなっていることも，切

替えが難しい原因の一つではないかと考えられた。 

                      

 

 

 

・活動の切替えについて 

 屋外での遊びの後などは，言葉の支援だけではなく，言葉での伝わりにくさを補うために

写真等を利用した視覚的支援の活用を提案した。観察の様子から，Ｂは時計を理解できる

ことが分かったので，「長い針が○○にきたら遊びはおしまいです」という言葉掛けを行い

長針の位置を意識付けることも有効であると具体的に伝えた。また，心の安定を図るため

にも分かりやすい指示を出すよう配慮することとした。 

・学校カウンセラー同士の連携について 

 第一幼稚園の学校カウンセラーは，Ｂの就学予定の小学校へは訪問していないことが分か

り，就学予定の小学校に配属されている学校カウンセラーとの情報交換をお願いした。 

   

イ 第２回〔平成 19年 11月 13日（火） 場所：第一幼稚園〕 

   参加者：幼稚園副園長，幼稚園担任，学校カウンセラー，特別支援学校教師 

（Ｂの様子） 

・一人でままごと遊びをしていた。友達とのかかわりはなく，一人の世界で遊んでいるよう

であった。大人との会話は楽しむことができ，こちらが話し掛けると答えることができた。 

・遊びの時間が終わる尐し前に「長い針が３になったら終わりだよ」と担任が伝えると，時

々時計を見て長針の位置を確認しながら自発的に片付けをすることができた。 

（担任との懇談等から） 

・活動の切替えをスムーズに行えるようにするため，時計の長針を意識するように説明をし

たことで，活動の切替えができるようになった。 

・就学に向けて，Ｂの得意なところや支援が必要なところをまとめ，小学校へ伝える準備を

していくこととした。 

 

提案した 

支援内容 
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・小学校への申し送りについて 

 小学校の教師が，Ｂに対して戸惑うことなく，適切な対応がとれるよう，Ｂの特徴や苦手

なことへの対応の仕方について事前に就学予定先へ申し送りたい旨を学校カウンセラーか

ら保護者に伝え保護者の了解が得られるようにする。 

 

ウ 第３回〔平成 20年１月 29日（火） 場所：第一幼稚園〕 

  参加者：幼稚園副園長，幼稚園担任，学校カウンセラー，特別支援学校教師 

（Ｂの様子） 

・作品展に向けて自分の名前をカードに書いていた。丁寧な字で書いており，書き終わった

後も離席をすることもなく落ち着いていた。「のりを道具箱から出して台紙にはる」という

全体への指示もきちんと聞いて活動することができた。 

（担任との懇談等から） 

・小学校への申し送りについて，母親は最初は了解していたが，親族の同意が得られないと

いう理由で断ってきた。その後，学校カウンセラーと母親が懇談を行うことで，「やはり得

意不得意の偏りがあるので，そのことを小学校に知らせたい」ということになり，小学校

に情報を伝えることができることとなった。 

 

支援内容 

 

 

・幼稚園と小学校の連絡会の実施 

  幼稚園担任が，保護者の同意を得ながら小学校への「申し送り票」（資料２）Ｐ11を作成す

る。幼稚園副園長，幼稚園担任，学校カウンセラー，特別支援学校教師に，小学校の特別

支援教育コーディネーターを交えて幼・小連絡会を行い，Ｂに対する支援の移行が図れる

ようにする。 

 

エ Ｂの保護者への支援（学校カウンセラーによるカウンセリング）（平成 19年 4月） 

・集団活動への参加が難しいＢに気付いた幼稚園担任が，巡回相談の利用を勧め，学校カウンセラー

が保護者と懇談を行った。     

 

 

内

容 

 学校カウンセラーが，Ｂの幼稚園での様子やつまずきについて保護者に伝え，

来年度入学する小学校へ申し送るための継続した懇談を提案した。母親は，「周り

の子に比べて気になる点はあるが，特にカウンセリングをする必要はない」と継

続したカウンセリングを断る。 

 

提案した 

支援内容 

提案した 

支援内容 
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・その後もカウンセリングを勧めたが，承諾を得ることができなかった。また，母親の妊娠・出産も

あり，カウンセリングができない状況が続いた。そのため，幼稚園担任が，学校カウンセラーや特

別支援学校教師の支援を受けながら保護者と懇談を行い，小学校への申し送りについての話を進め

た。 

 

（平成 20年 1月） 

・Ｂの母親から，親族の反対があったという理由で小学校への申し送りを断るという連絡を受けた。

しかし，幼稚園担任の説得で，学校カウンセラーが保護者と懇談することができた。 

 

 

内 

 

容 

 母親は，「幼稚園担任や学校カウンセラーとの懇談を通して，申し送りについて前向き

になってきていたが，身内の反対を覆すほどの気持ちになれなかった」と話していた。

しかし，学校カウンセラーから「悪気があってではなく困っているが故の行動であるの

に，逆にしかられることになってはかわいそうである。こうしたＢの気持ちを理解し，

対応してくれる先生が小学校でも必要である」という話を聞いて申し送りをしようとい

う気持ちを固めたようである。 

 

