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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 

平成２１年度 実施報告書 
 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 立命館大学 

（ﾍﾞﾄﾅﾑ側）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（ 2 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。） 

（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・Associate Professor・Nguyen Thi 

Hoang Yen  

 協力機関：Ho Chi Minh University of Education（ホーチミン師範大学）、Hope Center 

No.1 Hanoi（ハノイ第一ホープセンター）、Gia Dinh Special School for 
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Developmental Delay Children（ヤーディン障害児学校） 

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進め方、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進める。 

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・ホーチミン市、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・

南京市、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）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 ヶ年間に 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、実施済み）、平成 21 年度（ベトナム：ハノイ師範大学、実施

済み）、平成 22 年度（中国：復旦大学、南京師範大学）を予定している。 
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６．平成２１年度研究交流目標 

平成 21 年度は本研究事業の 2年目になる。今年度の研究目標は以下の通りであった。 

① 共同研究 

共同研究として取り組んでいる「発達障害児の親支援のための調査」（3 ヵ国国際比較研

究）の先行研究を引き続き進めていく。日本チームは、昨年度の先行研究をふまえ本研究

に入る。中国チーム、ベトナムチームは先行研究を進め本研究へと進む。その成果をセミ

ナー等で報告する。3ヵ国の先行研究が出そろった時点（2009 年 11 月の第 4回セミナー）

で、比較研究の準備を開始する。日本国内においても（研究者、留学生）、中国チームやベ

トナムチームと比較研究の作業チームを発足させる。 

② セミナー 

平成 21 年度は、第 3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」を 6 月 2 日から 4 日まで 4 日間ハノイ師範大学（ベトナム）で実施する。ま

た、第 4回を 11 月 16 日から 19 日までの 4日間同じくハノイ師範大学で実施する。 

セミナーでは、上記の国際共同研究「発達障害児の親支援のための調査」（3ヵ国の比較

研究）に加えて「発達障害児の早期発見・早期対応プログラム開発」の実情の研究交流、

「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」の研究交流などを柱に研

究交流を進める。 

③ その他の活動 

上記セミナーに加え、日本、中国、ベトナムの 3 ヵ国の若手研究者（大学院生を含む） 

の研究交流を進めていきたい。当面、2009 年 8 月および 2010 年 2 月の夏期休暇、冬期休暇

の時期を活用して、3ヵ国の研究交流を進めていく予定である。 

また、3ヵ国が協力して現場の教員、指導者を対象としたワークショップの開催などを検

討する。 

 

 

７．平成２１年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 21 年度に実施した第 3 回セミナー（6 月 2 日から 4 日）および第 4 回セミナー（11

月 16 日から 19 日）は、いづれもハノイ師範大学で実施された。 

ベトナム側への貢献としては、セミナーにハノイ師範大学のみならずホーチミン師範大

学の関係者も複数参加し、ベトナムでの研究協力体制をより強固なものにすることができ

た。また、ベトナム側からの貢献としては、先述の研究交流の実績を生かして国際共同研

究「発達障害児の親支援のための調査」においてハノイ市地域に加えてホーチミン市地域

でのデータ収集が進み、ベトナムでの研究が進んだ。これによって 3 ヵ国間のデータの信

頼性が高まった。 

中国側への貢献としては蘇州大学、復旦大学に加え南京師範大学が新たな研究交流先と
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して加わり、中国での研究協力体制を拡げることができた。この成果として平成 22 年度の

第 6 回セミナーを南京師範大学で実施することが決まっている。中国側からの貢献として

は第 3 回セミナーおよび第 4 回セミナーへの現場実践家および若手研究者の参加があり、

セミナーの内容を充実させることができた。また、若手の研究交流が進んだ。 

 

