
【実践事例２】 

 

ツールを活用した小学校への移行支援 
                 

豊田市立トヨタこども園 愛知県立三好養護学校 

 

１  はじめに 

 豊田市立トヨタこども園と愛知県立三好養護学校が研究し，豊田市における早期の相談ネットワー

ク構築に関する実践を進めることとなった。愛知県立三好養護学校は豊田市に隣接する西加茂郡三好

町にある知的障がい*の子供を対象とした特別支援学校である。豊田市立トヨタこども園は平成 19 年

度までは豊田市立の幼稚園であった。豊田市では平成 20 年度から国が示す「認定こども園」の制度と

は異なるものの，幼児に均一な保育を提供し，同等の保育料とすることを目的として，幼稚園，保育

園を一本化し「こども園」という名称に変更した。 

 豊田市ではこれまでに市全体で発達障がいの子供への早期対応が行われてきた。既に，乳幼児期の

発達障がいの子供の早期発見・早期療育がシステムとして構築されている。また，小・中学校におけ

る特別支援教育の取組も既に豊田市全体で行われている（図１）。トヨタこども園と三好養護学校で研

究実践を進めていくに当たって，まず豊田市全体で行われている発達障がいの子供への取組を踏まえ，

こども園（幼稚園）と特別支援学校で，今後どんな連携が必要かを考えていくこととした。 

（注）*豊田市では平成 19年度より「障害」をすべて「障がい」と表記している。 

    したがって本研究でも事業名称や診断名を除いて「障がい」の表記とした。 

 

                             【図１】 支援体制連携図 
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豊田市心身障がい児早期療育推進委員会 豊田市特別支援教育連携協議会 

   （豊田市こども発達センターほか）   （豊田市教育委員会ほか） 

(1) 豊田市の早期療育体制について  

 豊田市には心身障がい児総合通園センター「豊田市こども発達センター」がある。ここが主体とな

り，「障害児等療育支援事業」及び豊田市の関係機関が参加して行う「豊田市心身障がい児早期療育推

進委員会」が行われている。様々な機関がかかわりながら，発達が気になる乳幼児について，健診か

ら母子通園施設へと橋渡しを行ったり，こども園の巡回療育相談を通して専門機関への受診につなげ

たりするなど，障がい幼児の早期発見・早期療育のシステムが構築されている。三好養護学校もこの

推進委員会の委員として参加し，こども園の巡回療育相談などに協力している。 

(2) 豊田市の特別支援教育について 

 豊田市では小・中学校において，早い時期から特別支援教育への取組が進められてきた。平成 18



年度には「豊田市特別支援教育の手引き」が豊田市の全小・中学校へ配布された。豊田市内のすべて

の小・中学校で校内委員会の設置，特別支援教育コーディネーターの指名，個別の教育支援計画や個

別の指導計画の様式及び作成手順のマニュアル化が進められ，特別支援教育の推進が図られてきた。

また，学級運営補助指導員（支援員）の配置は平成 16 年度から実施してきた。平成 19 年度からは豊

田市特別支援教育連携協議会がスタートし，豊田市独自の小・中学校巡回指導訪問，ブロック研修会

などが実施され，関係機関が連携して特別支援教育を支えるシステムができあがった。三好養護学校

もこの協議会の委員として参加している。「豊田市特別支援教育連携協議会」の取組（小・中学校，高

等学校への対応）と「豊田市心身障がい児早期療育推進委員会」の取組（乳幼児への対応）をまとめ

ると次のようになる。 
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豊田市の発達障がいのある子供への対応 

 
○豊田市特別支援教育連携協議会の取組（小・中学校，高等学校への対応） 

    ① 障がいのある子供の実態調査，校内支援体制チェック調査 

    ② 個別の教育支援計画の作成推進 

    ③ 研修会（巡回指導訪問）を生かした人材育成，校内支援体制の充実 

    ④ 実践事例の紹介，保護者への理解・啓発 

 