・カウンセリング後，再度親族の話合いがあり，小学校へ申し送ることを了承してもらうことができ

た。 

 

上記のように，母親が学校カウンセラーと懇談をしたことで小学校に情報を伝えることができるよ

うになった。この件は，担任だけの対応では難しく，学校カウンセラーという専門職がかかわったか

らこそできた事例である。このようにして子供の特性に対する保護者の理解が深まったことで，幼・

小連絡会を実現することができ，就学に向けて幼稚園と小学校の連携ができるようになった。 

(3) 発達障害児の理解推進 

 発達障害のある子供への支援の在り方についての理解推進を図るため，特別支援学校教師が，第一

幼稚園の教師を対象に現職研修を行った。講義の後，総合教育センターの研究指導主事と学校カウン

セラーを交え，事例検討会を実施した。対象児以外の子供についても活発な意見や質問が出された。

臨床心理学的な視点や保護者の悩み等に関する視点でのアドバイスも得られ，有意義な研修会となっ

た。 

(4) 幼・小連絡会の開催 

 学校カウンセラーとの懇談により保護者から了承を得ることができ，幼稚園と小学校との連絡会を

行うことができた。幼稚園担任が作成した「申し送り票」（資料２）Ｐ11 を基に，小学校の特別支援

教育コーディネーターにＢの支援方法について説明をした。 

《申し送り票について》 

 「入学後の新１年生への対応は大変であり，特別な教育的支援を必要とする子供への支援につい

ては毎年苦慮している。このような申し送り票は，具体的な配慮事項が事前に分かり，とても参考

になる」                （小学校特別支援教育コーディネーターの話より） 
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《「申し送り票」記載項目例》 
 ○食事 
  →食事中におしゃべりが多かったり，食べ終わっても遊んでいて片付けが遅かったりするので，

常に時計を意識できるように言葉を掛ける。（長針の位置など） 
 ○新しい場や活動への苦手さがある。 
  →見通しがもてないと不安な様子がみられるので，事前に何をするのかを伝える。運動会など

