
特別な支援を要する幼児への
かかわり 2016 

全体への対応から個別対応へ 

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file166.htm�


内容 

1. 特別な支援を要する子ども 
2. 全体への対応 
3. 個別対応 

– 問題行動への対応 
– 一対一の対応 

4. 保護者との連携 
– 保護者へのかかわり 
– 個別保育計画 

5. まとめにかえて 
 



1．特別な支援を要する子ども 

気になる子ども 
発達障害特性・二次障害 



特別な支援を必要とする子ども(例) 

身体障害 
知的障害 

発達障害特性 
(通常学級に6.5％) 

二次障害 
 

反応性アタッチメント障害 
非行 

精神疾患 

 
二次的な問題 

いじめ 
不登校 
問題行動 

英才児 
外国籍 

(言語、文化の違い) 

親の問題 
貧困 

養育の問題 
居所不明 

 

特殊教育の対象は3.33％ 
（特別支援学校、学級、通級） 

文部科学省（2014） 

LGBT 

 
どのような特
性でも、その
特性は尊重さ
れなければな

らない 
US:70万人、言語(44％) 
発達の遅れ(37％)自閉
(9%) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1332148.htm�


発達障害特性 
＜主な発達障害＞ 

LD：学習障害 
ADHD:注意欠如多動性障害 

ASD：自閉症スペクトラム 
ID:知的（発達）障害 

発達障害特性：発達障害の状態を示すこと 

LD ASD 

ADHD 

ID 

学習の困難さ 
対人関係の問題 
行動上の問題 

二次障害 

２E 



発達障害とは 

• 学習障害(LD) 
– 知的な遅れは見られないが、読み書き計算に困
難さを示す 

• 注意欠如多動性障害(ADHD) 
– 不注意、多動、衝動性を示す、行動抑制の障害 

• 自閉症スペクトラム(ASD) 
– 対人関係など社会性の困難さと、こだわりなどの
同一性保持を示す 

• 知的（発達）障害(ID)：知的発達の遅れ 
発達障害： 病気＜個性  治療＜療育、支援 

http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/201469.pdf�


２E:Twice Exceptional Children 
高い能力と発達障害特性のある子ども 

• 優れた能力と、(発達)障害特性の二つを備え
ている 

• どちらかの能力が他方に隠れていることがあ
る 
– 優れている子どもに見えるが、学習障害特性が
ある 

– できない子どもに見えるが、優れた能力を発揮で
きていない 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

「できる」ように見えても、問題を抱えている子ども 



発達障害特性・二次的な問題・二次障害 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

虐待 生活習慣の乱れ 

共依存 

貧困 

親のうつ 
不安障害 

パーソナリティー障害 

発達障害特性 

二次的な問題 

学力不振・不登
校・いじめ・問題
行動など 

二次障害 
RAD、非行、精神
疾患 

学習困難・行動
上の問題・対人
関係の問題 

園で対応 

専門機関対応 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2014/10/01/1352204_3_3.pdf�


反応性アタッチメント（愛着）障害                
(RAD)  

• 生後五歳未満までに親やその代理となる人と
愛着関係が持てず、人格形成の基盤におい
て適切な人間関係を作る能力の障害 

• 二つの群 
– 抑制型：他者に対して無関心。ASDに類似 
– 脱抑制型：部分的な愛着関係の状態に取り残さ
れ、他者に対して無差別に薄い愛着を示す。
ADHDに類似 

