
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 立命館大学 
ベトナム側拠点機関： ハノイ師範大学 
中 国 側 拠 点 機 関： 蘇州大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：東アジアの発達障害児のための治療教育プログラム開発に関する国際共同研究 
                   （交流分野： 障害児教育        ）  
（英文）：An international joint research on the development of a treatment and 
educational program for children with developmental disorder in the East Asia 
                   （交流分野： Special Education    ）   
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.ritsumeihuman.com/jsps/index.html 
 
 
３．開始年度 
平成２０年度（ １年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：立命館大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・川口清史 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：産業社会学部・教授・荒木穂積 
 協力機関：京都市発達障害者支援センター 
 事務組織：立命館大学研究部人文社会リサーチオフィス 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：ベトナム 
拠点機関：（英文）Hanoi University of Education 

      （和文）ハノイ師範大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

Department of Special Education・Dean・Nguyen Yen Thi Hoang 
 協力機関：Ho Chi Minh University of Education（ホーチミン師範大学）、Hope Center 
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No.1 Hanoi（ハノイ第一ホープセンター）、Gia Dinh Special School for 
Developmental Delay Children（ヤーディン障害児学校：名称変更） 

 
（２）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Soochow University 

      （和文）蘇州大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

School of Education・Professor・Huang Xin Yin 
 協力機関：Shanghai Silent Angel Kinder Garden（上海星雨児童康健院）、Counsering 

Section of Suzhou Child Center（蘇州児童相談センター） 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 

研究交流目標は、日本・中国・ベトナムの 3 か国の乳幼児期から青年期までを見通した

発達障害児のための治療教育プログラム開発に関係している研究者とりわけ若手研究者の

国際交流と国際共同研究体制の基盤整備である。本研究では、それぞれの国で取り組まれ

ている①発達障害児の早期発見・早期対応プログラム開発、②発達障害児のための特別な

教育のニーズ調査のすすめ方、③発達障害児の個別指導計画（IEP）の作成のための理論

と実際などについて研究交流をすすめる。 
早期発見・早期対応プログラムについては、各大学を拠点としつつ協力関係にある障害

児センター・教育相談センターや地域（ハノイ師範大学は第 1 ホープセンターおよびハノ

イ市、蘇州大学は上海星雨児童院・蘇州児童相談センターおよび上海市、立命館大学は本

学心理・教育相談センターおよび京都市・宇治市・京田辺市・久御山町など）をフィール

ドに調査研究を協力しておこないその研究結果を中心に研究交流を深める。 
特別な教育のニーズ調査に関しては、就学前と就学後に区分し、調査項目の共同化と国

ごとの独自の課題の設定を行い、国柄や地域の具体的な教育ニーズの現状把握をおこなう。

また、研究結果について国際比較を行い、各国の教育ニーズをそれぞれの国の障害児教育

制度や生活支援制度と関わらせて分析する。 
個別支援計画（IEP）に関しては、発達障害児（特に、自閉症）を対象に現在実施され

ている治療教育プログラムおよび個別指導計画の経験交流および新しい治療教育プログラ

ムの開発をめざす。 
本国際研究では各国の協力研究機関はいずれも治療教育施設との連携をもっており、研

究開発と実践による目的の遂行と評価がスムーズに行える利点がある。 
上記の研究目標を達成するためにセミナーを下記の通り計画する。セミナーを平成 20

年度から平成 22 年度の 3 か年間に 6 回開催する（各年度 2 回実施予定）。開催場所は、平

成 20 年度（日本：立命館大学）、平成 21 年度（ベトナム：ハノイ師範大学）、平成 22 年

度（中国：蘇州大学）を予定している。 
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６．平成２０年度研究交流目標 
平成 20 年度は立命館大学がハブとなって形成してきたベトナム（ハノイ師範大学および

ホーチミン師範大学）との研究を融合させることを研究交流目標としたい。 
具体的には、平成 20 年 8 月 18 日～24 日(予定；ベトナム：ホーチミン市）に開催される