○豊田市心身障がい児早期療育推進委員会の取組（乳幼児への対応） 

  ① 豊田市こども発達センター通園施設進路検討会 

  ② 入園相談会 

  ③ 困難事例検討会 

  ④ 巡回療育相談 

⑤ 研修事業 

(3) 実践のねらい 

 このように豊田市では発達障がい幼児への対応と学齢期の特別支援教育について，先進的な取組が

行われてきた。乳幼児期，学齢期それぞれのシステム構築は進んできたが，こども園と小学校との連

携が十分にとれているとは限らない。就学相談の問題や個人情報の保護の問題など連携を難しくして

いる様々な要因もあり，こども園から小学校への情報提供や連携が課題となっている。 

 そこで，トヨタこども園と三好養護学校の研究実践では，特別支援学校としてこども園を支援する

とともに，こども園での子供の実態把握や有効な支援内容を小学校に引き継いでいくための情報提供

の在り方や連携の進め方に焦点を当てて実践を進めることとした。 

 

２ 実践計画 

 平成 19 年度から平成 20 年度の２年間で，次の実践に取り組むこととした。 

(1) こども園への定期的な支援（発達障がいの子供への支援の充実） 

 年３回程度，特別支援学校の教師がこども園を訪問し，「発達チェック表」を使って子供の実態を把

握し，支援方法について担任への相談を実施する。対象児は年長３名である。この対象児を中心に行

動観察を行い，効果的な支援方法を検討し，今後，小学校に提供する資料づくりを支援とする。 

(2) こども園での障がいについての理解・啓発 



 特別支援学校の教師がこども園で発達障がいや特別支援教育についての現職研修を実施し，こども

園全体で発達障がいの理解を深めるようにする。 

(3) 保護者への対応 

  就学相談会に参加しない保護者に対して，子育て支援や小学校へのスムーズな移行を目指し，必要

に応じて特別支援学校教師が個別の教育相談などを実施する。 

(4) こども園・小学校の連絡会 

 就学前に小学校の就学担当者へ特別な教育的支援が必要な子供の様子についての情報（保護者の了

解の下，作成・活用した「発達チェック表」等）を提供する。これは小学校入学後も，こども園で行

われてきた支援が継続的に行われるように，また，小学校での個別の教育支援計画や個別の指導計画

作成のための資料となることを目的としている。入学後は早い時期に小学校での対象児の様子を参観

し，小学校の担任との情報交換を通して，こども園から小学校への一貫した支援ができるようにする。 
 

３ 実践内容 

 こども園で支援を行った対象幼児は３名であったが，その内，特に小学校への詳細な情報提供を行

ったのは年長児Ｂ１名である。本研究では，Ｂ（高機能自閉症）についての実践事例を紹介する。 

(1) こども園への定期的な支援（発達障がいの子供への支援の充実） 

 特別支援学校の教師が３回にわたってこども園を訪問し，Ｂの様子を参観した後，担任との懇談を

実施した。Ｂは集団活動への抵抗もなく，友達とのやり取りも楽しめていた。担任との懇談では，担

任が作成した「発達チェック表」（資料１－１）Ｐ７，「発達チェック表」個人プロフィール（資料１

－２）Ｐ８を基に，障がい特性なども踏まえてＢの理解を深めた。主な様子は次のとおりである。 
 

Ｂの「発達チェック表」に見られる主な様子  
  

 「集団生活」 気の合う友達とのやり取りができる。 

        集団行動は気が散って遅れてしまうことが多い。  
 「身辺処理」 食事では好き嫌いが多い。 

        着替えでは取り組むのが遅くなってしまう。  
        排せつは独りで行うことができる。  
「その他」  こだわりはないが，気が散りやすい。  

 
 