７－２ 学術面の成果 

平成 20 年度から平成 22 年度までの 3 カ年計画で進めている国際共同研究「発達障害児

の親支援のための調査」（3 ヵ国国際比較研究）を計画通りに進めることができた。第 3 回

セミナーでは先行研究（先行調査）を発表し、成果を交流した。第 4 回セミナーでは本研

究（本調査）の第 1 次分析の結果を発表し、交流することができた。これら 3 ヵ国の研究

は国別に分析すると同時に、共通の視点から分析し比較研究へと進めていく予定である。

その一つの試みとして、2010 年 3 月 26 日～28 日に開催された第 21 回日本発達心理学会

（於：神戸国際会議場）のラウンドテーブルにおいて 3 ヵ国の分析データをもちより発表

した（報告テーマ：東アジアにおける発達障害児とその家族ニーズの比較研究－日・中・

越 3か国の調査から－、企画：荒木穗積・竹内謙彰・井上洋一）。 

日本側は、第 1次分析をふまえて「自閉症スペクトラム児と親の支援に関する調査研究-

親のアンケート調査から-」（前田明日香・荒井庸子・井上洋平・張鋭・荒木美知子・荒木

穗積・竹内謙彰、立命館人間科学研究、第 19 号、29-41 ページ、2009）をまとめた。中国

側およびベトナム側も各国のデータを独自にまとめて国内雑誌等への投稿準備を進めてい

る。日本側は、2 次分析を進めているが、その成果の一部を昨年度に引き続き 2010 年 5 月

22 日～23 日に開催される日本保育学会第 63 回大会（於：松山東雲女子大学・松山東雲短

期大学）において発表する予定である（発表テーマ：自閉症スペクトラム児の親支援のた

めの調査研究(2)―自閉症スペクトラム児と知的障害児の比較検討―、前田明日香・井上洋

平・荒井庸子・荒木穂積・竹内謙彰・荒木美知子）。 

また、英文論文として中国における自閉症児教育の現状を紹介した論文（“Breif Report 

of Treatment and Education for Children with Autism in China”Zhang Rui and Hozumi 

Araki (2010) Collected Papers from Human Servicies Research,Editor: Tatsuya Sato, 

Publisher: Human Services Research Center in Institute of Human Sciences, Ritsumeikan 

University）を公表した。  

 

７－３ 若手研究者養成 

 国際共同研究「発達障害児の親支援のための調査」（3 ヵ国国際比較研究）を進めるにあ

たっては日本、ベトナム、中国のいづれの国も若手研究者のはたしている役割は大きい。

特に、3ヵ国の共同研究においては、データの収集・分析のプロセスで若手の果たす役割に

は大きなものがある。セミナーの機会のみならず日常的にもインターネットや e-mail など

を利用しての研究交流が活発に行われ若手研究者間の研究交流が進んできている。 

また国際的な場での研究発表（発表は英語を中心としている）は 3 ヵ国のどの国におい
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ても若手研究者の養成にとってとてもよい機会となっている。 

日本側では、平成 21 年度 2本の論文を公表したがいづれも若手研究者が筆頭執筆者とな

っている。また、学会発表においても若手研究者が積極的に発表しており若手研究者の養

成が進んだといえる。さらに国際学会への発表なのどの機会を見つけていきたいと考えて

いる。 

 

７－４ 社会貢献 

平成 22 年度は 2回にわたってハノイ市でセミナーを開催した。このセミナーにはハノイ

師範大学の関係者のみならず、教育訓練省、ハノイ市内の障害児学校・施設等からの参加

があり、障害児教育とりわけ発達障害のある子どもたちへの治療教育プログラムへの関心

を高めることができた。 

また、3 ヵ国の専門家とベトナムで実際に治療教育に携わっている専門家・職員との研

究・実践面での交流が進んだ。将来、東アジア地域でのネットワーク形成への発展が期待

できる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

平成 21 年度は本事業の 2年目にあたり関係者間のコミュニケーションもスムーズに進み

はじめている。また 3 ヵ国ともにベテラン研究者と若手研究者の連携もよく、国際共同研

究「発達障害児の親支援のための調査」（3 ヵ国国際比較研究）を本研究（本調査）まで進

められたことは大きな成果である。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、国際共同研究をさらに発展させていくために事例研究を取り入れていく必要が

