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抄　録

集団の中で適応できない就学前の子どもたちが問題となっており，従来の乳幼児健診では気づかれにくい現
状である。そこで本研究は円滑な就学移行支援に結びつくように，社会性やコミュニケーションの発達，行動
特性など発達全般を評価できる年長児を対象とする発達質問紙作成を目的とした。事前調査で得られた保育現
場において発達指標として注目する項目，気になる子どもの行動等の項目を参考に，発達質問紙試案を「運動」，
「操作」，「言語」，「生活習慣」，「行動１」，「行動２」の 6つの領域で構成し，質問項目を選定するための基礎資
料を収集するために本調査を実施した。保育士が記入した対象児 177 名分，保護者が記入した対象児 147 名分
の回答を得た。結果は出現率で表した「行動２」と「操作」，「言語｣各 1 項目を除き，本研究で対象とした年長
児では通過率は 60 ％以上であり，保育士と保護者の一致率も高いことから，本試案は年長児の発達評価項目と
して適切であったと考えられる。
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1.はじめに

就学前（5～ 6 歳）になると，運動，認知，言語機
能の発達や基本的生活習慣の確立に加えて，仲間関係
における共感性や協調性など対人関係や社会性の発達
がめざましい。情緒が分化し，自己抑制が可能になり，
役割を意識しながら友だちと仲良く遊ぶなど集団の中
で適応的に行動することができるようになる。一方で，
発達全般に明らかな遅れはないが，認知，言語機能や
行動特性に偏りがあり，子ども同士で関わってうまく
遊べないなど｢気になる子どもたち｣が問題となってお
り，従来の乳幼児健診では，気づかれにくいことが指
摘されている。このようなケースは発達全般に大きな
遅れはないために，就学前後になってから対人関係や
社会性の発達の問題が明らかになり支援を必要として
いる。

2.目的

本研究は，保育を充実させ，より円滑な就学移行支
援に結びつくように社会性やコミュニケーションの発
達，行動特性など発達全般を評価できる就学前の発達
質問紙の開発を目的とする。就学前の時期は集団に所
属している子どもが大多数であり，対人関係や社会性
の問題については，集団の中で子ども達を見ている保
育者が気づくことが多い。そこで発達質問紙の作成に
あたっては，保育者にも評価がしやすいように保育者
の意見を参考に項目の作成を検討した。特に注意欠陥
多動性障害などは家庭と集団で異なる行動を示すこと
が多く，保育者と保護者の認識の違いがあるとされて
いる。保育者と保護者の子どもへの共通理解が得られ，
気になる子どもへの支援がうまくいくために，両者に
とって評価しやすい発達質問紙の作成を目的とした。

3．事前調査

3.1 方法

3.1.1 対象

保育士 23 名　平均経験年数 23 年（6年～ 30 年）。
3.1.2 手続き

既存の発達質問紙（津守稲毛式乳幼児精神発達質問
紙 1），乳幼児発達スケール（KIDS）2），遠城寺式･乳
幼児分析発達検査表 3））から年長児に対応したものを
抜粋した項目（以下，既存）と，既存の発達質問紙を
理解しやすい表現に修正した項目（以下，修正）と，
年長児の発達評価について保育士 1 名（経験年数 30
年）から収集した情報を参考に作成した項目（以下，
保育士意見）を「運動」「操作」「言語」「生活習慣」
「行動（社会性）」の 5領域に分け，以下の内容のアン

ケート調査を実施した。
1）発達を評価する際に各項目をどの程度重要視して
いるかを，「重要項目と感じる」，「注目する」，
「注目しない」に分けて評価を行ってもらう。
2）年長児の保育で発達を評価する際に各領域で注目
している行動を記述してもらう。

3）気になる子どもを判断する際に注目する行動や基
準を自由記述してもらう。

3.2 事前調査の結果および本調査の発達質問紙の評

価項目作成

保育士 22 名（回収率 96 ％）の回答が得られた。
保育士の 50 ％以上が「重要項目と感じる」「注目す

る」と回答した項目は，運動では 9項目中 4項目，操
作は 8項目全て，言語は 23 項目中 16 項目，生活習慣
は 7項目中 6項目，行動は 20 項目中 13 項目であった。
これらを本調査の発達質問紙項目に採用した。
発達質問紙の領域の項目数は，年長児になって，さ

らに発達をする「言語」領域を多く採用した。小枝 4）

は，学習障害児の検出は 5 歳児（年中児）健診では
0.2 ％と低く，難しいとしている。5 歳児健診よりも
年齢の進んだ就学前の年長時期であっても学習障害児
を見出すことは難しいが，学習障害児の検出には読み
書きの基礎として音韻の発達が関係していると言われ
ている。よって「自分の名前を平仮名で書くことがで
きる」「数字を読むことができる」「しりとり遊びがで
きる」など読み書きや音韻意識の発達に関連する項目
に注目して経過観察することが可能であるように採用
した。
また自由記述に記載された項目の中で，現場の保育

