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本報告は令和 2 年度コンソーシアム和歌山「大学等地域貢献促進事業（学生共同プロジェクト

研究）」（以下本研究という）に参加した研究報告である。学生たちがフィールドワークを通して学
んだ各年代期でのダウン症候群を中心とした障害者（児）の課題と協働のあり方を検討したもので
ある。詳細は本研究実績報告書等に記載しているが、ここでは澤田と上久保が交流活動を計画・実
施した乳児期及び幼児期の部分について報告する。  
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1 はじめに 

 本研究は、東京医療保健大学和歌山看護学部（学生：矢
出翔子、青柳絢女、天野瑞帆、教員：西井崇之他4名）、和
歌山信愛大学教育学部（学生：澤田楓香、上久保梨沙、教
員：桑原義登、小田真弓）、和歌山大学教育学部（学生：岡
本竜太郎、益田拓実、教員：江田裕介)の大学間連携におけ
る各大学の特質を活かした研究である。（研究代表者矢出翔
子、代表指導教員西井崇之） 
研究課題を『ダウン症候群を中心とした障害がある（知
的障害・自閉症スペクトラム障害等）人（児）および家族
のライフサイクルに沿った健康寿命の延伸、QOLの向上
を目指して ―学生と対象者のインタラクティブな場を通
して各年代期の課題の抽出および協働の在り方の検討―』
とし、このテーマに沿って和歌山県内の様々な施設にてフ

ィールドワークを実施した。フィールドワークでは、対象
者の発達・生活上の課題を支援者側の視点から理解するた
めに、様々な支援者（小児科医、保育士、幼稚園教諭、特
別支援学校教員、精神保健福祉士、相談支援員、支援団体
（和歌山県ダウン症親の会）、当事者の家族等）にインタ
ビューを実施した。 
なお、1「はじめに」及び2.1「研究目的」に関しては
主に東京医療保健大学紀要(西井,2022)から引用し、3.3.3
「歩行訓練を見学して」は本研究助成実績報告書から引用
している。 
研究に当たっては学生が主体となり、施設ごとに中心の
担当者を決め、それぞれの発達課題に沿った交流活動を実
施した。本報告では、乳幼児期の交流活動を担当した澤田
と幼児期の交流活動を担当した上久保がそれぞれの担当し
た内容について報告する。 
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2 本研究の概要について 

2.1 研究目的  

障害者（児）やその家族に対応する専門職の期待は非常
に大きい。その専門職を目指す学生は、期待に応えられる
ように資質・能力を身につけることが重要である。しかし、
社会生活経験が乏しい学生の増加により、大学内の講義や
演習、実習を中心とした教育だけでは、障害者（児）や家
族の生活や発達段階を考慮した課題を認識することは容易
でないと考えられる。当事者から得られる学びをもたらす
多様な価値観をもつ個々の人（児）との関わりが減少する
ことで、ライフサイクルを俯瞰し、各年代期の個々の発達・
生活上の課題について共通認識を得ることが困難となり、
適切な支援が行えないことが想定される。大学外に出て、
様々なライフサイクルにおける障害者（児）および家族と
目的をもって関わる経験を重ねることで、理解が深まり適
切な支援につなげることができると考えられる。 
 そこで、本学生プロジェクト研究は、和歌山県における
障害者（児）および家族のライフサイクルに沿った各年代
期の課題の抽出および共生社会の実現に向けて、令和2年
度大学等地域貢献促進事業（学生共同プロジェクト研究）
に応募した。 
 

2.2 研究の活動経過 

令和２年６月から令和３年３月までの間、計画書提出や
プレゼンテーション審査に向けての資料作成、各ライフス
テージでの企画検討、報告書の作成等においては、ZOOM
も活用して何回も会議を繰り返し行ってきた。 
他にも小児科医からの出生前診断等のダウン症に関する
医学的講義をしてもらうなど、事前学習会を行ってきてい
る。 
本研究のフィールドとして、各ライフステージでの課題
の抽出と協働のあり方について研究を行った。本研究に協
力頂いた施設等は表1の通りである。各ライフステージで
の成果は本研究実績報告書を参照いただきたい。今回は、
乳幼児期の子どもの療育を行うおもちゃライブラリーAと
幼児期の療育を行う児童発達支援センターBで行った交流
活動の結果を報告する。 

フィールドワークで訪問した交流活動の実施場所とは別
に、ダウン症親の会の方々とのZOOMによるインタビュ
ー会議を行い、ダウン症候群と診断された子どもを成人に
至るまで養育してこられた貴重な体験談などを聞くことも
できた。 