虐待による 

（ADHDとの区別がむずかしい） 

トラウマとストレス因子関連障害 

RAD：裏表がある。人の顔色をうかがう。巧妙にウソをつく。 
親がいるいないで態度が違う。 



RADへの対応 

• 疑わしきは児相に通報を 
 

• 児相と連携して対応 
 

• 園ができることを実施する 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

虐待は違法であり、止める義務がある 

園が中心ではない。保育には限界がある 

子どもができることを認め、自己肯定感を育てる 

ADHDへの対応とは違った対応が必要です 
マイナスからのスタート。心のケア（信頼関係の構築） 



ちょっとまとめ 

• 発達障害そのものが問題ではない 
– 特性に対応し、適切な支援で健全な成長 

• 特性+後天的要因により二次障害へ 
– 虐待、いじめ、貧困、災害など 
– 自己肯定感の低下・未熟さ、依存性 
– 不安・緊張・抑鬱・怒り・被害感など 

• 二次障害は専門機関中心に対応 
 
 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

斎藤(2014) さまざまな要因が複雑に絡み合っている 
二次障害の原因は特定が困難。犯人捜しは意味がない 



発達障害の専門機関 

• それぞれの特性を知る 
• 必要な情報を整理する 
• 主訴を明確に 
• できれば保護者と一緒に 

 
• 資料の入手 
• わからないことは質問 

専門機関 
 

市町村母子保健担当課 
児童デイサービス 
県教育センター 

市町村教育センター 
特別支援学校 
児童相談所 

発達障害(者)支援センター 
障害者就業・生活支援センター 
地域生活支援センター 

専門機関の特性を知り、有効活用を 



2．全体への対応 

どの子にも必要な対応 
クラスマネジメント 



対応(概念図) 

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file175.htm�


専門機関での対応 
 

相談センター、特別支援学校、児童相談所 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体から個別への段階的な対応 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

全体への対応 
 

基本的生活習慣、身辺自立、自己決定と自己肯定感の育成 
保育活動での対応 

個別対応 
 
 問題行動への

対応 
一対一の 
指導 

連携 
・保護者 
・関係機関 
園の体制 

個別保育
計画 
 
支援会議 

学級(組) 
 



幼児期の基本的な対応 
1. 親との信頼関係 

 

2. 身辺自立 
 

3. 基本的生活習慣 
 

4. 自己決定 
 

大人とのかかわり 
子どもに信頼される親、大人 

衣服の着脱、食事、排泄 
基本的生活習慣の確立 

健康的な生活リズム 
ルールの学習 

自分のことは自分でする 
自己コントロールのはじまり 

 
４つの力を身につけることが幼児期の課題である 



2-1信頼関係を築く 

http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file1.htm�
http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file1.htm�
http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file16.htm�
http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file37.htm�
http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file219.htm�


自己肯定感を高めるかかわり 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

注目する 
 

共感する 
 

認める 
 

ほめる 
 

自己肯定感 
↓ 

自分を好きになる 

子どもに関心を
示し続ける 

聴く、気持ちを受け
とめる、理解する 

当たり前・ 
悪くない状態 

成功体験 
できることから始める 



2-2身辺自立の指導 
• 規則正しい生活の中で繰り返し教える 

 
• はじめは手をかけ、少しずつひいていく(例) 

 
• 少しでも自分でできたら必ず誉める 

 
• 失敗しても叱らずに「次」を教えよう 

同じ時刻、同じ場で、根気よく、楽しく 
 

全部やってあげる→少しずつ手をひく→ひとりでできる 

完璧でないのは当たり前。できたことを誉める 

「今度は○○しようね！」 

繰り返し、援助とフェイドアウト、できたら誉める 



段階１：大人が道具をそろえる(子どもは見ている) 

段階２：一緒にそろえる 

段階３：子どもにさせて、そばで見守る 

段階４：一人でやらせ、離れて見守る 

段階５：一人でやらせ、あとで報告させる 

できたらかならずほめること 

「やって見せ、させて見て、ほめてやらねば人は動ごかじ」 



2-3基本的生活習慣 
• 規則正しい生活の流れ 

 
• ものの使い方など､基本的なマナー 

 
• あいさつや人への接し方 

 
• できたかどうか､かならず評価すること 

活動の順序性を教える→時計に従った生活 

食事やトイレなど､使い方を個別に教える 

大人が見本を見せてまねさせること 

家庭や園にはルールがあり､ 
ルールを守るとほめられることを教えます 



2-4自己決定の力を身につけるとは？ 

「自分のことは自分でする」 
「人に迷惑をかけない」 

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file178.htm�


2-4自己決定 
• 自分で選ぶ、きめる 

 
 
 