また，「発達チェック表」からは，「生活」「概念・操作」「コミュニケーション」「その他」の項目に

ついては，おおむね５歳段階の発達課題は到達していた。一方，「運動面」（スキップ，ブランコの立

ちこぎ，縄跳び前回し跳び），「集団参加・社会性」（ゲーム，ルール遊び，ごっこ遊び）などの項目で

は年齢相応の課題について未達成の様子が見られた。Ｂは運動面が全般的に苦手なため，こども園で

は苦手意識をなくせるように，できるだけ易しい課題から取り組む支援を実践していた。ゲームのル

ールを理解することが苦手で，動いて行うゲームでは瞬時に対応することが難しいため，しばらく待

ったり教師が声を掛けたりして支援していた。 

 「発達チェック表」では，達成しているように見える項目でも，日ごろの支援があるからこそ取り

組めている活動もたくさんあった。例えば，気が散って何をするのか分からなくなることがある。周

囲の幼児が活動に取り組んでいるときにタイミングよく担任が声を掛けることで周囲の動きを見て活

動内容を理解したり，繰り返し同じパターンで給食の準備に取り組んだりするなど，苦手さに応じた
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適切な支援が行われていた。担任は「障がい」というよりもＢの苦手なことを踏まえ，分かりやすく

するためには何が必要かを自然に考えて実践していた。その良い対応方法を他の教師にも広く知って

もらい，実践できるように，担任が取り組んで良かった支援方法をたくさん「発達チェック表」に記

入してもらうように伝えた。この資料を基に学年の中で，話合いが行われ，Ｂの実態を共通理解する

ことができ，同じ方向性で支援することができるようになった。 

(2) こども園での障がいについての理解・啓発 

 １月には発達障がい及び特別支援教育についての研修会をこども園で実施した。こども園の教師は

６名参加した。こども園では，なじみの少ない特別支援教育の動向について，ユニバーサルデザイン，

バリアフリーなどの概念と併せて説明をした。ＬＤ（学習障害），ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害），

自閉症などの特性とその支援方法について説明し，障がい特性の理解を深めた。担任からは気になる

幼児の行動やその理解についての具体的な質問もあり，障がいの理解，子供の理解を深める機会にな

った。 

(3) 保護者への対応 

 就学相談会に参加しない保護者の相談機会を設定する予定であったが，教師が園生活において支援

の必要性を感じても保護者が，その必要性を感じていない場合は，特別支援学校教師との相談を勧め

ることは難しく，実現できなかった。保護者の不安や心配などに合わせタイミング良く相談を勧めて

いくことが今後の課題である。 

(4) こども園・小学校の連絡会  

 ３回にわたって，Ｂが就学する予定のＡ小学校の教師との連絡会を実施した。 

 １回目の連絡会は 11 月に実施した。就学先を決定する時期でもあり，特別な教育的支援が必要な子

供がいることを理解してもらうことを目的に，就学相談の担当者である教務主任との懇談会を実施し

た。こども園でＢの様子を見てもらいながら「発達チェック表」を基に，実態と配慮について情報提

供した。 

 ２回目は２月に実施した。Ａ小学校にて教務主任，特別支援教育コーディネーターとの懇談を実施

した。こども園から，どのような情報が必要か小学校からの意見を聞いた。 

 ３回目は小学校入学後の５月に実施した。小学校を訪問し，Ｂの様子を参観し，教務主任，担任と

小学校でのＢの様子と今後の支援についての情報交換を実施した。 

 

こども園から情報提供する資料についての  

小学校特別支援教育コーディネータ－による意見  

  

 ・紙面にまとめられた資料があるととても参考になるし活用できる。 

 ・できるだけ具体的な手だての情報がほしい（例えばパニックへの対応など）。 

 ・集団行動の様子や興味のあるもの，過敏性，障がい特性・コミュニケーション

の様子などが特に知りたい。  

 