あるが、その方法論に関して共通の視点を共有する必要があり。第 5 回目のセミナーでの

合意形成が期待される。 

第 2 は、これまでの国際共同研究の発信、とりわけ国内学会および国際学会での発表に

ついてである。各国独自に追求することを原則として進めてきているが、3 ヵ国が協力し

て国際共同研究として国際学会に発表していく道筋を現在模索している。また、その成果

を踏まえて英文雑誌等への投稿を考えていく必要がある。 

第 3 点は、研究者の交流、とりわけ若手研究者の積極的参加によって若手研究者の交流

が進んだことは成果であるが、この成果の上に立って、さらにそれぞれの国で研究者ネッ

トワークを拡大していくことが課題である。そのためにも成果の共有化（英語雑誌への投

稿など）を進めていく必要がある。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数  3 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 0 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 1 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

詳細 

・前田明日香・荒井庸子・井上洋平・張鋭・荒木美知子・荒木穗積・竹内謙彰 (2009)  

自閉症スペクトラム児と親の支援に関する調査研究-親のアンケート調査から-,立命

館人間科学研究,第 19 号,29-41 ページ. 

・ 西村菜生・荒木穗積・荒井庸子・橋本奈緒子 (2009) 自閉症スペクトラム幼児のご

っこ遊びに関する一考察-1 年 7 ヶ月間のプレイセラピーの分析から-,立命館大学心

理教育相談センター年報,第 8号,13-34 ページ. 

・Zhang Rui and Hozumi Araki  (2010) “Breif Report of Treatment and 

Education for Children with Autism in China”Collected Papers from Human 

Servicies Research, Editor: Tatsuya Sato, Publisher: Human Services Research 

Center in Institute of Human Sciences, Ritsumeikan University 

 

 

８．平成２１年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

日本・ベトナム・中国 3 ヵ国による国際共同研究「発達障害児の親支援のための調査」

の予備調査および本調査を終えることができ、現在分析を進めているところである。予備

調査の結果は、2009 年 6 月の第 3回セミナーおよび同年 11 月の第 4回セミナー時に報告し

研究交流を行った。予備調査結果を踏まえ、2009年秋および2010年冬に本調査を実施した。

この本調査の 1次分析の結果は、2010 年 5 月 31 日～6月 3日に開催する第 5回セミナー（上

海）でおこなう予定であるが、それに先だって中間報告として 2010 年 3 月 26 日～28 日に

開催された第 21 回日本発達心理学会（神戸国際会議場）のラウンドテーブルにおいて発表

し研究交流を行った。また、日本側独自の発表を昨年度に引き続き日本保育学会でおこな

う予定である（2010 年 5 月 22 日～23 日、日本保育学会第 63 回大会：松山東雲女子大学・

松山東雲短期大学）。 

 

８－２ セミナー 

平成 21 年度は、計画どおりに 2回のセミナーをハノイ市（ハノイ師範大学）で実施する

ことができた。その成果は、次の通りである。 

第 3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」は 6月 1日

から 4日にハノイ師範大学（ベトナム・ハノイ市）で開催された。セミナーでは、中国か
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ら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前所長）および上