 
表1 ライフサイクルを通した交流活動の実施場所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は、おもちゃライブラリーAと児童発達支援センタ
ーBで行った交流活動の結果を報告する。 
 

3 乳幼児期の交流活動の内容 

3.1 施設の概要 

3.1.1 施設紹介（おもちゃライブラリーA） 

おもちゃライブラリーA（以下Aという）は、子どもの
ため、保護者のためのアットホームでつながりを作れるよ
うにと1975年から活動が始まった。現在、小児科医及び
理学療法士が携わり、ダウン症児の早期療育、会員同士に
よる相互理解と情報交換を行う場としての役割を果たして
いる。ダウン症児の発達には早期療育が効果的であるとさ
れており、この施設では、独歩までの運動訓練を積極的に
行っている。また、保護者同士による情報交換は、仲間意
識を持てるようにとの目的で行われている。子育ての先輩
から話を聞くことで不安が軽減をされるという利点もあ
る。 
 

3.1.2 研究協力者  

 研究協力者は、主に生まれてから発達課題を有する2歳

ライフステージ

(担当大学)
企画実施場所

　乳児期及び幼児期

　(和歌山信愛大学)
おもちゃライブラリー A

　幼児期

　(和歌山信愛大学)
児童発達支援センターB

特別支援学校C

放課後等デイサービス事業所D

生活介護事業所と就労継続支援B型事業所E

生活介護・就労移行支援・就労継続支援B型事業所F

就労継続支援B型事業所G

　学童期

　(東京医療保健大学)

　成人期

　(和歌山大学)
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くらいまでの子どもとその保護者である。ほとんどの子ど
もがダウン症候群と診断されている。 
インタビューの協力者は、1歳9か月から11歳（Aを卒
業した子どもを含む）のダウン症候群の子どもをもつ保護
者6人である。 
 

3.2 交流活動の概要  

 わらべうたあそびの紹介と保護者へのインタビューの交
流活動を実施した。インタビュー終了後にはわらべうたあ
そびのDVDの配布を行った。わらべうたあそびの紹介
は、子どもの興味の発見を目的と愛着形成のための親子の
ふれあいの増進を図るために提案した。COVID-19の感
染予防の観点から、他の家庭や私たち大学生との濃厚接触
を避けられる上に親子の触れ合いができるという良さから
採用した。 
わらべうたあそびの紹介の具体的な取り組みとして、わ
らべうたあそびを紹介したDVDを持って帰ってもらい、
家庭でも行ってもらうことを依頼した。子どもと保護者が
一緒に行うことができ、かつ顔や手先等様々な体の部位を
刺激し体の部位の理解につながる曲を選定し、紹介した。
インタビュー調査では、ダウン症候群の子どもをもつ保護
者の思いや気持ちを直接聞き、実態を把握すること、地域
にある社会資源の課題や強みを明らかにするために実施し
た。 

 

3.3 結果 

3.3.1 わらべうたあそびを通して 

わらべうたあそびでは、親子が一緒に積極的に取り組ん
だ。わらべうたあそびに興味をもった子どもの反応が見ら
れ、ふれあいを楽しんでいた。一方で、わらべうたあそび
には応じないで、保護者の周りを歩いている子どももいた
など、反応に個人差が見られた。 

 

3.3.2 インタビューを実施して 

おもちゃライブラリーでのインタビュー調査は、ダウン
症候群の子どもをもつ保護者6人に実施した。 
「子育ての中で嬉しいと感じること」という質問では、

5人から回答を得た。「新しいことができるようになった

時」等の子どもの成長を見ることができたときにうれしい
と感じた人は4人いた。また、「笑顔を見た」などの子ど
もの様子からうれしさを感じた人は2人いた。（表2参
照） 

 
表2 「子育ての中で嬉しいと感じること」の回答 

 
 
 
 
 
 
 
「子育てに対する悩みや思い」という質問では、5人か
ら回答を得た。「子育てが大変なため自分の時間が取れな
い」、「いらいらするときがある」と普遍的な子育ての悩み
に関する回答は2人いた。「障害に対する学校の理解が足
りない」、「合併症や将来のパートナーの不安」と子どもの
障害に関する悩みは2人いた。また、「兄弟にダウン症候
群のことをどう伝えるか」という家族の障害受容に関する
悩みを持つ人が1人いた。（表3参照） 
 