• がまんすること 
– 意にそぐわない結果を受け入れる 
– がまんできたことを評価する 

 

ブランコと滑り台､どっちで遊ぶ？ 
ブランコはすぐできるけど、すべり台は並ぶんだよ 

さまざまな経験から、選択肢と結果が理解できる 

自己選択：選択の機会を与え､選択肢と結果を示す 
がまん＝自己コントロール→将来の成功者へ 



保育活動（全体）での基本的対応 

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file143.htm�


幼児版学びのユニバーサルデザイン 

1. 伝える(多様な提示の工夫) 
 
 

2. 聞く(意思表示) 
 
 

3. できる(学びの保障) 

五感に訴える、数・ことば・論理・リスト、 
映像・想像・色・リズム・動き  

多様な意思表示の保障(身振り、選択肢、カード) 
段階的な聞き方援助(後述)  

保育活動モデル(後述) 



段階的(多様)な対応 

1. 一斉指導でできる 
2. 一斉指導の繰り返し

でできる 
3. 一斉指導の中での個

別指導でできる 
4. 場所を変え個別指導

でできる 
5. 場所を変え援助してで

きる 

1. 自分から訴える 
2. 全体への指示で自分

から訴える 
3. 全体の中での個別対

応で訴える  
4. 場所を変え個別支援

で訴える 
5. 場所を変え援助があ

ると訴える 

指示理解 意思表出 

段階的に援助を深める。記録をとる。情報収集 



教え方、伝え方 

1. 全体への指示でできる 
2. 全体への指示を繰り返しでできる 
3. 全体の中での個別指示でできる 

– 近くによって個別に指示する 

4. 場所を変え個別指示でできる 
– 静かな場所で個別に指示する 

5. 場所を変え援助してできる 
– 絵カードや実物を示して理解を促す 



1. 自分から訴える 
2. 全体への指示で自分から訴える 

– 「○○したい人」のように 
3. 全体の中での個別対応で訴える 

– 近づいて「○○したい？」  
4. 場所を変え個別支援で訴える 

– 場所を変えて「○○したい？」 
5. 場所を変え援助があると訴える 

– 絵カードや実物を示して意思確認する 

子どもが意思を伝える 



実行できた 実行しない 問題行動 

個別課題の 
設定 

終結時評価 
ごほうび 

 
好きな活動 

観察 
ルールを繰り返す 

活動の提示 

警告 
ルール提示 

活動とルールの提示(共通課題) 
例:(お絵かき)(座って描く、手をあげてから話す) 

従
う 

活動促し 

従
わ
な
い 

タイムアウト 
クールダウン 

話を聞く 

従
う 

活動継続 

従
わ
な
い 

ごほうびなし 
(叱らない) 

実行できた 

みんなと同じ 
基準提示 

従
う 従

わ
な
い 

個別に約束した活動 
（ちょっとしたごほうび） 



おやくそく 

• しましょう 
 

1. おえかき 
 

2. てをあげる 
 
 
 

 

• しません 
 

1. あるく 
 

2. おはなし 
 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

活動のはじめにゴールを示し、活動の終わりに評価する 

保育活動モデル 



3．個別対応 

問題行動への対応 
一対一の指導 



全員対象→個別化へ 

 
個別指導 

小集団指導 

 
スクリーニング 

 

Niigata Univ. - Nagasawa Labo. 

全員が対象 
予防的対応 

 
なんらかの支援が 

必要な子ども 
（スクリーニング、申告） 

小集団指導で結果を 
出せなかった子ども 

園で基準を設定し、段階的に特別な指導を 

基準 

基準 



3-1：問題行動への対応 



二つのアプローチ 

• 本人の認識や考え方への対応 
 
 