海市における発達障害児のニーズ調査の報告（張鋭氏・立命館大学）がおこなわれた。ベ

トナムからは、ハノイ市・ホープセンターから IEP（個別指導計画）作成の報告（桝蔵千恵

子氏・中原一精氏、JICA 現地駐在員）、発達障害児のニーズ調査の報告（Nguyen Thi Hoang 

Yen 氏・ハノイ師範大学教授）、ホーチミン市での早期介入・治療・教育の現状について

（Nguyen Thi Phuong Dung 氏・第３国家師範大学講師）報告がなされた。日本側からは、

大津市での幼児期の公衆衛生サービスについて（中村隆一氏・立命館大学教授）報告をお

こなった。また 2日目にはワークショップ形式で、ハノイ師範大学障害児教育センターで

の治療教育プログラムの報告・討議がおこなわれ研究交流が深められた。3日目には第 1国

家幼児師範大学障害児センターの視察訪問を行い研究交流が深められた。第 4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 16 日から 19

日に第 3回と同じくハノイ師範大学（ベトナム・ハノイ市）で開催された。セミナーでは

中国・南京師範大学からの報告（葉浩生教授「中国・南京市における発達障害児の家族ニ

ーズに関する調査－現状と課題－」）、ベトナム・ホープセンターからの報告（Tran Thu Ha 

医師および中原一精氏から「ホープセンターでどのように IEP 作成をすすめてきたか？」）

およびハノイ師範大学からの報告（Nguyen Thi Hoang Yen 准教授および Dao Thi Bich Thuy

氏「ベトナム・サオビエンセンターでどのように IEP 作成をすすめてきたか？」）、日本・

立命館大学からの報告（荒井庸子氏「自閉症スペクトラム児の早期介入の追跡的研究」）

などが報告され、研究および研究者の相互交流が深められた。また 2日目後半にはワーク

ショップ形式で、「発達障害児のニーズ調査に関する協議」がおこなわれた、3日目にはホ

ープセンターの視察訪問を行い研究交流が深められた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本事業の研究代表者荒木教授と、ベトナム側コーディネーターの Yen 准教授は、 

2009 年 5 月 7 日～9日に開催された第 8回 IMFAR（国際自閉症研究会議：アメリカ合衆国・

シカゴ市）に参加、続いて、5月 12 日～5月 15 日にかけて、本事業の研究課題をより深め

るためにアメリカ・ロサンゼルス市におもむき、発達障害児研究についての最新の研究動

向調査をおこなった。ロサンゼルス市においては、UCLA CART（The UCLA Center for Autism 
Research and Treatment：カリフォルニア大学ロサンゼルス校 自閉症の研究と治療セン

ター）と心理学部を訪問した。、発達障害児の早期介入および発達診断の実際についての最

新の情報を意見交換した。また、同施設の見学をした。また同学部、施設のスタッフ（Denna 

M. Evans 心理学部・助教授らスタッフ）との交流によってカリフォルニア州およびアメリ

カ西部での発達障害児の研究および療育の実情を知ることができた。これらの研究成果を

東アジア地域にどのように普及していくか、また若手研究者の派遣および受け入れについ

ても意見交換した。なお、UCLA CART は自閉症や自閉症スペクトラム障害の解決のためによ

り効果的な新しい治療法を研究している米国の主要拠点である。 

シカゴでの国際自閉症研究会議への参加および UCLA CART への訪問によって、本事業の
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研究拠点の形成を促進する上でアメリカ西部の実情が知れたことおよび研究者のネットワ

ークが築けたことは東アジアでのネットワークを構築する上で貴重な機会となったといえ

る。 

 