第 17 回日本ベトナム友好障害児教育・福祉セミナーに、中国側代表者（黄辛隠教授：蘇州

大学）他 1 名、日本側代表者（荒木穂積教授：立命館大学）他 4 名を派遣し、3 か国の研究

交流を深める。同セミナーは 17 年間の歴史をもち、日本とベトナムの現場の教師、研究者、

学生が実践・研究の交流をすることを目的としている。このセミナーには本事業の共同研

究者や協力研究者の数多くが参加する予定である。派遣チームは、派遣期間前半はホーチ

ミン市での同セミナーに参加する。また、協力機関であるヤーディン障害児学校（Vo Tho 
Khoai 校長：協力研究者）を訪問し、ベトナムの発達障害児の早期教育の実際を学ぶ。派

遣期間後半はハノイに移動してベトナム側代表者（Nguyen Thi Hoang Yen ハノイ師範大学

障害児教育学科長）と 3 か国の代表者他の研究交流をはかる。あわせて共同研究、セミナ

ーの打ち合わせを行う。 
平成 20 年 11 月に第１回「東アジア発達障害児の治療教育プログラム開発に関するセミ

ナー」を開催する（立命館大学、予定）。ここでは、発達障害児の早期発見・早期対応の現

状、各国で実施されている発達障害児の治療教育プログラム開発について研究交流を深め

る。あわせて、発達障害児の教育ニーズおよび家族調査の共同研究の打ち合わせを行い、

国際共同研究をスタートさせる。 
 平成 21 年 2 月または 3 月に第 2 回セミナーを日本（京都市）で開催する。ここでは、予

備調査結果をもちより、本調査に向けた項目の修正、集計方法、分析方法など研究のすす

め方について検討する。また、日本側研究協力機関である京都市発達障害者支援センター

を訪問し発達支援の実際を学ぶ。（平成 21 年 2 月 22 日～26 日または 3 月 6 日～10 日の 5
日間を予定）。 
平成 20 年度の日本で開催されるセミナーへは、日本開催であるので日本側の共同研究者、

協力研究者が中心となってベトナム、中国の研究者との研究交流をはかっていきたい。関

係者や若手研究者の参加を積極的に求めていきたい。 
 
７．平成２０年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 平成 20 年度の研究交流を通じて以下研究協力体制が構築できた。 

 日本側は、対外的には立命館大学がハブとなって滋賀大学や和歌山大学との協力関係

を構築し、ベトナムからの留学生（大学院）や中国からの留学生を加えた研究チームを

発足させることができた。また、日本側がイニシアチブをとって国際共同研究の提案を

行うなどの成果を上げることができた。 

 ベトナム側は、ハノイ師範大学が中心となって研究協力体制を構築することができた。
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若手研究者の組織がすすんだだけでなく、協力機関であるホープセンターとの連携が確

立された。また、日本への留学生との連携によって日本の成果を広げることがスムーズ

にでた。 

 中国側は、蘇州大学がハブとなって復旦大学、上海師範大学、北京師範大学のネット

ワーク形成がすすんだ。また、協力機関である北京星星雨教育研究所、上海児童健康院

との連携がすすんだ。また、日本側メンバーと協力して予備調査を上海で実施した。 

 平成 20 年度には、11 月と 3月の２回日本でセミナーを開催し、３ヵ国の研究チームの交

流を深めることが出来た。メールによる連絡だけでなく直接セミナーやワークショップで

話し合うことを通じて相互理解がすすみ研究協力体制のスムーズな構築がすすんだといえ

る。 

 