の取組では，１日の流れを繰り返し説明したり，「１回だけ練習をやろう」など，その日の目
標をつくったりする。 

 ○次への活動になかなか切替えができないことがある。 
  →視覚的に確認できる時計で残り時間を示したり，次の活動の目標を示したりして課題に取り

組ませる。 
 ○集団活動の中（自分の活動以外の場面）で待っていられない。 
  →「今何をしているのか」など，興味を向けることができるような話をする。 
 

(5) 就学後のフォロー 

ア 入学から２か月後 

 Ｂが小学校へ入学して２か月が経過したころ，幼稚園副園長，幼稚園担任，学校カウンセラー，特

別支援学校教師が，Ｂ小学校を訪問し，５時間目の授業から下校までの様子を参観した。授業中は，

離席をすることなく落ち着いて参加しており，教師の発問に積極的に挙手する場面も見られた。また，

下校の準備では，曲が終わるまでに持ち物をまとめるという約束ごとに従って片付ける様子を観察し

た。音楽を意識して片付けを行い，切替えも問題なくできているＢの姿があった。幼稚園では，時計

を使った視覚面から始めた支援が，曲の時間的な長さを意識して行動できるような聴覚活用した支援

へと発展させており，就学後も支援が継続され，Ｂの生活に生きて働いていることが見てとれる。 

 その後の連絡会で，担任からＢの学校での様子について聞くことができた。給食や新しい場面では，

「申し送り票」を参考にした手だてを講じたことで，大きなトラブルを起こすことなく取り組めてい

るということであった。また，切替えや準備が早くできないことを友達に言われないように，Ｂは意

識的に早く行動しているそうである。「申し送り票」の記載内容については，特に過不足を感じる部

分はなく，適切な支援ができているとの小学校側の話であった。 

イ １学期終了時 

 幼稚園副園長，幼稚園担任，学校カウンセラー，特別支援学校教師がＡ小学校を訪問した。小学校

は，特別支援教育コーディネーター，Ｂの担任，特別支援学級の担任が参加した。 

 活動の切替や予定変更へは，事前に担任がＢに伝えることでおおむね対応できているようである。

学習場面では，作文や計算等に関する大きな遅れは見られないが，本読みなどの順番が分からず友達

から教えられることが多いようである。今のところ，友達からの言葉を素直に受け止めている様子で

あるが，友達同士のトラブルに発展することのないよう配慮していく必要があることを確認した。ま

た，Ｂが最も苦手としている運動会への参加についての支援の検討も行い，踊りの振り付けを事前に

ビデオ映像で見せることで見通しがもてるようにするといった具体的な方法を考えることができた。

「申し送り票」については，１学期を通して有効に活用することができたという評価であった。記載

内容については，「親の願い」に関する記載があると，子供のつまずきに保護者がどれくらい気付き，

理解を示しているのか，また学校に対してどんな支援を望んでいるのかを知る上で参考になるという

意見が出された。 
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ウ ２学期終了時 

 幼稚園副園長，幼稚園担任，学校カウンセラー，特別支援学校教師がＡ小学校を訪問した。Ｂの担

任から，Ｂの運動会への取組や学校生活の様子についての話を聞いた。前回の連絡会では運動会への

参加が心配されたが，徒競走や集団演技などに積極的に取り組む姿が見られたそうである。また，集

団演技の踊りを幼稚園まで出掛けて披露したエピソードを幼稚園担任からも聞くことができた。 

 学校生活全般においては，チャイムを聞いて教室に戻ったり，集団での活動に抵抗なく参加したり

でき，給食では苦手な食材を小さくちぎり，さらにつぶして食べる方法を自分で考えるなど工夫する

こともできるようになったという話を担任から聞くことができた。幼稚園の在籍時にはできなかった

縄跳びもできるようになり，Ｂの成長を母親も大変喜んでいるとのことであった。また，特別支援コ

ーディネーターからは，学年の中で一人を表彰する「がんばりっ子」に選ばれたことも大きな自信に

つながったのではないかという話があった。 

 こうしたことから，今後，Ｂについての幼・小連絡会を定期的に行う必要性はないと判断した。こ

れは，Ｂに対する適切な支援がなされ，環境が整えられた結果であり，こうした支援の継続が今後も

必要であることを確認した。 

 

４ 研究のまとめ 

  この実践では，幼稚園と学校カウンセラー，特別支援学校とが連携しながら，特別な教育的支援が

必要な子供に対して早い時期から適切な支援方法を検討してきた。現在，Ｂが小学校での適切な支援

の下，元気に学校生活を送ることができているのは，学校カウンセラーの存在と「発達チェック表」

や「申し送り票」の活用の効果が大きいといえる。                                         

(1) 学校カウンセラーとの連携 

 幼稚園に在籍している特別な教育的支援を必要とする子供に対して具体的な支援を行っていくため

には，子供への支援だけではなく，その保護者に対しても障害理解等の支援を行っていくことが大切

になってくる。本実践の事例では，なかなか理解が得られなかった保護者に対して，学校カウンセラ

ーが懇談を行い，信頼関係を築いていくことで，子供の特性についての理解が深まった。保護者は幼

稚園担任からの働き掛けただけでは理解が難しかったり，理解しようとしなかったりしたが，第三者

としての学校カウンセラーが懇談することで子供の特性について，別の視点からも客観的にみること

ができ理解が進み，就学予定の小学校に子供の情報を伝えることができた。また，学校カウンセラー

から小学校の情報を聞き，小学校での活動をイメージして支援を進めたり，引継ぎ資料を作成したり

できたことも，幼稚園担任にとって大いに参考となった。また，特別支援学校教師と学校カウンセラ

ーが連携し合うことで，障害の特性や臨床心理学的な視点から専門性を生かした支援を行うことがで

きた。これも大きな成果につながった。 

ア 支援ツールの活用 

発達チェック表 ……Ｂの様子や必要な支援を明確にすることができた。「発達チェック表」を基 
           に，学校カウンセラーと特別支援学校教師が支援の方法を考え，幼稚園担任           

に伝えることができた。また，子供の特性を知るためだけではなく，次           

年度にかかわる小学校担任への引継ぎツールとしても有効に活用すること           

ができた。 

申 し 送 り 票 ……就学後のＢへの具体的な支援を行うときに，場面や状況ごとに細かく記載さ 
           れた配慮事項が大変参考になった。 



- 8 - 

 

(2) 今後の課題 

ア  学校カウンセラーとの連携について 

 幼稚園の中には，本実践の対象児Ｂ以外にもまだ特別な支援を必要とする子供が数名いる。今後は，

その子供たちに対して支援が行えるよう学校カウンセラーと連携を図りながら，幼稚園における発達

障害に関する理解啓発を推進していきたいと考える。また，Ａ小学校では，毎年６月に新入学児童が

卒園した幼稚園・保育所の教師や保育士を招いて授業を参観してもらい，情報交換する会を設けてい

る。このような場を大いに活用していくことも大切である。支援の必要な子供の情報や支援の内容を

小学校へ伝える方法については，地区が異なると方法も異なる。そのため，地区の特色を生かした特

別支援教育のネットワーク構築を図っていくことが大切になってくる。 

イ  保護者の理解と支援ツールの活用について 

  年長児の場合，就学予定の小学校と幼稚園・保育所との連携が大切になってくるが，保護者の了解

が得られないと連携を行うことは難しい。その場合，今回の幼・小連絡会で使用した「申し送り票」

の内容を卒園前に保護者に渡し，保護者から小学校に子供の特性や支援方法を伝えてもらうことも一

つの方法である。そのためには，保護者が納得して活用したくなるような移行支援ツールの検討・作

成が必要である。また，今後はさらに「幼稚園から小学校へ」の一方向ではなく，小学校が知りたい

内容を項目として取り入れることにより「幼稚園と小学校相互の情報交換ツール」へと発展させ，充

実を図りたい。 

 本実践では，幼稚園，小学校，学校カウンセラー，特別支援学校が互いに連携し，子供への支援に

ついての検討を行ってきた。今後は，それぞれの地区でこうした地域資源を活用して，どのように特

別支援教育のネットワークを構築していくかを考えていくことが必要になってくる。 
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