2009 年 8 月 20 日～22 日には、APAC・2009（アジア・太平洋自閉症会議 2009：オースト

ラリア・シドニー市に参加し、アジア・太平洋地域の発達障害児研究の動向調査をおこな

った。ここでは中国、台湾、シンガポール、インドネシア、インドなどの参加者と研究交

流をもつことができた。また、事務局への参加要請があり検討することとした。次回開催

（2011 年、オーストラリア・パース市）に向けて、若手研究者養成および研究者交流につ

いてのアジア・太平洋自閉症会議の事務局メンバーと協議をおこなった。今回の会議では

東アジアからの報告が少なく、もし日本・中国・ベトナムからの発表があれば研究交流の

よい機会になることが確認された。特に、親のニーズに関する調査の発表があれば多くの

関心を集めるだろうと事務局メンバーからのコメントがなされた。 

なお、国内学会では、平成 21 年 5 月 23 日～24 日に開催された第 62 回日本保育学会（千

葉大学）および 2010 年 3 月 26 日～28 日に開催された第 21 回日本発達心理学会（神戸国際

会議場）のラウンドテーブルにおいて発表し研究交流を行った。日本保育学会ではポスタ

ーセッションで発表し、研究交流した。また発達心理学会ではラウンドテーブルを企画し

ベトナムおよび中国からの参加を実現することができた。当日は 30 名余の参加があり研究

交流を深めることができた。 
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９．平成２１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         

    派遣先 

 

 

派遣元 

日本 

<人／人日

> 

ベトナム

<人／人日

> 

中国 

<人／人

日> 

第 3 国

（オース

トラリ

ア・シド

ニー） 

第 3国

（アメ

リカ・シ

カゴ・ロ

スアン

ジェル

ス） 

 

合計 

<人／人日

> 

日本 

<人／人日

> 

実施計

画 

 13/78 

(6/36) 

5/30    18/108 

(6/36) 

実績 9/53 

（4/16）

 (1/7) 1/12  10/65 

（5/23）

ベトナム 

<人／人日

> 

実施計

画 

6/36  6/36    12/72 

実績 (1/3)  1/6 1/11  2/17 

(1/3) 

中国 

<人／人日

> 

実施計

画 

4/24 10/60     14/84 

実績  6/30    6/30 

合計 

<人／人日

> 

実施計

画 

10/60 23/138 

(6/36) 

11/66    44/264 

(6/36) 

実績  

(1/3) 

15/83 

（4/16）

 1/6 

(1/7)

2/23  18/112 

(6/26) 

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

さい。 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   6／18  ＜人／人日＞   2/4(5/15) ＜人／人日＞ 
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１０．平成２１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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画     

実績     

② 国内での交流       人／人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

日本・ベトナム・中国 3ヵ国による国際共同研究「発達障害児の親支援の

ための調査」の予備調査および本調査を終えることができた。予備調査の結

果を 2009 年 6月の第 3回セミナーおよび同年 11月の第 4回セミナーで報告

し研究交流すると同時に本研究に向けての課題と方向性を確認し合った。 

本調査は予備調査結果を踏まえ、200 9 年秋および 2010 年冬に実施され

た。この本調査の 1次分析の結果を 2010 年 3 月 26 日～28 日に開催される第

21 回日本発達心理学会（神戸国際会議場）のラウンドテーブルにおいて発表

し研究交流をおこなった。また、日本側独自の分析については第 1次分析の

結果を論文にまとめ公表した。これは同時に 2010 年 5 月に開催される日本

保育学会第 63 回大会（於：松山東雲女子大学・松山東雲短期大学）におい
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て発表する予定である。予備調査および本調査の過程では若手研究者が積極

的に研究に参加した。データの収集・分析、結果のまとめと研究発表の準備、

研究の公表・発表の過程で中心的な役割をはたした。 

セミナーおよび学会では国内外の研究者との交流を深めることができた。

日本側参加者数  

26 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 

19 名 （１３－２（ベトナム）国側参加研究者リストを参照）

（中国）国(地域)側参加者数 

9 名 （１３－３（中国）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 3

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 3rd 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 6 月 1 日 ～ 平成 21 年 6 月 4 日（ 4 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）ベトナム社会主義共和国、ハノイ市、ハノイ師範大学 

（英文）Vietnum, Hanoi, Hanoi University of Education 

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）Nguyen Thi Hoang Yen・ハノイ師範大学障害児教育学
科・学科長兼障害児教育センター長 

（中国）黄辛隠・蘇州大学教育学院・教授 

 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ベトナム） 

日本 

<人/人日> 

A. 3/16

B. 1/6

C. 3/12

ベトナム 

<人/人日> 

A. 