７－２ 学術面の成果 

平成２０年度の学術面の成果は以下の２点である。 
 第１は、本事業の中心である「東アジアにおける発達障害児の家族についての調査」の

基本項目および方法論の合意形成がすすんだことおよび予備調査が実施されたことである。

ベトナム側、中国側それぞれの事情によって予備調査の結果報告は平成２１年度に行われ

るが、日本側は先行して第３回セミナーで報告を行うことが出来た。なお、日本側の予備

調査結果は学会発表（平成 21 年 5 月、第 62 回日本保育学会、於：千葉大学で発表予定）

および論文としてまとめる予定（『立命館人間科学研究』に投稿中）である。 

 第２は、協力機関との連携のもと「発達障害児のための治療教育プログラム開発」の実

際についての研究交流がすすんだことである。セミナーでの報告とともに実際に治療教育

プログラム開発がすすめられている現場に行って実情にふれることによって研究の相互理

解がすすんだことである。具体的な治療教育プログラムの開発の歴史や現状についての研

究交流をすすめることができた。なお、この分野の研究成果として研究代表者（荒木）よ

り学術誌『障害者教育科学』に「自閉症スペクトラムの子どもの教育指導をめぐって―用

語の意味と概念を問い直す」と、『立命館大学心理・教育相談センター年報』に「自閉症療

育プログラム開発の基本的視座－歴史的変遷過程の検討を通して－」(以下、荒木

（2008a,2008b）とする)の発表がある。 
 
７－３ 若手研究者養成 

平成 20 年度のメンバー登録された若手研究者（院生を含む）の本事業への参加状況は次の

通りであった。日本側参加者 4名（内発表者 3名）、中国側参加者 2名、ベトナム側参加者

5名であった。この他にセミナーおよびワークショップにサポーターおよび聴衆として参加

した研究者・院生が多数いた。 

 今回セミナーおよびワークショップで発表した若手研究者は 3 名（いずれも日本側）で

あった。中国側およびベトナム側は共同研究に積極的に参加した。また日本に在住の留学

生は日本側の共同研究にも参加し研究交流を深めた。 
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 若手研究者が本事業（共同研究、セミナーおよびワークショップ、その他の研究交流い

ずれも）の中で積極的な役割を担ってくれたことは、平成 20 年度の大きな成果であった。

平成 21 年度以降は、中国側、ベトナム側の若手研究者の中からも発表者等中心的な役割を

果たす人が現れてくれることが期待される。 

 

７－４ 社会貢献 

この分野での成果は以下の 2点である。 

第 1は、セミナーを通しての社会貢献である。平成 21 年度に日本で実施した 2回のセミ

ナー（11 月および 3 月開催）はいずれも公開でおこなわれた。立命館大学広報室や同人間

科学研究所の積極的な支援もあって学内はもとより他大学、関係者、一般市民の参加があ

った。発達障害児の研究・実践分野では、東アジア地域の 3 ヵ国が一同に会してのセミナ

ーは非常にめずらしく参加者の興味・関心は高かった。 

第 2 は、ワークショップを通しての社会貢献である。ワークショップの内容として毎回

発達障害児の治療教育プログラム開発現場への訪問を取り入れている。第 1 回目のセミナ

ーでは社会福祉法人京都基督教福祉会洛西愛育園（京都市）、第 2 回セミナーでは京都市発

達障害者支援センター“かがやき”を訪問し、研究交流した。この研究交流によってセミ

ナー参加者と協力機関との新たなネットワーク形成がすすんだ。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

平成 20年度は本事業のスタートの年度であり多くのエネルギーが研究協力体制の構築に割

かれた。これまでの実績をもとにスムーズに研究ネットワークを構築することができたが、

ハブ大学の関係者（本事業の各国の中心メンバー）は本事業を有効にすすめるために関連

大学や協力機関とのネットワーク形成に努力した。また、年度ごとに、日本（平成 20 年度）、

ベトナム（平成 21 年度予定）、中国（平成 22 年度予定）と開催地を変えて取り組むという

目標をもつことによって関連大学関係者の本事業への参加意識が高まったことは成果とい

える。これらの成果を踏まえつつ今後の課題・問題点として以下の 3点がある。 
 第 1 は、アンケート調査の基本項目での合意がえられているが、これを各国でどのよう

に生かしていくかについては、まだ十分な見通しがえられていない。また、国際共同研究

として本研究の結果を共同でどのように報告していくかについて、合意を形成していくこ

とが課題となっている。 
 第 2 は、発達障害児（特に、自閉症）を対象に現在実施されている治療教育プログラ

ムおよび個別指導計画のプログラムの開発の分野では、経験交流の分野では大きな成果が

えられたといえるが、事例研究や方法論の検討をへて共通認識を共有する段階には至って

いない。セミナーやワークショップの内容にこの分野の研究を取り入れていくことが課題

となっている。 
第 3 点は、若手研究者の積極的参加の課題である。平成 20 年度は日本側は 3 名の若手

研究者に発表の機会があったが中国側、ベトナム側は共同研究およびワークショップへの
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参加にとどまった。次年度以降の課題としたい。 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数 ７ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  １本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの ２ 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