活動の中で生じた行動で発達をみるために注目してい
る項目を，既存の発達質問紙を理解しやすい表現に修
正（以下，修正）したり，保育士の意見から作成した
項目（以下，保育士意見）を採用した（表 1）。
また自由記述で記載された気になる子どもの行動と

して注目している項目は保育士の意見から作成した項
目（以下，保育士意見）として採用した（表 1，表 2）。
また気になる子どもの行動として，その他に本学附属
診療所で用いられている発達スクリーニング問診表で
注意欠陥多動性障害や広汎性発達障害の行動特性に該
当する行動（不注意，衝動性，多動性，社会性，柔軟
性など）も採用した。
本調査の発達質問紙は 6領域で構成し，事前調査の

「行動」の項目は，年長児になって対人関係や社会性
の発達がめざましくなり，保育士が発達を評価する際
にも，気になる子どもを判断する際にも集団内での行
動に注目していることから「行動 1」「行動 2」に項目
を分け，従来の発達質問紙よりも多く，行動および社
会性の発達項目を採用する。「行動 1」は主に年長児
の集団内でみられる対人関係や社会性を表す行動を表
現する項目とした。「行動 2」は発達や行動が気にな
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表１　事前調査であげられ発達質問紙の項目に採用した自由記述の例

＜保育で発達を評価する際に各領域で注目している行動＞
【運動】
修正：ケンケンで前に進むことができる
保育士意見：リズムに合わせて身体を動かしたり止まったりすることができる
【操作】
修正：ハサミで簡単な形を切り抜く又は切る
保育士意見：ひもを結ぶことができる（例：お弁当の包み，なわとびなど）
【言語】
修正：反対語の意味が分かる（例：「厚い・薄い」「太い・細い」など）
保育士意見：時間の概念が少し理解できる（例：時計の長い針が６になったら○○するよ）
【生活習慣】
修正：プールの後，体をタオルで自分で拭く
保育士意見：一日の生活の中で見通しを持って行動しようとする（登園，降園の身支度など）
【行動】
修正：数人が一緒になって子どもが発案した遊びを展開していける
保育士意見：
・相手の気持ちを察してあげることができる
・進んで自分の意見を言い，立場を主張することができる
・相手の意見を受け入れられる
・自分の意見を伝えつつ，相手の気持ちも受け入れられる
・我慢したり譲ったりすることができる

＜気になる子どもの行動として注目している項目＞
保育士意見：
・何かをしているときにすぐに気が散る
・椅子に座っていると常にどこかが動いている（じっとできない）
・話の途中で口をはさむことがある
・友だちに手がでやすい
・子どもの遊びの輪になかなか入ることができない

下線部は理解しやすい表現に修正した部分

領域 運動 操作 言語 生活習慣 行動１ 行動２

項目数 9 9 22 9 14 8

内訳①既存 4 3 6 0 3 5

　　②修正 2 4 2 5 4 0

　　③保育士意見 3 2 14 4 7 3

表２　発達質問紙試案の領域別項目数と内訳



る子どもの検出項目とした。

4.本調査：発達質問紙の作成

4.1 方法

4.1.1 調査依頼者の概要

就学まで 1年未満の年長児 196 名について調査依頼
を行った。質問紙の記入者は保育所の年長児の担任の
保育士と保護者である。
4.1.2 発達質問紙の評価項目の内容

発達質問紙の評価項目は，事前調査で保育士の
50 ％以上が「重要項目と感じる」「注目する」と回答
した項目と，自由記述の内容を本調査の発達評価項目
作成に反映させた。本調査の発達質問紙は「運動」
「操作」「言語」「生活習慣」「行動 1」「行動 2」の 6領
域で構成した。用いた発達質問紙を付録 1に示し，発
達質問紙の領域別項目数と内訳を表 2に示す。
4.1.3 手続き

対象児の担任保育士と保護者に同じ内容の発達質問
紙を実施した。「運動」「操作」「言語」「生活習慣」
「行動 1」の評価は，「よくできる」（およそ 8 割以上
できること），「だいたいできる」（およそ 8 割未満か
ら 5 割以上できること），「少しはできる」（およそ 5
割未満から 3割以上できること），「ほとんどできない」
（およそ 3割未満できること）の 4段階で行った。「行
動 2」については「よくある」（およそ 8 割以上ある
こと），「ときどきある」（およそ 8 割未満から 5 割以
上あること），「たまにある」（およそ 5 割未満から 3
割以上あること），「ほとんどない」（およそ 3 割未満
あること）の 4段階で評価してもらった。

4.2 結果

4.2.1 回収率

回収率は，保育士 90 ％対象年長児 177 名分（男 87
名，女 88 名，未記入 2 名），保護者 75 ％対象年長児

147 名分（男 69 名，女 78 名）であった。年長児の平
均年齢は，6 歳 0 ヵ月（5 歳 6 ヵ月～ 6 歳 6 ヵ月）で
あった。
4.2.2 通過率