表3 「子育てに対する悩みや思い」の回答 

 
 
 
 

 
 
 

3.3.3 歩行訓練を見学して 

歩行訓練では、２～３歳の子ども達に対し、歩行器具を
使用して２足歩行の練習をしていた。自分の体重を足だけ
で支えることが難しく、重心よりも足が後ろに残っている
様子が見られたが、歩行器具によって、体重を腕でも支え
ることで、前へ足を運ぶことができていた。生後１歳程度
の子どもに対しては、寝返りやうつぶせの様子から、体の
向きを変える動きの獲得ができているかを確認していた。
また、抱っこやバランスボールを用いて腹筋や背筋の発達
の様子を確認していた。年齢が近い子ども同士でも、寝返
り、はいはい、首のすわりなど発達の程度が違っていた。
自由時間では、子どもたちがジャングルジムや雲梯で遊ん

キーワード
笑顔を見る、新しいことができる
子どもの成長、人とのつながり、「やってみたい」と聞いた時
子どもの成長(歩ける、笑う、言っていることがわかる)
窓越しから見てくれる、つたえ歩き歩行器をした
離乳食が食べられた

キーワード
子どもが遊べる場所、公園
障がいへの理解
情報量が少ない
支援学校が近所に欲しい
将来の不安、今することが分からない
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でいた。遊びの中で遊具の名前を言うなど、子どもの発語
が少しだけ見られた。遊具で遊んでいるときは、どの子ど
もも同じように笑顔で楽しそうにしていた。また、子ども
たちが遊んでいる間に保護者同士の交流が見られた。 
 

3.4 考察 

わらべうたあそびを通した交流活動で、子どもの興味や
能力の差が見られたことから、遊びの種類を一点に絞るの
ではなく、それぞれの子どもに合わせた様々な種類の遊び
を提案すべきだということを学んだ。しかし、現在のコロ
ナ禍では、どうしても活動に制限がかかってしまい、子ど
もの興味の発見には、今まで以上に困難が生じていると考
える。今回のわらべうたあそびの活動は、子どもの興味の
発見とまではいかなかったため、今後は、保護者と一緒に
取り組むことができる様々な種類の遊びの活動を行いたい
と思った。また、保護者が子どもの反応をどう見ているか
分からなかったため、保護者との面接を行っていく必要性
を感じた。 
インタビュー調査では、「子育ての中で嬉しいと感じる
こと」という質問は、子どもの成長、子どもの日頃の様子
についての回答が多かった。良好な親子関係を築いていく
ためにも、子どもと一緒に取り組んでいく中で喜びを感じ
られる子育て支援が効果的であると考えた。「子育てに対
する悩みや思い」という質問では、普遍的な子育ての悩み
があった。そのうえ、子どもの障害についての悩みもあ
る。困ったことがあれば、医師や療法理学療法士のような
専門家や子育ての先輩などにすぐに相談できるおもちゃラ
イブラリーのような施設が重要だと考えた。また、連携す
る支援機関は、より一層保護者の心情や障害に関する専門
的な知識を深めておく必要性があろう。 
今回、ダウン症候群の子どもを持つ保護者の思いや気持
ちを直接聞くことができた。インタビュー調査は、対象者
の母数が少ないため集約した意見が反映されていないが、
貴重な意見であった。そのため、今後は対象者を増やし、
さらにニーズを調査していくと良いと考える。 

 

4 幼児期の交流活動の内容 

4.1 施設の概要 

4.1.1 施設紹介（児童発達支援センターB） 

児童発達支援センターとは、就学前児童の基本的な生活
習慣、機能訓練、感覚訓練などを行い身に付け、集団生活
の中で、発達に応じて日常生活支援を行う施設である。 
児童発達支援センターB（以下Ｂという）は子どもたちの
発達段階がそれぞれ違うため、一人一人の発達促進を図る
ための養育・保育支援を行うなど、それぞれの子どもの思
いや主体性を大切にしている。また、子どもが卒園した後
も保護者の方と連絡を取り合うことや、小学校の運動会を
見学することなどによりつながりを保つことを大切にして
いる。また、進学先の教員や、保健師などと、子ども一人
一人のニーズに合わせたメンタルケアや発達の向上に向け
ての情報交換を交わしている。 
Ｂでは、子どもと関わる際、言葉で自分の意思を表現で
きない子どもの表情や行動を見て、感情や普段の行動との
違いを読み取ること、言葉を使わない握手やジェスチャー
などノンバーバルのコミュニケーションを行うことを大切
にしている。また、園庭で体全体を使う粗大運動やシール
を貼るなどの手先を使った微細運動を通した活動を行い、
子どもの運動発達や言語発達の促進を図っている。 
 