3 ヵ国の国際共同研究として、以下の 2つのアプローチによって研究がすすめられた。 

第 1のアプローチである「発達障害児の親支援のための調査」に関しては、予備調査を

実施し、アンケート項目の妥当性および比較研究のすすめ方について検討を加えた。平成

20 年度の予備調査については、日本チームの結果は第 2回セミナーで報告された。また、

日本の報告の一部は、第 62 回日本保育学会（2009 年 6 月予定、千葉大学）および『立命館

人間科学研究』（現在投稿中）でも報告される予定である。中国チームおよびベトナムチー

ムは、予備調査を実施しそのとりまとめをおこなっているところである。その結果は第 3

回セミナー（2009 年 6 月予定）で報告される予定である。 

第 2 のアプローチである発達アセスメントおよび発達診断を活用した個人別教育指導計

画（IEP）の作成の方法についての研究分野においては、各国で取り組まれている現状の研

究交流がおこなわれた。 

 

８－２ セミナー 

 平成 20 年度は、計画にそって 2回のセミナーが実施された。第 1回セミナーは 11 月

26 日から 30 日に、第 2 回セミナーは 3 月 6 日から 9 日に開催された（いずれも会場は、

日本国・京都・立命館大学）。セミナーでは各国からのメイン報告の他、ワークショップ、

施設見学などが実施され研究交流がすすめられた。セミナーでは、研究代表者（荒木）か

ら治療教育プログラムの開発の歴史や現状にふれた報告がなされた（荒木、2008a、2008b）。
また、各国の歴史や発展段階の報告を踏まえた研究交流がおこなわれた。しかし、セミナ

ーおよびワークショップでは、これから事例研究等を実施して、具体的な検討を加えてい

くことが平成 21 年度の課題となっている。セミナーの一部は公開され、学生、市民および

関係者が参加した。なお、次回第 3 回セミナーは、2009 年 6 月 2日～4日、ベトナム・ハ

ノイ（ハノイ師範大学）で開催することで合意がなされた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 蘇州大学およびハノイ師範大学と立命館大学は、学生・研究者の交流協定を締結してお

り、本研究分野以外でも日常的に交流がある。 

2008 年度は 9月 9日～13 日の日程で日本側チーム（竹内謙彰教授・立命館大学、他）お
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よび中国側チーム（黄辛隠教授・蘇州大学、他）がベトナム・ハノイを訪問し、現地視察

および研究交流を深めた。 

現地視察で訪問した学校・施設は、ベトナム・ハノイ市において発達障害児の支援学校

であるサオマイ・センター(英語名：Morning Star Center)、ホープセンター、中央幼児師

範大学付属障害児センターの 3 カ所である。視察後、ベトナムにおける障害児教育プログ

ラム開発の現状についてハノイ師範大学のメンバーと研究交流をおこなった。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 ベトナム 中国 合計 

日本 
実施計画 

 
5/40  5/40 

実績 8/51  8/51 

ベトナム 
実施計画 7/27 

 
 7/27 

実績 7/31  7/31 

中国 
実施計画 8/32 2/16 

 
10/48 

実績 5/23 1/5 6/28 

合計 
実施計画 15/59 7/56  22/115 

実績 12/54 9/56  21/110 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   21／126  （人／人日）    2／10 （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）特別な教育のニーズ調査に関する調査研究 

（英文）An research on the examination of needs for special education
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）荒木穂積・立命館大学産業社会学部・教授 

（英文）Hozumi Araki, Professor, Department of Social Science , 
Ritsumeikan University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

(ベトナム国)Nguyen Thi Hoang Yen・ハノイ師範大学障害児教育学科・

学科長、（中国）黄辛隠・蘇州大学教育学部・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

についても、カッ

コ書きで記入のこ

と。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ベトナム 中国 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画     

