
様式８ 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２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 拠 点 機 関： ハノイ師範大学 
中 国 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（ 3 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）：（英文） 

Department of Special Education・Dean・Nguyen Xuan Hai 
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 Developmental Delay Children（ヤーディン障

害児学校） 
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（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：Fudan University（復旦大学）、Nanjing Normal University（南京師範大学）、

Beijing Xingxingyu Education Institute（北京星星雨教育研究所）、 
Shanghai Silent Angel Kinder Garden（上海星雨児童康健院）、 
Counseling 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 ヶ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 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、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２２年度研究交流目標 
平成 22 年度は本研究事業の 3 年目（最終年度）になる。今年度の研究目標は以下の通り

である。  
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 ヶ国国際比較研

究）本調査の交流および比較研究を進めると同時に報告書の作成を進める。本調査はアン

ケート調査に加えてケーススタディ調査を進め、親のニーズの実態把握につとめる。また、

研究成果の公表についてその方法や発表学会等について協議する。 
共同研究を進めて、若手研究者の人材育成、研究ネットワークの構築を進めていく。ま

た、若手研究者の研究成果発表の機会を設け東アジア地域での研究交流を活発化させる。 
 
② セミナー 
平成 22 年度は、第 5 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 5 月 31 日から 4 日の予定で復旦大学（中国・上海市）で実施する。また、

第 6 回を 11 月 3 日～6 日の予定で、南京師範大学（中国・南京市）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 ヶ国の比較）

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」および「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」についての実情の研究の交流を進める。 
セミナーのテーマは、「東アジアの発達障害児の親のニーズと治療教育プログラム開発」

を予定している。 
 
③ その他の活動 

2010 年 5 月 20 日～22 日に開催される IMFAR・2010（第 9 回国際自閉症会議・アメリ

カ・フィラデルフィア）に参加し動向調査と研究交流をはかり、東アジア地域の発達障害

児研究および支援の実情についての相対的位置を明らかにする。 
上記セミナーに加え国際共同研究およびセミナーの打ち合わせのために中国、ベトナム、

日本を相互に訪問し、研究交流を進める。また共同して研究発表することをとおして東ア

ジア地域の研究ネットワーク形成を進める。 
 

７．平成２２年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

これまで 3 カ年にわたってセミナー、ワークショップを開催してきた。今年度は中国の

上海市および南京市で開催した。中国の研究ネットワークを生かした交流ができた。特に、

中国側メンバーである復旦大学、蘇州大学、上海師範大学、南京大学の連携が進み開催成

功の大きな要因となった。また、セミナー、ワークショップの開催と平行してベトナム側

メンバー（ハノイ師範大学、ホーチミン市師範大学、ホーチミン市国家大学）と蘇州大学

との交流など 2 カ国間での交流も進んだ。 
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共同研究として取り組んできた「発達障害児の親支援のための調査」（3 ヶ国国際比較研

究）は最終年度をむかえ調査の共通項目の研究結果を持ち寄りワークショップ等で研究成

果の発表と交流をおこなった。全体調査と併せて各国からケーススタディの報告もおこな

ってもらった。今後、この成果を国際的学会や関係機関に発信していくための方策につい

ても協議した。 
 
７－２ 学術面の成果 
平成 22 年度は、中国の上海市および南京市でのシンポジウムおよびワークショップを実

施した。全体としては第 5 回目および第 6 回目となる。 
第 5 回は「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」

として、5 月 31 日から 4 日間、上海市・復旦大学（中国・上海市）を主会場に開催した。 
会場校の復旦大学および関連大学・施設（華東師範大学、上海師範大学、上海市、江陰市

などの福祉、教育、医療、行政関係者など）が約 100 名参加した。また、蘇州大学から若

手研究者および大学院生が約 30 名参加した。全体の参加者は、合計約 150 名（関係者約

20 名を含め）であった。蘇州大学、復旦大学、上海師範大学などセミナー登録メンバーの

他に華東師範大学など関連大学からの参加もあり研究基盤を一回り広げることができた。 
内容としては、中国での発達障害児の実態と研究の最前線で取り組んでいる研究者 3 名

から報告があった。中国・上海市での急速な発展状況を共通認識とすることができた。 
日本、ベトナムからの各国報告および国際共同研究「発達障害児の親支援のための調査」

（3 ヶ国国際比較研究）の中間報告をおこなった。 
第 6 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、

南京市・南京師範大学でおこなわれた。南京市内の大学、障害児教育の学校・センター、

児童病院・リハビリテーション病院、父母、その他の関係者など約 200 名がセミナー（公

開）、ワークショップに参加した。南京師範大学の他にカウンターパート先である蘇州大学

および前回会場校であった復旦大学からも若手研究者および大学院生が参加した。 
3 ヶ国の研究者、院生が参加し、この間取り組んできた国際共同研究の成果の報告をおこ

ない、その成果を共有し合うことができた。各国の研究成果はそれぞれの国の研究チーム

で行うこととし、どこでどのような形で研究成果を公表したかを連絡し合うこととした。 
3 カ年の研究成果報告として平成 22 年度 3 月に『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』（平成 20 年度～22 年度 最終研究報告書）をと