4.1.2 研究協力者 

療育支援が必要と保健師等から紹介を受けた歩行獲得時
から就学前の幼児と職員である。 
 

4.2 交流活動の概要 

 当初予定していた活動は輪投げや音楽に合わせてダンス
をすることであった。ダンスは、文字や言葉を使わなくて
も身振り手振りを使って表現するので子どもたちが楽しめ
ると考えた。しかし、COVID-19対策が十分にできない
ことや、一人ひとりの発達段階が違い、新しいことへの取
り組みに不安を持ってしまうため、普段からBで行って
いる活動に合わせた活動に修正して実施した。その中でも
言語発達の成長につながり、子ども達の想像力や集中力を
高める絵本の読み聞かせを中心に交流活動を実施した。 
午前中に登園の様子や着替え、朝の会・認知活動、園庭
遊びの見学を行うとともに一般的に子どもに人気のある
「くだもの」や「しろくまちゃんのほっとけーき」などの
絵本の読み聞かせを行った。絵本を選ぶ際は、実際の年齢



わかやま子ども学総合研究センタージャーナル No.3, pp.63-69, 2022 

67 

向けの絵本は物語や難しい言葉が多いため、わかりやすい
ものを選んだ。 
また、保育園・幼稚園・子ども園等との違いや児童発達
支援センターの役割・意義を学ぶとともに、幼児期の発
達・生活上の課題を明らかにするため、職員にインタビュ
ーを行った。 

 

4.3 結果 

4.3.1 絵本の読み聞かせを実施して 

絵本読み聞かせでは、年長クラスで絵本を読んだ際に、
ページを開く前に次の展開を言う子どもや集中して絵本を
楽しむ子ども、絵本以外の他のことに興味を持つ子どもな
ど様々な反応があった。見慣れている絵本や擬音語が入っ
ている絵本はとても反応が良かった。 
 

4.3.2 インタビューを実施して 

Ｂの園長と保育士にインタビューを行った。Bを利用し
ている子どもは、１才半健診で発達につまずきがあった子
どもや知的障害の程度が療育手帳B2（軽度）、B1（中等
度）、A2（重度）の順に多いことが解った。また、歩行が
できる子どもが多く、ダウン症候群や、自閉症スペクトラ
ム症等の発達障害の子どもが大半であることがわかった。 

 

4.3.3 活動の見学をして 

Bに行く前にダウン症のことについて小児科医などから
学んだが、実際にフィールドワークに行ったことで個々の
子どもの障害程度の差が大きいことがわかった。シール貼
りによる手先の細かい活動を行う際に、マスの中に収めて
貼る子どももいたが、自由に貼っている子どももいた。こ
のように、何か活動を行う際に様々な反応があり、個人差
がとても大きかった。また、Bの職員は子どもにシールを
貼ることによって、微細運動が促進されることを期待して
活動自体に興味をもつことへの賞賛や励ましの言葉をかけ
ていた。 

 

4.4 考察 

読み聞かせの活動は、5才児クラスであったが、2-3才
児向けの絵本の方が理解しやすく楽しめていたことから、
発達に合わない遊びを無理に行わずに、一人一人の発達に
あった遊びを楽しむことが大切であり、その経験が次のス
テップの第１歩になると考える。 
就学後、様々な活動を経験することを考えると、幼児期
の内に家族以外の大人や友達との間に信頼関係を築く必要
があることを学んだ。子どもにとって大人との信頼関係は
とても大切であり、それが友達や人への興味につながる。
そのため、ありのままの子どもを受け入れ、気持ちに寄り
添い、共感し、認めることが大切である。子どもは受け入
れてもらったという実感をすることで、自己肯定感を育ま
れて自信が高まり、様々なことに挑戦して体験を積みなが
ら成長すると考える。また、就学後は長い時間椅子に座り
授業を受けることが必要になるため、その子どもの能力や
関心に合わせた課題を与え、落ち着いて集中できるような
支援が重要であると考える。 
 Bなどの児童発達支援センターでは、着脱、排便、食
事、行動の切り替えなどを行うときに、やる気になるまで
に時間がかかる子どもが多いことが課題であると考えた。 
卒園後のフォローや地域の小学校との連携を行うことな
ど、地域や新しい関係機関との連携の重要性を深く理解す
ることができた。また、子どもへの誉め言葉などの肯定的
な声掛けの重要性や、送迎の際での、日常の出来事や相談
などを行うことにより、保育者と保護者とのつながりがで
きることがとても大切であると考える。 