実績 6/35  6/35 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 実施計画     

実績    

中国 実施計画     

実績  1/5 1/5 

合計 
実施計画     

実績  7/40   7/40 

② 国内での交流       人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成 20 年度の交流活動及び成果は以下の点である。 

国際共同研究（「発達障害児の親支援のための調査」）に関しては、第

1回セミナー時に基本的合意がなされた。第 2回セミナー時には、アン

ケート項目等の若干の修正を行い、これに基づいて予備調査を開始する

ことになった。平成 21（2009）年 6月に行われる第 3回セミナー時にそ

の結果を報告し合うことになっている。各国の研究の進行状況は以下の

通りである。 

日本チームは、予備調査を実施し、その結果概要を第 2回セミナーで

報告した（前田明日香「自閉症スペクトラム児と親の支援に関する調査

研究」）。本報告の一部はさらに検討を加え第 62 回日本保育学会で報告す

る予定である。また、『立命館人間科学研究』に論文としてまとめた（現

在、投稿中）。 

中国チームは、平成 20 年度に上海市をフィールドに予備調査を実施し
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たが、これに基づいて平成 21 年度は本調査研究を企画中である。また、

中国におけるこれまでの自閉症児の実態調査の先行研究が整理され、第

2回セミナーで報告された（黄辛隠「中国における自閉症スペクトラム

児童の家庭調査について-東アジアにおける発達障害児の特別なニーズ

に関する国際比較研究課題・中国チーム」）。 

ベトナムチームは、現在ハノイ市等の親を対象に聞き取り調査が行わ

れており、その結果が第 3回セミナー（2009 年 6 月実施予定）で報告さ

れる予定である。 

共同研究のもう一つの柱である発達アセスメントおよび発達診断を

活用した個人別教育指導計画（IEP）の作成の方法については、各国で

取り組まれている現状の研究交流がおこなわれた。施設見学等の企画も

取り入れ、現状理解がすすむような企画も実施された。また、セミナー

のスタートに当たって第 1回セミナーにおいての基調報告で、研究代表

者（荒木）から治療教育プログラムの開発の歴史や現状にふれた報告が

なされた。また第 2 回のセミナーでは今後の研究課題についての総括的

な報告がなされた（荒木、2008a、2008b）。 
 

日本側参加者数  

２４ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ベトナム）国（地域）側参加者数 

１７ 名 （１３－２（    ）国側参加研究者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

８ 名 （１３－３（    ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業 第 1

回「東アジア発達障害児の治療教育プログラム開発に関するセミナ

ー」 
（英文）The 1st seminar on the development of a treatment and 
educational program for children with developmental disorder 
in the East Asia on JSPS AA Science Platform Program 

開催時期 平成 20 年 11 月 29 日 ～ 平成 20 年 11 月 30 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、京都市、立命館大学 
（英文）Ritsumeikan University, Kyoto, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）荒木穂積・立命館大学産業社会学部・教授 
（英文）Hozumi Araki, Professor, Department of Social Science , 
Ritsumeikan University 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

(ベトナム国)Nguyen Thi Hoang Yen・ハノイ師範大学障害児教育学

科・学科長 

（中国）黄辛隠・蘇州大学教育学部・教授 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者     /   （ / ）人/人日 ３/１２

( / ） 

 人/人日

(ベトナム）国(地域)側参加者      ２ / ８（ / ）人/人日 

(中国）国(地域)側参加者      １ / ４ （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             ６人 

６人

(ベトナム）国(地域)側参加者              人 

(中国）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数       ９人 

セミナー開催の目

的 
第 1 回セミナーの目的は、これまで交流の少なかった東アジア地域

（3 か国、ベトナム・中国・日本）の専門家、若手研究者が、①発達障

害児の社会的・教育的状況、②治療教育プログラム開発の研究状況を

報告・交流することである。 
これによって研究者交流がすすみ、研究ネットワーク構築の基礎がで

きると期待できる。また、この分野における各国の課題を共有し合う

ことによって共同研究の進展が期待できる。 
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セミナーの成果 平成 20 年度のセミナーの実施内容と成果は以下の通りである。 