• 本人の行動変容への対応 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo 

子どもの話をじっくり聴く 
これからのことを一緒に考える、結果を教える 

本人の行動を客観的に分析する 
望ましい行動をきめて対応を考える 

子ども中心。事実・結果に基づく対応 



気持ちを聞き、対応を教える 

Aをたたいた 
Aが 

「あっちにいけ」 
と言った 

けんかになる 
先生に叱られる 

「あそぼ」 
先生に言う 

自分にとって 
利益に 
ならない 

一緒に遊べる 
けんかには 
ならない 

「そう、あっちに行けって 
言われたの」 



本人の行動変容への対応 



問題行動のとらえ方 

問題行動 
状況 

きっかけ 
好ましくない 

対応 

何が(誰が)悪い →  事実の確認 
それはいけない →  事実の受け入れ 

子どもにとってメリットがあれば、その行動(問題)は続く 



困った行動への対応 
• 現在 

 
 

• これから 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

問題行動 条件 対応 
反応 

正しい 
表現 

状況を変える 
 

事前の対応・
練習 

正しい表現に
は応じる 

 
ほめる認める 

無視 
ルールを
繰り返す 

条件を
変える 



例 
• 現在 

 
 

• これから 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

叩く 
「あっちに
行け」 けんか 

「あそぼ」 事前の練習 
(言い方、態度) 

ほめる 
認める 

約束確認 
タイムアウト 

事前の約束 
(あそぼって 
言うんだよ) 

意地悪していないことを頻繁に認めましょう 



タイムアウトとは 
• 別室に移動させる(活動から離す) 
• 一時的に権利を制限する教育的な罰 
• クールダウン、約束確認後すみやかに復帰 
• 手続き 

– 警告→別室移動 
– 話を聞き、クールダウンをはかる 
– 戻るかどうかを本人にきめさせる 
– 教室では自然に受け入れる 

安全な部屋に移動させ、職員が必ずつくこと 

説教はしない 
じっくり話を聞く 

 
「何がいやだったの

かな」 
「そう、あっちに行
けって言われたの」 
「どうする、戻る？」 



3-2：一対一の指導 

身辺自立など、何かを教える 



検査を活用した目標設定 

• 発達検査 
– 子どもの発達の様子を客観的に知ることができる 
– 子どもに次に獲得して欲しい行動がわかる 

• 注意！ 
– 個人差があります。結果で一喜一憂しないこと 
– あくまでも目安です 
– 順番通りに進まないこともある 

主な検査：遠城寺式発達検査 
社会生活能力検査 

http://www.nichibun.co.jp/kobetsu/kensa/sm3.html�


まだ獲得していないが、
獲得できそうな項目を

見つけ、 
指導目標にする 

発達検査 



個別にかかわる 

あくまでも基本的な手続きです 



1. 教師に注目させる 
2. 簡潔な指示・必要な支援 
3. 対応 

 
 
 

4.  強化           次の課題へ 

5. 記録 
 
 

 

実行 実行しない 問題行動 

５秒待つ 
モデルを示す 
手をかける 

指示を繰り返す 
手をかける 
実行しない 

実行 

視覚的手がかり 
(絵・写真カード) 
手順表・カード 

構造化 
モデルを示す 

 

＜留意事項＞ 
・必要な指示だけで余計なことは言わない。 ・成功して終わる。 
・できたらすぐに反応する。            ・テンポ良く進める。 
・援助は段階的に減らす。            ・手順をまもる。 
・複数課題は、小さなごほうびかトークンとし、全部終わったら大きなごほうびを。 

ほめことば 
トークン 
ごほうび 

子どもにかかわる基本的な手続き 

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file175.htm�


複数課題の例：一人で着替える 

1. Tシャツを着る 
 

2. ズボンをはく 
 

3. 靴下をはく 

ハイタッチ 

ハイタッチ 

トランポリンで遊ぶ 

目標を明確にし、意欲を継続させる対応 



行動論に基づく指導技法 

目標 
うまくできる 
ための 

事前の工夫 

できたときは 
しっかり 
ほめる 

発達検査などから、子どもができそうな目標を選ぶ 



例 

Tシャツをひとりで着る 
朝の着替え 
一対一で 
親がモデル 

Tシャツを広げる 

少しでもひとりで 
着たらほめる 
軽くハイタッチ 

 
最後まで 

ひとりで着たら 
「かっこいいね～」 
とたくさん褒める 

目標を定め、教えるための条件を整え、 
少しでもできたらほめること。 

できるようになったら次の目標へ。この繰り返し 



トークンシステム 

• 約束を守ったりきめられた活動をするとポイ
ントがもらえる 
– シール、スタンプなど 

• ポイントをためると数に応じたごほうびや権利
がもらえる 
– キャラクターシール、カード、ゲーム３０分(権利)
など 

• ものを与え、できた（守れた）ことをしっかりほ
めること 

http://www.fumira.jp/cut/hoikuen/file323.htm�


トークンシステム 
(例) 