 

5 全体のまとめと考察 

5.1 専門職の役割 

 専門職種の専門性以外に当事者やその保護者を支援する
うえで大切なことについて考察した。まずは、コミュニケ
ーションの重要性である。保護者にとって障害のある子ど
もの子育ては常に初めてのことばかりで、不安や心配も多
い。そのため、保護者が相談しやすい雰囲気を専門職の人
は作っていく。普段からコミュニケーションを大切にし、
しっかり顔を見て挨拶をするなど、話を聴く姿勢をとる。
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また、聴くだけでなく「これからどうしていくのか、どう
していきたいのか」など将来の方向性を一緒に考え、保護
者と連携機関との間に信頼関係を築くことが大切であると
考える。 
コンソーシアムの交流活動を通し、子どもが新しくでき
たことや今できていることを共に喜び、子どもと一緒に物
事に挑戦し、前向きな子育てを行い、子どもの障害を受容
している保護者と出会えた。支援をする際に、障害に着目
してしまうが、子ども自身の個性、良さや強みを引き出し
ていくことも大切であることを学んだ。このように、障害
を1つの個性として捉え、一人一人の子どものペースに合
わせながら粘り強く寄り添うかかわりが大切であると考え
る。 

 

5.2 ライフサイクル間の連携の重要性 

連携というと、各ライフサイクルでの関係機関との連携
を中心に考えるが、本研究を通して、胎生期から成人に至
るまでのライフステージ間の連携が重要であることを学ん
だ。出生前診断でダウン症候群の診断を受けて出産を悩ん
でいる人は、出生後の成長に関わってこられた先輩の保護
者からの体験や考え方を聞けることの重要性があると考え
たからである。 
また、保育所・幼稚園から小学校への引継ぎ、小学校か
ら中学校への引継ぎというように、校種を越えての情報共
有が課題であると言う保護者がいた。和歌山県では障害の
ある子どもを生涯にわたって支援を行えるようにつなぎ愛
シートの作成を行っている。和歌山県教育振興基本計画（和
歌山県・和歌山教育委員会、2018）によると、つなぎ愛シ
ート（個別教育支援計画）の作成率は幼稚園28.0%、小学
校59.7％、中学校53.2％、高等学校25.7%である。 
義務教育間（小学校と中学校間）は、比較的連携できて
いるが十分な割合ではない。もっと、乳幼児期から成人期
に至るまでのライフサイクルを通した関係機関の連続的な
連携を行い、先を見据えた障害者への合理的配慮を検討し
ていくことが重要だと考えた。 

 

5.3 学生と関係者との関わりから 

今回の和歌山コンソーシアムのフィールドワークで実際

に保護者の方から子育てに対しての生の声を聴くことがで
きた。インタビューや親子間でのやりとりを見て、大学の
授業で学んだことや事前学習では知ることができないよう
な悩みや子育てをする喜びなどを感じとることができた。 
他のアンケート調査の結果から、保護者や関係機関の職
員及び支援員の方は、学生の障害分野に対する学習を期待
し応援してくれていることがわかった。私達学生も期待に
応えて、一人一人意識を変えていく必要があると考えた。 

 

5.4 保護者同士のつながりの重要性 

特に家族同士の交流は悩みや考え方を共有し、就学や就
労の事などを経験した保護者に相談することで、情報や考
え方を知り、繋がりや広がりができて安心感をもつことが
できる。このような交流する場があれば、保護者の悩みを
解消し、助け合いができるようになると思う。 

1 人で考えるより、子育て経験がある人と話をすること
で視野や考え方が広がり前向きな気持ちになるため、障害
のある方や保護者の方同士のつながりはとても大切である
と考えた。 
 

5.5 大学間交流の意義 

本学の学生は、乳幼児期の心理的発達の特性や教育方法
について学んでいるが、他大学の学生はダウン症候群の健
康面での発達課題や感染症へのリスクについて、また、就
労のことについて学びを深めていたため、様々な視点から
ダウン症について学ぶことができた。 
大学間交流を行うことでそれぞれの学んでいることを生
かして多角的な視点で物事をみることができるようになっ
た。また、大学で学んでいることを他の領域の専門と関連
付け考えることができるという意義があった。 
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