「運動」「操作」「言語」「生活習慣」「行動 1」の 5
領域については「よくできる」「だいたいできる」の
合計を通過とし各項目の通過率を図 1～ 5に示した。
5領域の各項目の通過率は既存の発達質問紙と同様

に 60 ％以上を基準値とした。
「操作」の「あやとりをして遊ぶ」（以下，あやと

り）では，保育士記入による男児の通過率は 40 ％で，
女児は 77 ％であり，全体としては 60 ％を下回る通過
率になった（図 2，表 3）。「言語」の「ある程度自分
の住所がわかる」（以下，住所理解）では保育士通過
率 58 ％，保護者通過率 45 ％であり 60 ％に達しなか
った（図 3）。しかし，それら 2 項目以外の「運動」
「操作」「言語」「生活習慣」「行動 1」の計 69 項目で
は通過率 60 ％以上が得られた。
保育士回答によれば，69 項目中 49 項目が 80 ％以

上の高い通過率を示していた。「行動 1」については，
14 項目中 9 項目で 80 ％以上の通過率を示していた。
この項目中には「数人で遊ぶ」「遊びのルール理解」
「気持ちを察する」という社会性や対人関係について
の項目で高い通過率を示すものもあった（図 5）。
4.2.3 「行動 2」の出現率

「行動 2」の「よくある」の出現率を図 6に示した。
「行動 2」は，注意欠陥多動性障害の特徴を示す項目
として不注意，多動性，衝動性の行動面の問題を検出
する 4 項目と，広汎性発達障害の特徴を示す社会性，
対人関係の問題を検出する 4項目から構成している。
不注意，多動性，衝動性の行動面の問題を検出する

項目として加えた 4 項目のうち，「不注意：何かをし
ているときにすぐに気が散る」「多動性：椅子に座っ
ていると常にどこかが動いている」「衝動性①：話の
途中で口を挟むことがある」の 3項目で保育士，保護
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図１　「運動」の通過率 図２　「操作」の通過率
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【運動】通過率表記
評価項目 男児通過率 女児通過率

スキップ　※ 87.4 97.7
なわとび　※ 58.6 76.7
ドリブル 64.0 70.9
ブランコ　※ 80.0 90.3
けんけん 94.2 100
ジャングルジム 96.5 100
リズム体操　※ 91.8 100
鉄棒 86.2 85.9
バランス 96.6 98.3
【操作】通過率表記

評価項目 男児通過率 女児通過率
絵～イメージ　※ 82.8 100.0
紙飛行機 77.0 87.5
砂場 94.3 93.2
ハサミ 93.1 98.9
絵～経験　※ 66.3 96.6
人物画　※ 75.9 95.5
ひし形模写　※ 72.1 90.9
あやとり　※ 40.0 76.7
ひも結び　※ 73.6 88.6
【言語】通過率表記

評価項目 男児通過率 女児通過率
左右の概念　※ 71.3 84.1
なぞなぞ　※ 84.9 94.3
誕生日の理解 67.4 80.7
しりとり 87.2 95.5
曜日　※ 67.1 84.1
書字「なまえ」　※ 58.0 93.1
反対語の理解　※ 58.6 80.7
数字の読み 92.0 94.3
1 ～ 5の概念 98.9 98.9
昨日今日理解　※ 70.1 85.1
真ん中の意識 80.2 90.9
色の理解　※ 85.1 96.6
時間の概念 77.9 87.5
伝達　※ 82.8 95.5
3 つの指示　※ 60.9 87.5
仮定の理解 85.1 93.1
理由付け 90.6 96.6
住所理解 54.0 63.2
会話成立　※ 80.5 94.3
絵本を楽しむ　※ 87.4 97.7
理解～絵・図 96.6 98.9
文章理解 74.7 85.2

【生活習慣】通過率表記
評価項目 男児通過率 女児通過率

排泄 94.2 98.9
衣服の着脱 100.0 100.0
ボタン 95.3 98.8
タオル 98.8 98.9
歯みがき 97.7 98.8
偏食 79.1 87.4
箸の使用　※ 90.5 98.9
後片付け　※ 77.6 93.1
生活の見通し　※ 70.9 88.5
【行動１】通過率表記

評価項目 男児通過率 女児通過率
信号 96.9 100.0
ジャンケン 86.0 81.8
禁止行為注意　※ 82.6 54.7
着席　※ 75.6 97.7
数人で遊ぶ 75.6 87.5
勝敗理解 96.5 98.9
行き先を言う　※ 75.3 59.1
遊びルール 88.4 95.5
気持ち察する　※ 71.8 89.8
意見主張 82.4 80.7
意見の受入れ　※ 60.5 79.5
気持ち受入れ 55.8 69.3
我慢・譲る　※ 62.8 85.2
集中 72.1 73.6
【行動２】出現率表記

評価項目 男児出現率 女児出現率
不注意　※ 27.9 8.0
多動性　※ 33.7 8.0
衝動性①　※ 30.2 10.2
衝動性②　※ 17.4 2.3
社会性の問題 7.1 2.3
柔軟性乏しさ 12.8 3.4
興味の偏り　※ 14.0 1.1
感覚の過敏性 3.5 0