 
 今回の研究では「発達チェック表」を基本の資料として実践を行ってきた。この資料は発達の視点

から早期に支援の必要な子供に気付き，子供の実態把握を行い，園内で支援方法の共有化を図るため

のものである。しかし，対象となる子供の全体像を把握するにはやや情報が不足していた。小学校の

ニーズは，障がい特性を背景とする特徴的な行動やその対応方法についての情報であり，もう少しＢ

の全体像が分かる情報が必要であった。そこで，「発達チェック表」を補足する資料を作成することと
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した。 

 補足資料は，小学校の生活を想定し，生活場面で必要となる以下の項目についてこども園での実態

や支援の手立てを盛り込んで，特別支援学校とこども園が協力して作成することとした。 
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作成する補足資料の項目 
 ○プロフィール 

  「好きな物・得意な物（好きな遊び，こだわりの強い遊び）」 

  「苦手なこと（気分変動につながる嫌な活動，無理強いしてはいけない活動）」 

  「気になる行動（こだわり，パニックなど，困ったときのサイン・支援）」 

  「保護者の様子（家庭の様子，保護者の意向，地域生活の様子）」 

  「学校生活で必要な配慮」 

 ○行動特徴と有効な支援 

  「日常生活習慣（身の回りのこと，食事，偏食，着替え，排せつ）」 

  「集団行動（友達とのかかわり，集団への適応）」 

  「感覚過敏」 

  「コミュニケーション（言葉の指示理解，表出言語の様子）」 

  「新しい場所・活動への適応」 

  「認知面（文字理解，書き方の特徴，注意の向け方，不注意）」 

  「医療情報（発達検査結果）」 

  「その他（入学前の配慮）」 

 これらの項目について，特別支援学校教師とこども園の担任が話し合ってまとめることとした。日

ごろのＢの様子や支援について，Ａ小学校へ提供することを前提として情報の整理を行った。 

 補足資料の作成は，こども園の生活から小学校生活へのスムーズな移行と小学校での個別の教育支

援計画や指導計画の作成に役立てていくことを目的とし，資料の形態は，入学前参考資料（資料２）

Ｐ９と入学後参考資料（資料３）Ｐ10 の二つに分けて情報をまとめ，小学校への情報提供を行った。 

 これらの資料について実際に活用してもらい，Ｂが小学校に入学後の５月に，こども園と小学校の

連絡会を行い，Ａ小学校の教師から資料について意見を聞いた。「入学前資料」は，「項目を分けて情

報を絞っているため，見やすかった」「特にコミュニケーションの様子が分かってよかった」「この資

料を見てできるだけ初めての活動前には事前にやってみたり，その場所に一度行ってみたりした」な

どの意見があった。「発達チェック表」と「入学後資料」では，「こども園と小学校の生活は違うが，

こども園での生活の様子や有効な支援によって変化してきた姿が見られるのがよかった」との意見で

あった。「発達チェック表」と「補足資料」は、特に小学校入学当初の時期に有効に活用できる資料で

あることが分かった。 
 

４ まとめと今後の課題 

 この実践では，年長児３名について，子ども園での支援の充実と戸惑いなく小学校生活が送れるよ

うに「発達チェック表」を活用した実践を行ってきた。特にＢについては補足資料も作成し，Ｂの苦

手なところや個別の配慮が分かるような情報提供をＡ小学校に対して行ってきた。これまでの実践の

取組について，その効果と課題をまとめておく。 
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(1) 保護者の理解    