第１回「東アジアの発達障害児のための治療教育プログラム開発に

関するセミナー」は 11 月 26 日から 30 日に開催された。セミナーでは

中国・北京星星雨教育研究所からの報告（田恵平氏・北京星星雨教育

研究所所長）、ベトナム・ハノイホープセンターからの報告（Tran Thu 

Ha 氏・ﾎｰﾌﾟｾﾝﾀｰ副センター長）、日本・宇治市からの報告（荒井庸子「日

本における発達障害児のニーズ調査について-宇治市の場合-」などが

報告され、研究実践の相互交流が深められた。また、あわせて国際共

同研究「発達障害児の親支援のための調査」のアンケート項目の調整

の議論がおこなわれ、平成 20 年度に実施、発表することで合意がなさ

れた。 

第 1 回目セミナーの成果は以下の通りであった。 
第 1 の成果は、この分野の各国の研究の現状と課題を共有し合えた

ことである。また、各国での研究チームが確立し、研究チーム間の連

絡網を整備することができた。これによってセミナー時以外にも連絡

を取り合うことが可能になり、研究ネットワークの基盤形成がすすん

だといえる。 
第 2 の成果は、セミナーに若手研究者や大学院生が多数参加したこ

とである。3 ヵ国の若手研究者養成の最初のとっかかりとなった。共同

研究の担い手として積極的な役割を果たすだけでなく、セミナーでの

報告者となったり、研究方法や研究成果を積極的に交流することによ

り国際共同研究やセミナーへのモチベーションを高めることができ、

研究ネットワークの裾野を広げることが出来た。日本に在住している

中国、ベトナムの若手研究者が積極的に参加し、将来的にも持続可能

な研究ネットワーク構築を展開する布石となったことも成果といえ

る。 
第 3 の成果は、セミナーでの研究報告および研究交流の一部は公開

され、東アジアでの発達障害児の研究や実践に関心のある研究者、学

生・院生、一般市民に中国、ベトナムの発達障害児の現状を知らせる

機会となったことである。特に、共同研究者として参加している各国

からの報告を、公開時には通訳を配置したことにより、一般市民の方々

の参加と理解をうながす要因になったといえる。 
セミナーの運営組

織 
事務局を立命館大学内に発足させ、準備・運営を行った。学内の国際

部局と連携し、海外との円滑なコミュニケーションを図り、セミナー

を運営した。セミナーの運営にあたって本学の大学院生や日本に在住

している留学生が積極的に協力してくれたこともセミナーの運営をス

ムーズおこなうことのできた重要な要因であった。 
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開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 参加者旅費等       金額 1,373,684 円 

相手国(地域) 内容              金額 0 円 
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ基盤学術形成事業 第 2

回「東アジア発達障害児の治療教育プログラム開発に関するセミナ

ー」 
（英文）The 2nd seminar on the development of a treatment and 
educational program for children with developmental disorder 
in the East Asia on JSPS AA Science Platform Program 

開催時期 平成 21 年 3 月 6 日 ～ 平成 21 年 3 月 9 日（4 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、京都市、立命館大学 
（英文）Ritsumeikan University, Kyoto, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）荒木穂積・立命館大学産業社会学部・教授 
（英文）Hozumi Araki, Professor, Department of Social Science , 
Ritsumeikan University 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

(ベトナム国)Nguyen Thi Hoang Yen・ハノイ師範大学障害児教育学

科・学科長 

（中国）黄辛隠・蘇州大学教育学部・教授 

参加 

者数 

② アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    ２ /１０ （ / ）人/人日 8/40

（ / ）

 人/人日

(ベトナム）国(地域)側参加者       ３ /１５ （ / ）人/人日 

(中国）国(地域)側参加者       ３ /１５  （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            ８ 人 