男女差　※  Ｐ＜ 0.05

表３　＜保育士記入による男女別項目通過率・出現率（％）＞
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図５　「行動１」の通過率

図４　「生活習慣」の通過率

図７　保育士と保護者の領域別平均の回答一致率

図６　「行動２」の「よくある」の出現率

図３　「言語」の通過率



者ともに出現率の高い傾向がみられた。特に「衝動性
①」では，保護者の 28 ％が「よくある」と回答した。
社会性や対人関係の問題を検出する項目とした 4項目
「社会性の問題：友達の輪に入ることできない」「柔軟
性の乏しさ：急に予定が変わると混乱する」「興味の
偏り：興味を示すものが限られる」「感覚の過敏性：
体にものや人が触るのを嫌がる」は保育士の回答をみ
るといずれも 8％以下であった。
4.2.4 保育士と保護者の回答一致率

一人の対象児に対する保育士と保護者の回答一致率
は，6 領域の平均で 82 ％であった。各領域別の平均
回答一致率は図 7に示した。領域別にみると「行動１」
は 78.9 ％，「行動 2」が 75.2 ％と一致率 80 ％未満で
あり，他の 4つの領域よりも一致率が低くなった。項
目別にみると「行動 1」の「大人に言ってからその場
を離れる」が 70.3 ％，「相手の気持ちを察してあげる
ことができる」が 72.7 ％，「相手の意見を受け入れら
れる」が 66.4 ％，「自分の意見を伝えつつ，相手の気
持ちも受け入れられる」が 69.0 ％，「我慢したり譲っ
たりすることができる」が 70.5 ％と「行動 1」の平均
よりも低くなった。「行動 2」では「不注意：何かを
しているときにすぐに気が散る」が 67.6 ％，「衝動性
①：話の途中で口を挟むことがある」が 63.4 ％，「衝
動性②：友だちに手がでやすい」が 69.4 ％であり，
「行動 2」の平均よりも低くなった。
4.2.5 男女差

保育士記入の結果から得られた，各項目の男女別の
通過率または出現率を表 3 に示した。「運動」「操作」
「言語」「生活習慣」「行動 1」の 5 領域については
「よくできる」「だいたいできる」の合計を通過率とし
て示し，「行動 2」については「よくある」の出現率
を示した。各項目についてフィッシャーの直接確率検
定を行った結果，有意水準 5％で「運動」では「スキ
ップ」「なわとび」「ブランコ」「リズム体操」の 4 項
目，「操作」では「絵～イメージ」「絵～経験」「人物
画」「ひし形模写」「あやとり」「ひも結び」の 6項目，
「言語」では半数の 11 項目，「生活習慣」では「箸の
使用」「後片付け」「生活の見通し」の 3 項目，「行動
1」では「着席」「気持ちを察する」「意見を受入れ」
「我慢・譲る」の 4 項目について女児の方が有意に高
く，全体的に女児の方が有意に高い結果であった。し
かし，「行動 1」の「禁止行為注意」「行き先を言う」
の 2項目については男児の方が有意に高かった。
「行動 2」では全項目で男児の方が出現率は高く，

8項目中 5 項目では統計的にも男児が有意に高く，そ
の中でも注意欠陥多動性障害を検出する 4項目全てで
男児が有意に高かった。項目別の出現率をみると「多
動性：椅子に座っていると常にどこかが動いている」
「衝動性①：話の途中で口をはさむことがある」では
30 ％台で高かった。女児については最も出現率の高

いものでは「衝動性①」が 10.2 ％であり，その他は
一桁台の出現率であった。

5.考察

5.1 通過率からみる評価項目

乳幼児健診や医療機関などで発達スクリーニングと
して用いられる，従来の発達質問紙は保護者が回答す
ることが多いが，社会性の問題は集団の中で子どもを
見ている時に保育者によってはじめに気づかれること
が多いため 5）保育者の意見を参考に発達質問紙を作
成することにした。その結果，今回作成した試案は，
「操作」の「あやとり」，「言語」の「住所理解｣の各 1
項目を除き，69 項目で通過率 60 ％から 100 ％であり，
年長児の発達評価項目として適切であったと考えられ
る。これは，事前調査での保育経験豊富な保育士の意
見に基づき，既存の発達質問紙の項目を理解しやすい
表現に修正し，現場の保育内容を取り入れたためと考
えられる。
通過率が 60 ％に満たなかった「操作」の「あやと

り」に関しては，保育士回答によれば，統計的に有意
に女児の通過率が高いが，女児の通過率も 70 ％台と
全項目中で低い方であり，手先を使った遊びを好むか
どうかという指標では他に「ひも結び」の項目もあり，
発達質問紙項目として採用しないこととする。また
「言語」の「住所理解」についても，保育士回答では
男女とも 50 ％台 60 ％台と通過率が低く，年長児でも
基準値を超えない難しい課題であり，発達質問紙項目
として採用しないこととする。