 対象年長児３名のうち，発達障がいの診断が出ていたのはＢだけであった。未診断２名の保護者は，

特別な教育的支援の必要性を感じておらず，保護者との連携が難しかった。そのため今回の実践で小

学校への資料提供などの実践ができたのはＢだけであった。保護者の了解が前提となる資料であるた

め，保護者への協力をどのように求めていくか，また保護者の了解が得られにくい幼児については，

どのようにこども園から小学校への移行支援を行っていくかは，今後の課題である。 

(2) 小学校への情報提供資料について 

 本実践では，総合教育センターと研究協力校が作成・開発した「発達チェック表」をこども園で活

用した。しかし，このツールはもともとこども園で，支援を行うことを目的として作成してきたもの

である。そのため，小学校生活を想定した情報を必ずしも網羅できず，補足資料を作成することとな

った。補足資料は小学校で予想されるトラブル，入学式前後で小学校が知りたいと予想される情報を

精選して提供した。「入学前情報」と「入学後情報」に分けて提供し，使いやすい形態を工夫した。こ

のように必要な時期に必要な情報を提供することで，資料も 大限に活用されると考えられる。 

 この取組は効果的であるが，こども園教師の作成負担が更に増えるという問題点がある。「発達チェ

ック表」は小学校へ提供すべき情報を想定した項目立てではなかった。しかし，小学校が必要とする

情報を整理し，こども園から小学校へとつなぐことで一貫した支援が可能になった。Ｂの全体像が分

かる資料は欠かせない情報ではあるが，この研究の取組が他の幼稚園や小学校で広がっていくために

は資料作成の労力を軽減する必要がある。幾つもの資料を作成するのでなく，「発達チェック表」の中

で小学校で必要となるような情報を盛り込んでいくことが望ましい。「発達チェック表」の記入例で必

要とされる情報や視点を示し，このツールがこども園での支援に，また小学校での支援でも役立つ資

料となるような検討が必要であろう。 
(3) 日ごろからのこども園と小学校の交流の実施 

 近はこども園と小学校の日常的な交流が盛んに行われるようになってきている。トヨタこども園

でも年に何度か幼児たちがＡ小学校へ行き，ゲームなどの交流会が行っている。このような日常的な

教育活動を通して，幼児たちは小学校の雰囲気に慣れることができ，また小学校の教師も気になる幼

児の様子を把握することができる。日常的な交流などの教育活動を積極的に行っていくことは重要で

ある。 

 
 以上のような課題はあるが，今回のこども園と小学校をつなぐ一つの実践が，子供の支援に役立つ

連携の足がかりとなればと考える。 
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入学前参考資料                  実践事例 2【資料 2】 

知ってください。（Ｂのプロフィール） 
        (作成) 

 

好きなこと                       苦手なこと 
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身の回りのこと                 コミュニケーション 

 
 
 

               その他、先生へ 

 

困ったときのサイン                友達とのかかわり 

 
 
 
 
 
 
 

入学前の配慮 

困っているときの支援                 

 

 

 

 模様のついたこま回

し。（ひもで回せるよ）

レゴなどのブロック遊

び。誕生石も詳しいよ。

（誕生日教えてね） 

 縄跳びや跳び箱など

の運動が苦手だよ。 
 追いかけっこは好き

だけど途中でいやにな

るときもあるよ。 

 独りで食事，着替え，

トイレができるよ。でも

ファスナーや蝶結びは苦

手。野菜は嫌いだけど，

がんばって食べてるよ。 

 お話ができるよ。でも

初は絵や図で説明してもら

えると分かりやすいな。 
一つ一つ説明してね。(三

つ以上は忘れちゃう) 
 新しい場所や活動

は苦手だよ。 
 目で見たことや聞

いたことが気になっ

ちゃうことがあるよ。  友達大好き。みんなと

一緒にいたいよ。みんな

から遅れると心配にな

るから声をかけてね。 

 笑っているように見え

ても困っているときもあ

るよ。 
 自信がないから易

しいことから。 
 不安なときは泣いた

り，口をモゴモゴするこ

ともあるよ。 

 机やロッカーの場所が分

かるように名前を書いてお

いてね。 
 困ったときは，先生が優し

く声を掛けてね。「大丈夫だ

よ！」って言って，一緒にい

てくれると安心できるよ。 

 初めての場所や活動は緊

張するから練習したいな。
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