８人

(ベトナム）国(地域)側参加者              人 

(中国）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数       １６人 

セミナー開催の目

的 
第 2 回セミナーの開催目的は、第 1 回セミナーが全般的な研究交流で

あったのに対し、「発達障害児の治療教育プログラム開発に関する研究

の実際」を交流することである。今回のセミナーでは開催地が日本で

あることをふまえ、日本の発達障害児の治療教育プログラムの実際を

中心に研究交流をおこなう。 
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セミナーの成果  
第 2 回「東アジアの発達障害児のための治療教育プログラム開発に

関するセミナー」は 3 月 6 日から 9 日に開催された。セミナーでは中

国・蘇州大学からの報告（黄辛隠教授「中国における自閉症スペクト

ラム児童の家庭調査について-東アジアにおける発達障害児の特別な

ニーズに関する国際比較研究課題・中国チーム」）、ベトナム・ハノイ

師範大学からの報告（Nguyen Thi Hoang Yen 准教授「ベトナムにおけ

る発達障害児の治療教育の現状」）、日本・立命館大学からの報告（井

上洋平「日本における自閉症の治療教育プログラム開発の現状-あひる

くらぶの場合-」）などが報告され、研究実践の相互交流が深められた。

また、セミナーでは現場の教員・指導者から 3 つの報告がなされ交流

が深められた。 

第 2 回セミナーにおいては，日本の治療教育プログラム開発の現状

に関する報告および中国とベトナムでの治療教育の現状についての報

告がおこなわれた。参加者にとっては，療育の実際に関する報告を聞

くことができ，実践への応用や，自分たちの実践との比較検討ができ

る有意義な機会となった。 

 

 

第 2 回目セミナーの成果として以下の成果が確認できる。 

第 1 の成果は、予備調査結果および治療教育プログラム開発の実際

について研究交流できたことである。予備調査結果の交流することに

よって障害児の親のニーズについての理解を深めることができた。ま

た、研究方法についての共通理解を深めることができたことである。 

第 2 の成果は、日本での治療教育プログラム開発の実際を知る上で

今回のセミナーでの報告は有意義であった。日本は中国、ベトナムと

比較して日本はプログラム開発はすすんでいるといえるが、文化的な

背景の共通点もあって東アジア地域での課題を共有することができ

た。 

第 3 の成果は、研究協力機関との連携のもとでセミナーの運営がな

されたことである。より現場と連携のとれた企画となった。 

第 4 の成果は、セミナーを通して研究ネットワークの構築がすすん

だことである。テーマと課題の共有化がすすんだこと、研究チームが

各国で形成され日常的な連絡が活発に行われるようになったことなど

が成果といえる。 

なお、第 1 回セミナーおよび第 2 回セミナーおよびセミナーの作業

チームの会議であるワークショップの内容は「東アジアの発達障害児
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のための治療教育プログラム開発に関する国際共同研究」（平成 20 年

度アジア・アフリカ学術基盤形成事業研究報告書）としてまとめられ

ている（2009 年 3 月発行）。 

セミナーの運営組

織 
S-1 同様、立命館大学内の事務局を中心に準備・運営を行った。学内の

国際部局と連携し、海外との円滑なコミュニケーションを図り、セミ

ナーを運営した。事務局には研究費管理スタッフ専属を配属している。

また、前回同様、院生や留学生の積極的な協力が得られた。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容  参加者旅費等      金額 3,043,476 円 

相手国(地域) 内容              金額 ０円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 ベトナム 中国 計 

日本 
実施計画  7/56  7/56 

実績 2/16  2/16 

ベトナム 
実施計画     

実績 2/8  2/8 

中国 
実施計画     

実績 1/4  1/4 

合計 
実施計画  7/56  7/56 

実績 3/12 2/16  5/28 

②  国内での交流       0 人／人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 ８５９，９４０  

外国旅費 ２，５６６，２４０  

謝金 ２０２，８９８  

備品・消耗品購入費 ５５８，９７７  

その他経費 ６６６，４３２  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１４５，５１３  

計 ５，０００，０００  

委託手数料 ５００，０００  

合  計 ５，５００，０００  

 
 
 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 0 0 

第２四半期 582,839 9/56 

第３四半期 1,373,684 6/24 

第４四半期 3,043,476 6/30 

計 5,000,000 21/110 

 
 
 