5.2 気になる子どもの評価項目の妥当性

本研究の発達質問紙の項目は，事前調査にて 50 ％
以上の保育士が注目する項目以外でも，自由記述によ
り保育士が気になる子どもの行動として注目している
項目を採用した。具体的には発達障害児にみられる行
動が記述されていた（表 1）。柴崎ら 6）は 5 歳児（年
中児）健診で，定型発達児と発達障害児に有意な差が
あったのは，「左右の区別」「文字や数の学習」「話を
聞いていない」「離席」「公共の場で走り回る」の 5つ
とした。また，宮崎 7）は「反対類推」「物の定義」
「協調運動」に有意差があったとしている。これらの
研究で定型発達児と発達障害児に有意な差のあった項
目は，学習障害，広汎性発達障害，注意欠陥多動性障
害の特徴を示すと考えられる。本試案は気になる行動
および先行研究で指摘されている，これらの項目も網
羅しており，発達障害児のスクリーニングを可能にす
ると考える。
学習障害児の検出のために読み書きや音韻意識の発

達に関連する項目を採用した結果，「自分の名前を平
仮名で書くことができる」については保育士の回答で
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の通過率では女児は 90 ％以上，男児は 58 ％と男女差
はあったが，女児においては通過することが多い項目
だと言えた。また「数字を読むことができる」「しり
とり遊びができる」については，男女の合計で 90 ％
以上の通過率を示した。文字を覚えることについては
環境要因の影響を受け易いと言われていることも考慮
する必要があるが，この通過率の高さから年長児でこ
れらの項目を通過していない子どもは，なんらかの言
語面への支援または学習に対する配慮，支援を要する
可能性が考えられる。

5.3 行動について　

「行動 2」については，注意欠陥多動性障害の特徴
を表す項目と，広汎性発達障害の特徴を表す社会性，
対人関係の問題を検出する項目から構成した。注意欠
陥多動性障害の特徴を表す，「不注意」「多動性」「衝
動性①」の項目は，「よくある」と答えた保育士が
20 ％前後を占めていた（図 6）。特に男児において
30 ％を超える出現率を示す項目もあり（表 3），定型
発達児も含まれている可能性があり，男児と注意欠陥
多動性障害児の行動特徴との区別は困難であると考え
られた。項目内でも特に「衝動性①：話の途中で口を
挟むことがある」については「よくある」と回答して
いる保護者が 28 ％，保育士は約 20 ％の結果となった
（図 6）。柴崎ら 6）も「よくおしゃべりをする」という
5歳児健診質問項目では定型発達児と発達障害児に有
意差がないとしている。この質問項目は，状況や話し
手との人間関係や頻度において，捉え方に個人差が生
じると考えられる。今回用いた注意欠陥多動性障害を
検出する項目で，女児は検出可能であるが，男児に関
して検出は難しく，状況や場所を限定する表現を入れ
る必要と，質問紙と合わせて行動観察が必要になる可
能性が考えられた。
一方，「行動 2」の社会性・対人関係の問題の検出

に関する 4項目｢社会性の問題｣｢柔軟性の乏しさ｣「興
味の偏り｣｢感覚の偏り｣に関しては，保育士の回答を
見るといずれも 8 %以下であり，この項目にあては
まると評価された子どもは，配慮，支援を要する可能
性が考えられる。また「行動 1」の項目で，保育士の
回答によれば 14 項目中 9項目で 80 ％以上の通過率を
示しており,その中で社会性・対人関係についての項
目と考えられる「数人で遊ぶ」「遊びのルール理解」
「気持ちを察する」の項目も通過率が高かった。これ
らの項目を通過しなかった子どもについては，配慮，
支援を要する可能性が考えられる。つまり社会性・対
人関係の問題の検出には「行動 1」と「行動 2」の項
目を合わせて判断できると考えられる。

5.4 回答一致率

一人の対象児に対する保育士と保護者の回答一致率

は全領域平均でみると高い。このことから，今の子ど
もの状況を把握している保育士の意見を取り入れ，保
育士と保護者の意見が一致しやすい項目を選択したこ
とで，おおむね保育士と保護者どちらか一方が判断で
きない項目は少ないと考えられる。
しかし「行動 1」「行動 2」は他の 4領域よりも一致

率は低く，特に「行動 1」「行動 2」の項目内でも対人
に関する行動を表した項目で一致率は低くなってい
る。対人的な行為に関する項目では，集団内で対人関
係をみている保育士とは保護者の回答は一致しにくい
ことが言えた。この点は，保育士記入か保護者記入か
によって記入結果を解釈する際には留意する必要があ
る。