http://www.fumira.jp/cut/gakkou/file126.htm�
http://www.fumira.jp/cut/gakkou/file126.htm�
http://www.fumira.jp/cut/gakkou/file126.htm�


4．保護者との連携 

一緒に子育て 
個別保育計画の作成と評価 



4-1保護者と連携(理念)＝協働作業 

• 保護者の立場を尊重する 
• まず聴く 
• 保護者の願いを知る 
• 解決のゴールを共有する 
• お互いの立場でできることを考える 

 
• 情報は事実の共有 

原因追及より解決を優先する 

主観や意見を排除し、時系列的に事実を確認する(後述) 

立場の違いを認め合い、ビジョンを共有し、それぞれができることを考える 



4-2：対応の基本 
• 訴えをじっくり聴く 

 
• 要求していることを具体的に理解する 

 
 

• 事実と主観を区別する 
 
 
 

うなずく､話を復唱する､最後まで聴く 

積極的に質問し､何を望んでいるかを知る 

ひどいことを言われた（主観）、｢帰れ｣と言われた（事実） 

聴く､理解する､訴えを具体的に分析する 



対応の基本（続き） 
• 願いを知る 

 
• ｢できない｣ではなく｢どうすればできるか｣を一
緒に考える 
 

• できることとできないことを明確に説明する 
 
 

子どもにどうなって欲しいのか､願いを丁寧に聞く 

少しでも可能性のある対応を具体的にひとつひとつ検討する 

願いを知り､考え､説明する 

できることは自分から提案し､できないことは理由を言っ
て断ること｡曖昧にしない 



 4-3話し合いを継続する 
• 親の悩みに応える姿勢 

 
• 良いことをまず報告 

 
• 親のがんばりを評価する 

 
• 次回までの対応をきめる 
 

 
 

「いつでも相談にいらしてください」 

あせらず､できることを評価し､時間をかけて対応 

できていることから話題にし､残された問題を話し合う 

親の努力を積極的に誉めること 

できることを約束し､次回の日にちをきめること 



4-4親を支援する 

• 相談の窓口を作る 
 

• まずはじっくり聴く 
 

• 一緒に考え、必要に応じて情報提供 
 

• 必要なら専門機関の紹介を 

話しやすい関係、設定、複数手段の確保 

相手に関心を持つ、相手の立場に立つ 

ほめ方・叱り方・聞き方、遊び方、しつけ・・・ 

情報提供。一緒に行くことも検討する 

療育教室 



4-5 様々な親支援 
• 情報提供 

 
• かかわり方の見直し 

 
• 遊びの宿題 

 
• 生活の見直し 

福祉制度、特別支援教育、専門機関など 

聞き取りから、状況→問題行動→対応→結果を示す  

園での遊びの情報、子どもと遊べる教材・本の提供 

話しやすい関係、設定、複数手段の確保 

寄り添える相談相手、身近な支援者、頼れる肉親 



父性と母性(余談) 

• 母性：無条件の保護＝やさしさ 
• 父性：条件付きの愛情＝厳しさ 

 

父性：子どもを安心させる愛着 
 

母性：ひとりの人間としての自律性 



苦情対応 

• 保護者の申し入れは、まずすべて「苦情」とし
て受け入れる 

• 相手は困っているのだから、話は素直に聞く 
• 話している間、話の腰は絶対に折らない 
• 対応は誠意を持って(正直に話し、実施する） 
• 正しいと思われる判断をしつつ、管理職に報
告 

• 悩んだときは、管理職や同僚以外にも相談 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo 

関根(2015) 