B. 

C. 16/64

中国 

<人/人日> 

A. 3/15

B. 

C. 

合計 

<人/人日> 

A. 6/31

B. 1/6

C. 19/76
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A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 

 

セミナー開催の目

的 

セミナー開催のねらいは、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、若手研究者が以下の 3つ

の研究課題で研究交流を行うことである。すなわち①発達障害児の社

会的・教育的状況、②発達障害児および親のニーズ調査、③治療教育

プログラムおよび個別指導計画（IEP）開発・作成状況、での研究交流

である。 

これらの研究者交流を通じて研究ネットワーク構築の基礎ができる

と期待できる。 

セミナーの成果 今回のセミナー（通算第 3 回目）の成果として以下の諸点を指摘す

ることができる。 

第 1は、3ヵ国で進めてきた国際共同研究「発達障害児の親支援のた

めの調査」の本調査に向けて最終的な合意がなされたことである。昨

年度末から先行研究に取り組んできたが、これをふまえ本調査へと進

むことが 3 ヵ国の関係者間で合意された。合意内容は、調査項目およ

び実施方法について、3ヵ国の実情をふまえつつ将来比較研究へと進め

ることについて最終合意がなされた。 

第 2 は、ベトナムで実際に実施されている早期対応のプログラムの

実施について研究交流が深められたことである。ハノイ師範大学、ホ

ープセンターおよび中央幼児師範大学障害児センターで取り組まれて

いる発達診断、個別指導計画、早期対応プログラムの実際を観察・視

察・討論することによって、この分野のベトナムの現状についての理

解が深まったことである。開催地を変えてセミナーを実施する意義の

一つがここにあるといえる。また、現場の教師や専門家との研究交流

も貴重な機会となった。 

第 3は、国際共同研究や国際会議に接する機会の少ないベトナム（ハ

ノイ師範大学、中央幼児師範大学および関係機関）の若手研究者やス

タッフがセミナーに多数参加してきたことである。また遠くホーチミ

ン市からの参加者が 10 名近くあったことも特筆すべきことである。ハ

ノイ師範大学の若手スタッフは準備および当日への参加を通じて、セ

ミナー参加者との国際交流が進み、ネットワーク形成の基盤づくりに

役だったといえる。 

また、ベトナム国内の事情であるが、セミナーの開催を契機にハノ

イ師範大学と実践現場との実践研究交流が進み、ベトナム国内での発

達障害児・者関係のネットワーク形成を進んだことも大きな成果の一

つである。これが将来への足がかりとなってベトナム国内での発達障
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害児研究のネットワークへと発展していくことが期待される。 

セミナーの運営組

織 

シンポジウム事務局は立命館大学を主体とし、開催地であるハノイ師

範大内にも事務局を発足させる。現地での準備・運営にあたっては、

日本側事務局と連携する。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 参加者旅費等       金額 1,338,844 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・アフリカ学術基盤形成事業 第 4

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 4th 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 11 月 16 日 ～ 平成 21 年 11 月 19 日（4日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）ベトナム社会主義共和国、ハノイ市、ハノイ師範大学 

（英文）Vietnum, Hanoi, Hanoi University of Education 

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）Nguyen Thi Hoang Yen・ハノイ師範大学障害児教育学
科・学科長兼障害児教育センター長 

（中国）黄辛隠・蘇州大学教育学院・教授 

 

 

 

 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ベトナム） 

日本 

<人/人日> 

A. 5/31

B. 

C. 1/4

ベトナム 

<人/人日> 

A. 4/20

B. 

C. 14/56

中国 

<人/人日> 

A. 3/15

B. 

C. 

合計 

<人/人日> 

A. 12/66

B. 