5.5 男女差

今回の研究では，保育士回答で男女の各項目の通過
率に差が生じた。小枝 8）は 5 歳児健診時での発達に
関する親の意識には，男女によって差があるとしてい
る。また，津守稲毛式乳幼児精神発達質問紙 1）でも 3
歳以前の検査には男女別に記されていないが，3歳か
ら 7歳用の発達質問紙検査には男女別の通過率が記さ
れている。就学前の子どもには男女で異なる発達を示
す項目があり，男女別に通過率を示し，男女に有意差
がある発達項目結果を示したことは，発達障害児のス
クリーニングや就学前の支援に意義があると考える
（表 3）。
今回の調査結果では，保育士が評価した男女差は，

「運動」では女児の方がリズム遊びやリズムを伴った
動きのある遊び（なわとび，ブランコ）が有意に高く，
「操作」では女児の方が手先を使った遊びや絵を描い
て表現することが有意に高いことが分かった。「言語」
では女児の方が概念の理解や読む･聞く・話す・書く
の言語機能に関わる行為が有意に高かった。「生活習
慣」では生活の一連の流れは男女で有意差は無かった
が，手先を使用することや整理整頓，生活に見通しを
持って活動することなどは女児の方が有意に高かっ
た。「行動 1」では，女児の方が集団ルールに従うこ
とや人とのコミュニケーション能力（人の気持ちを理
解する，人の意見を受け入れる）ことが有意に高いこ
とが分かった。一方，男児は「禁止行為を注意する」
など，人に自分の意見を発信することが有意に高かっ
た。
井潤ら 9）は 4 歳から 11 歳の子どもでは，女児より

男児の方が「社会性の問題」「注意の問題」「非行的行
動」「攻撃的行動」において出現率が高いことを示し
たように，本研究でも「行動 2」では注意欠陥多動性
障害を検出する全項目で男児の方が有意に高い出現率
であった。本研究の注意欠陥多動性障害の検出項目で
は男児では定型発達児との区別は難しいが，女児では
ある程度検出可能だと考えられる。
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注意欠陥多動性障害の出現率は，児童期では 3 ～
7.5 ％，3～ 10 ％と幅があり,性差については女児より
男児の出現率が高いとされている 10）。また，相馬 11）

は 5 歳児では 4.9 ％，女児では 10 ％の出現率であり，
男女差があることを示した。また，神谷ら 12）は広汎
性発達障害の発生率は男児の方が女児に比べて多いと
している。
本研究の発達質問紙の活用では，男女の有意差があ

る項目については，男女別の通過率，および出現率を
参考にし，就学前の配慮・支援に生かしていくことが
必要であると考える。

5.6 就学移行支援への活用方法

今回の研究では年中児を対象とした 5歳児健診では
なく，年長児を対象にした発達スクリーニングを行う
ことで，発達の気になる子に対する就学移行支援に寄
与したいと考えた。5 歳児健診の根拠として，5 歳で
実施するのは，親・保育者の気になる行動に対する気
づきを尊重し，気づきを客観的に評価できるだけの情
報やエビデンスを入手し，就学に向けて一定の準備期
間が確保できる時期であることが挙げられている 5）。
また医学的な根拠として，多動，不注意，認知という
高次脳機能に関連する前頭前野の髄鞘化の完成が 4歳
から 5歳である点，心の理論課題が 4歳から 5歳で成
立し始める点が挙げられる 7）。気になる子を検出する
には，できるだけ早めの精度の高い検出の必要性があ
り，多くの研究がされており，近年各地で 5歳児健診
の実施が試みられている。しかし，林 5）は，軽度の
発達障害児の親の多くが就学を意識するのは，子ども
が年長になった時であるとしている。また軽度の発達
障害児の親が障害に気づく時期は 4歳以降多くなって
いるが，6歳や 7 歳になってから気づく場合もあると
している。5歳児健診後，要経過フォローになっても，
家庭で問題が少ない場合には，家族のニーズが低く指
導が継続しにくいという実態も明らかになっている13）。
斉藤ら 14）は 5 歳から 6 歳では，他の年齢の子ども

と比べて，障害に対する保育士と保護者との間に認識
のズレがあり，保育士は集団内で気づいた子どもの気
になる行動を保護者に伝えるタイミングが難しく，共
通認識に至るまでの大変さを述べている。学習障害児
についても年中児では検出しにくい実態がある 4）。5
歳児健診の必要性と合わせて，今回のように就学を見
据えた時期の評価にも意義があり，それが就学移行支
援につながると考えられた。本研究の発達質問紙の具
体的な活用として，5歳児健診で要経過フォローにな
った子どもに対して，数ヶ月後の年長時期に，今回作
成した発達質問紙にて評価を行い，保育士と保護者の
共通認識を持つ機会になれば良いと考える。そして親
の理解のもと就学先に，配慮点および支援を伝えるこ
とでスムーズな就学移行につなげることが，就学前評