境界性パーソナリティー障害 
• 見捨てられることへの極端な不安、思い 
• 対人関係が両極端で不安定 
• めまぐるしく気分が変わる 
• 怒りや感情のブレーキがきかない 
• 自殺企画や自傷行為を繰り返す 
• 自己を損なう行為に耽溺する 
• 心に絶えず空虚感を抱く 
• 自分が何であるかわからない 
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岡田(2009) 

カウンセリングが効かない｡深入りせず専門機関へ 



パーソナリティ障害を支える(一部) 

• 同じスタンスで向かい続ける 
 

• 本人の主体性を重視する 
 

• 目的と枠組みを明確にする 
 

• 穏やかで冷静な態度をとる 

同じペース・距離を保ち、関心を注ぎ続ける 

自己決定、自己責任が基本 

方法にこだわるのではなく、目的を追求すること 

過剰反応しない（「そういう言い方はしない方がいい」） 

ルールをきめ、ルールに従って、チームでかかわってゆく 



4-5：個別保育計画の作成 



保護者との話し合いによる支援の決定 

個別保育計画の作成支援 
  （個別の教育支援計画） 



支援会議：支援計画の作成と評価 
1. 要支援児の認定 

 
2. 支援チーム組織と支援会議の開催 

 
3. 支援計画作成 

 
4. 実践と評価 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

気になる子、自己申告など。診断にこだわらない 

コーディネーター、担任、関係職員、保護者 

できることをきめ、合意できた内容を書面にまとめる 

できたことを認め、次につなげる。 

支援チーム、支援会議、個別の支援計画は三位一体 



小学校 

中学校 

高等学校 

進学 
社会生活 

幼・保、小、中、高の連携 

幼稚園・保育園 

早期に支援計画を作成し、次の段階へバトンタッチ 

個別の教育支援計画 

幼保・小連携会議 
相互の見学 

 
保護者による学校

見学・相談 



合理的配慮 

学習活動への特別な支援 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 



合理的配慮とは 

• 障害のある子どもが、他の子どもと平等に 「教育を受
ける権利」を享有・行使することを確保するために、学
校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を
行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に
応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされる
もの（文部科学省） 

 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 

障害のない子どもと、同じスタートラインに立つための支援 
 

行政機関は法的義務(公立保育園、幼稚園) 



合理的配慮の例 
• 視覚障害 

– 代わりに読み上げる、点字、点字ブロックなど 
• 聴覚障害 

– 手話通訳、ランプ点灯によるアナウンスなど 
• 肢体不自由 

– 車いす、バリアフリー、低床バスなど 
• 精神障害 

– 休憩できる部屋・ベッドなど 
• 知的障害 

– わかりやすい説明、視覚支援 
• 自閉症スペクトラム 

– 構造化、ワークシステムなど 

Niigata-Univ. Nagasawa-Labo. 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm�
http://takinogawagakuen.jp/history/�


5．まとめにかえて 



入学の前に 
• 幼児に必要な４つの力を身につける 

 
• 遅れや問題行動など､気になることは相談を 

 
• 問題を指摘されたらフォローアップを 

 
• 入学前に両親で学校に出向く 

信頼関係､身辺自立､基本的習慣､自己決定 

地元の相談機関､特別支援学校 

身に付いていない力を少しでも伸ばす 

書面で必要な支援を校長に要望する 

次のステージへの意識を。でも焦らせないこと 



経営上の重要なポイント 

• 園の方針、ルール、対応方法をきめる 
• 書面、説明会等で説明責任を果たす 
• 問題が起きたら、決めた対応方法で粛々と対
応する 

• 問題と、対応した結果についての情報を示す 
• 話し合いの場を持ち、話し合いを継続する 
• こじれる前に、第三者を入れる 

ガバナンスの強化 
職員：ビジョン、戦略、手続きの共有化 

http://yougo.ascii.jp/caltar/%E3%82%AC%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9�


長澤研究室 

Niigata Univ.-Nagasawa Labo. 

http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/ 
メールマガジン、特別支援教育・発達障害の情報、資料 

 

http://www.ed.niigata-u.ac.jp/~nagasawa/�
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