C. 15/60
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A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 

 

セミナー開催の目

的 

第 4 回セミナーの目的は、第 3 回セミナーの実績を踏まえて、先行

研究から本研究へと進むための合意形成と具体化をはかることであ

る。すなわち①各国固有の独自の調査項目と３ヵ国共通の調査項目を

区別すること、②個別ケースについてインタビュー調査による質的研

究を進め、国際比較研究の進め方や方法論についての合意を形成する

ことである。併せて、プログラム開発に向けて発達障害や治療教育の

概念の各国間の共通理解を進める、国際動向の共有化を図っていくこ

とである。 

セミナーの成果 「発達障害児の親支援のための調査」のデータ収集の目標は各国 200

名としていたが、ほぼ目標数のデータを得ることができた。ベトナム

は 150名のデータ数にとどまったが 12月末までにさらに 100名程度増

やすことが表明された。今回は単純集計結果を中心に紹介し合ったが、

さらに要因分析を進めていく必要があることが確認された。分析方法

を一致させる必要があることからセミナーでの討議の結果をとりまと

め、後日各国と引き続き検討することとなった。 

「発達障害児の早期発見・早期対応プログラム開発」の実情に関して

はベトナムでの取り組みが中心に報告された。特に今回焦点を「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」においたた

めに、かみ合った議論を展開することができた。今回報告はなかった

がホーチミン市からのメンバーも高い関心をもつ積極的な発言がなさ

れた。また、日本からの事例研究（1事例、自閉症スペクトラム）は理

論的によく整理されており、観察はビデオによる発表であったために

具体的でわかりやすいものであった。次回はベトナム、中国からの報

告が期待される。 

次回は 2010 年 6 月に第 5回セミナーを中国・上海で実施することが

確認された。上海セミナーでは「発達障害児の親支援のための調査」（本

報告）を中心に行う予定であるが、上海セミナーへのステップとして、

2010 年 3 月に日本発達心理学会全国大会でラウンドテーブルを行い、

調査研究報告を学会でも行うこととなった。 

以上、中間報告がなされ本報告への道筋が明瞭になったこと、治療

教育プログラム開発に関してベトナムからの報告がなされ、研究交流
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で進展がみられたこと（次年度は、中国を中心に研究交流を進めるつ

もり）、事例研究に関しての共通認識が形成できたことなどが成果とし

て確認された。今回も、3ヵ国から若手の研究者の積極的な参加、発表

があり、国際共同研究の基盤形成が進んできていることが確認できた。

セミナーの運営組

織 

シンポジウム事務局は立命館大学を主体とし、開催地であるハノイ師

範大内にも事務局を発足させる。現地での準備・運営にあたっては、

日本側事務局と連携する。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容   参加者旅費等     金額 1,780,075 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                  

派遣先 

 

派遣元 
日本 

<人／人

日> 

中国 

<人／人

日> 

ベト

ナム 

<人／

人日> 

第 3 国

（オース

トラリ 

ア・シドニ

ー） 

第 3 国 

（アメリ

カ・シカ

ゴ・ロスア

ンジェル

ス） 

 計 

<人／人日

> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  5/30 5/30    10/60 

実績  1/6 (1/7) 1/12  2/18 

(1/7) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/24  4/24    8/48 

実績       

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 6/36 6/36     12/72 

実績  (1/3)  1/6 1/11  2/17 

（1/3）

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/60 11/66 9/54    30/180 

実績 （1/3） 0/0 1/6 1/6 

(1/7) 

2/23  4/35 

（2/10）

② 国内での交流               2/4 (5/15)   人／人日 
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１１．平成２１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 145,740  

外国旅費 3,534,369  

謝金 225,735  

備品・消耗品購入費 125,734  

その他経費 760,046  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

208,376  

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 534,725 11/64(3/12)

第２四半期 1,734,866 1/6(1/7)

第３四半期 2,461,142 8/46(1/4)

第４四半期 269,267 (6/18)

計 5,000,000 20/116(11/41)

 

 