価の意義あるフォローの形と考える。

5.7 今後の課題

質問紙のみで気になる子と判断することは難しく，
行動観察も合わせた総合的な判断が必要と考えられ
る。山崎ら 15）は質問紙を用いて発達スクリーニング
を行った結果，定型発達の 6 歳から 15 歳では，男児
は女児に比べ不注意，多動，衝動性が高いことを示し
ている。しかし，定型発達の 3歳から 5歳では，注意
欠陥多動性障害の特徴を示す項目に性差が無かったと
し，定型発達児でも 5歳以下の幼児は注意欠陥多動性
障害の特徴に類似した特徴が含まれるため，男女差が
無く，質問紙で注意欠陥多動性障害の判定を 5歳以下
で行うことは難しいとしている 16）。下泉 13）は園に直
接訪問健診することで，子どもの集団の中での実際の
場面を観察し，保育者の困っていることを汲み取るこ
とで感度の高い健診になると述べている。
支援の必要な子どもの発達スクリーニングとして用

いるためには，今後さらに評価項目の検討が必要であ
る。合わせて精度の高いスクリーニングにするために，
行動観察を何処で誰がどのタイミングで行うのか検討
する必要がある。

謝辞

本研究に御協力いただいた三原市児童保育課の皆様
および三原市・広島市公立保育所の先生方，保護者の
皆様に感謝いたします。
なお本研究は，平成 20 年度県立広島大学重点研究

事業の研究助成を受けて行ったものである。

文献

1） 津守真，磯部景子：乳幼児精神発達診断法　3 才
～ 7才まで．東京，大日本図書，1965

2） 三宅和夫：乳幼児発達スケール　KIDS手引．東
京，発達科学研究教育センター，1991

3） 遠城寺宗徳，合屋長英ほか：遠城寺式乳幼児分析
的発達検査法．慶應義塾大学出版，1994

4） 小枝達也：軽度発達障害発見に対する 5歳児健診
の有用性の検討．厚生労働科学研究費補助金（子
ども家庭総合研究事業）軽度発達障害児の発見と
対応システムおよびそのマニュアル開発に関する
研究．平成 18 年度　総括・分担研究報告書，5-6，
2007

5） 林隆：地域の資源を活用した軽度発達障害児の発
見・支援システム― 1「発達障害児の早期発見・
早期療育と就学支援に関する保護者の意識調査～
有効な支援を探る」．厚生労働科学研究費補助金
（子ども家庭総合研究事業）軽度発達障害児の発

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　10（1） 115 － 126 2010

－ 123 －



見と対応システムおよびそのマニュアル開発に関
する研究．平成 18 年度　総括・分担研究報告書，
35-44，2007

6） 柴崎三郎，松原奎一： 5歳児健康診査での軽度発
達障害に関する問診項目の判別分析的検討．小児
保健研究，68 ： 19-27，2009

7） 宮崎雅仁： 5歳児健診担当医の経験―地域の開業
小児科医が軽度発達障害児に出来ること―．外来
小児科，11 ： 45-51，2008

8） 小枝達也：軽度発達障害児について．小児保健研
究，66 ： 733-738，2007

9） 井潤知美，上林靖子ほか： Child Behavior

Checklist/4-18 日本語版の開発．小児の精神と神
経，41 ： 243-252，2001

10）麦島剛：注意欠陥多動性障害（ADHD）をめぐる
動向：新たな研究法の確立に向けて．福岡県立大
学人間社会学部紀要，14 ： 51-63，2006

11）相馬行男：就学前の子どもの注意欠陥多動性障害
（ADHD）の研究―保育園児と幼稚園児の調査を
通して―．新潟医学会雑誌，120 ： 324-328，
2006

12）神谷美里，吉橋由香ほか：広汎性発達障害の行

動・情緒的特徴の性差．精神医学，49 ： 1021-
1024，2007

13）下泉秀夫：栃木県の 5歳児相談，大田原市の 5歳
児健診に関する研究．厚生労働科学研究費補助金
（子ども家庭総合研究事業）軽度発達障害児の発
見と対応システムおよびそのマニュアル開発に関
する研究．平成 18 年度　総括・分担研究報告書，
13-22，2007

14）斉藤愛子，中津郁子ほか：保育所における「気に
なる」子どもの保護者支援．小児保健研究，
67 ： 861-866，2007

15）山崎晃資，木村友昭ほか：注意欠陥/多動性障害
の評価尺度の作成と判別能力に関する研究 -

ADHD Rating Scale-､日本語版の標準値-．厚生労
働省「精神･神経疾患研究委託費」11 指-6 注意欠
陥/多動性障害の診断・治療ガイドライン作成と
その実証研究．平成 11 ～ 13 年研究報告書，23-
36，2002

16）中村仁志，林隆ほか：健常児男女の ADHD RS

を用いた行動比較．山口県立看護学部紀要，8 ：
13-17，2004

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　10（1） 115 － 126 2010

－ 124 －



付録１
＜発達質問紙評価項目＞

【運動】
・スキップができる
・ 1人でなわとびができる
・ボールを３回くらいドリブルできる
・ブランコを立ち乗りで大きくこぐことができる
・ケンケンで前に進むことができる
・園や公園にあるジャングルジムの頂上まで登ること
ができる

・リズムに合わせて身体を動かしたり止まったりする
ことができる

・鉄棒で前回りまたは逆上がりができる
・一本橋や平均台をバランスをとりながら渡ることが
できる

【操作】
・思ったものを絵に描く（それらしく見えれば良い）
例：自動車，電車，花，人など

・砂場に池や川を作り水を流すなどして遊ぶ
・ハサミで簡単な形を切り抜く又は切る
・経験したことを絵にする（例：家族，友達，背景な
ども描く）

・人物画（目，口，鼻，体幹，手，足，毛髪）が描ける
・まねてひし形（◇）が描くことができる
・あやとりをして遊ぶ
・ひもを結ぶことができる（例：お弁当の包み，なわ
とびなど）

【言語】
・「右・左」が分かる
・なぞなぞ遊びができる
・自分の誕生日が何月何日か知っている
・しりとり遊びができる
・曜日をすべて言える
・自分の名前を平仮名で書くことができる
・反対語の意味が分かる（例：「厚い・薄い」「太
い・細い」など）

・数字を読むことができる
・ 1～ 5の概念が分かる（人数分数えて用意できる）
・昨日，今日，明日の区別がわかる
・「中くらい大きい」など真ん中の意識ができる
・色の名前が分かり，色から連想されるものが言える
（例：赤→いちご，白→牛乳，ごはんなど）
・時間の概念が少し理解できる（例：時計の長い針が
６になったら○○するよ）

・簡単な伝達を大人に伝えることができる
・簡単な指示であれば３つのことを同時にできる
・「もし雨が降ったら遠足は延期です」など仮定の話
を理解することができる

・「だって～だから」と理由付けができる
・ある程度自分の住所がわかる
・質問に対して会話が成立し適切な返答ができる
・絵本などお話の世界を楽しむことができる

・言葉での指示はできなくても図や絵に描けば理解で
きる

・自分の思いを文章で表現し，相手に伝えることがで
きる（「いや」など単語のみではなく，「～だか
ら･･･したい」など）

【生活習慣】
・排泄後 1人でトイレットペーパーを使うことができ
る（大便の始末がきちんとできる）

・大人の手をほとんどかけず 1人で洋服を脱いだり着
たりすることができる

・小さなボタン，ファスナー，ベルトなどがついてい
る衣服を 1人で脱いだり着たりすることができる

・プールの後，体をタオルで自分で拭く
・歯みがきが 1人でできる
・嫌いなものでも我慢して食べることができる
・お箸を正しく使うことができる
・後片付けが 1人でできる
・一日の生活の中で見通しを持って行動しようとする
（登園，降園の身支度など）

【行動１】
・交差点の信号を見て正しく渡る
・じゃんけんで順番を決める
・禁止されていることをほかの子どもがやったとき，
その子どもに注意する

・席に座っていなければならない状況できちんと座っ
ていられる

・数人が一緒になって子どもが発案した遊びを展開し
ていける

・競技の勝敗がわかる
・大人に言ってから（伝えてから）その場を離れる
・遊び（例：色おに，氷おになど）のルールを理解で
きる

・相手の気持ちを察してあげることができる
・進んで自分の意見を言い，立場を主張することがで
きる

・相手の意見を受け入れられる
・自分の意見を伝えつつ，相手の気持ちも受け入れら
れる

・我慢したり譲ったりすることができる
・大好きな絵本でなくても 15 分くらいはきちんと聞
く

【行動２】
・何かをしているときにすぐに気が散る（不注意）
・椅子に座っていると常にどこかが動いている
（じっとできない） （多動性）
・話の途中で口をはさむことがある　　（衝動性①）
・友だちに手がでやすい　　　　　　　（衝動性②）
・子どもの遊びの輪になかなか入ることができない

（社会性の問題）
・急に予定が変わると混乱する　（柔軟性の乏しさ）
・興味を示すものが限られる　　　　（興味の偏り）
・体（手や足底など）にものや人が触るのを嫌がる

（感覚の過敏性）
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An attempt to develop a scale of developmental assessment

for preschool children: Support to enter elementary school

Abstract

The purpose of this study is to develop a developmental questionnaire for the assessment of social skills, communication,

and behavioral characteristics in 5 to 6-year-old children. Early detection of developmental disorders should bring them

support to enter elementary school. We asked nursery school teachers about the developmental mile-stones and behavioral

characteristics of children with special needs in a preliminary investigation. The questionnaire contained items chosen from

the currently used developmental checklist and new items which nursery school teachers pay attention to when observing

behaviors of children. These proposed items on the following 6 categories were evaluated： motor skills, operation,

language, daily habits, behavior1, behavior2. The nursery school teachers and parents of 196 children were asked to fill out

the questionnaire. The percentage achieved for each of the items was more than 60%, except for "behavior2", one item of

"operation", and one item of "language". The proportion was high for which the nursery school teachers and the parents

gave the same answer to each item. The results suggest that this tentative plan is appropriate as a tool for developmental

assessment for preschoolers.
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