りまとめた。本報告書は日本語ベースで刊行されており、別途英語版の刊行を考えていき

たい。 
 
７－３ 若手研究者養成 
若手研究者の交流という点では、第 5 回セミナーには中国側は復旦大学、蘇州大学、南

京師範大学等から若手研究者および大学院生約 30 名が参加、ベトナム側は 2 名、日本側は

4 名が参加した。また、第 6 回セミナーでは、中国側から南京師範大学の若手研究者および
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大学院生が約 15 名、復旦大学 1 名、蘇州大学から 3 名、合計 19 名が参加、ベトナム側は

1 名、日本側は 2 名の参加であった。セミナーおよびワークショップへの参加、研究発表も

積極的におこなわれ、活発な交流が実現した。 
また、共同研究を進める段階から、日常的な打ち合わせ等が活発におこなわれた。若手

研究者の人材育成、研究ネットワークの基礎が構築されたといえる。将来にわたっての継

続的な東アジア地域での研究交流が期待できる。 
 
７－４ 社会貢献 
平成 22 年度は中国での開催であったが、第 5 回セミナー（公開）では上海市、蘇州市、

江陰市などから福祉、教育、医療、行政関係者、父母の参加もあり活発なセミナーとなっ

た。またマスコミにも取り上げられ、新聞・テレビで報道された。公開セミナーの参加者

は約 150 名であった。第 6 回セミナー（公開）では、南京市内の大学、障害児教育の学校・

センター、児童病院・リハビリテーション病院、父母、その他の関係者など約 200 名が参

加した。前回に引き続き江陰市からの参加者もあった。中国では、発達障害の分野はトピ

ックスとなってきており、一般市民の関心も高い。 
国際共同研究「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」は日本、中国、ベトナムの施設、学校で実施されたが、研究成果報告のかたちで

協力してくれた施設、学校、関係者にもフィードバックを行ってきた。この点でも社会貢

献ができたと考えている。今後さらに研究成果の公表を進めていきたい。 
 
７－５ 今後の課題・問題点 
本年度で 3 カ年の国際共同研究は終了するが、事例研究などの成果と重ね合わせて、今

後も研究ネットワークを維持していくことで関係者の合意が得られている。国際学会での

発表や英文報告書の作成など 3 カ年の期間内に実現できなかったことを課題としながら、

今後も研究交流を図っていきたい。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数  14  本  
   うち、相手国参加研究者との共著  2 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  8 本 
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８．平成２２年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

2010 年 9 月 18 日～20 日に開催された日本特殊教育学会にて、シンポジウム「東アジア

圏の自閉症発達支援をめぐる課題と国際教育協力」においてベトナム教育科学院 Nguyen 
Thi Hoang Yen 副所長と共同で「ベトナムの自閉症教育の現状と求められる国際協力」

（ Present status of special education for children with autism and required 
international cooperation in Vietnam）の報告をおこなった。 
 なお、英文で中国の自閉症の現状と課題を、また日本における自閉症の治療教育の変遷

過程を紹介した。 
2011 年 3 月には、アジア・アフリカ学術基盤形成事業（日本学術振興会）の最終年度に

あたるため「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」の報告書をまとめた。 
 

８－２ セミナー 
今年度は、中国の上海市および南京市でのシンポジウムおよびワークショップを実施し

た（第 5 回および第 6 回セミナー）。 
第 5 回セミナーは、5 月 31 日から 4 日間、上海市・復旦大学（中国・上海市）を主会場

として開催された。中国での発達障害児の実態と研究の最前線で取り組んでいる研究者 3
名から報告があった。日本、ベトナムからの各国報告および国際共同研究「発達障害児の

親支援のための調査」（3 ヶ国の国際比較研究）の中間報告をおこなわれた。 
第 6 回セミナーは、南京市・南京師範大学でおこなわれた。この間取り組んできた国際

共同研究の成果の報告をおこない、その成果を共有し合うことができた。各国の研究成果

はそれぞれの国の研究チームでおこなうことし、どこでどのような形で研究成果を公表し

たかを連絡し合うこととした。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
2010 年 5 月 20 日～22 日に開催された「IMFAR 2010（第 9 回国際自閉症会議・アメ

リカ・フィラデルフィア）」に参加し、欧米での最新の発達障害児研究の動向調査をおこな

った。また、セミナーおよび国際共同研究および成果の公表の打ち合わせのために中国、

ベトナム、日本を相互に訪問し、研究交流を進めた。 
また、共同研究として取り組んできた「発達障害児の親支援のための調査」（3 ヶ国国際

比較研究）、日本側独自の発表を、2010 年 5 月 22 日～23 日に開催された日本保育学会第

63 回大会（松山東雲女子大学・松山東雲短期大学）でおこなった。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・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>

中国 

<人／人日>

ベトナム

<人／人日>

第 3 国 

（米国） 

<人／人日> 

合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  10/60 
（4/18）

2/12 1/5 13/77 
（4/18） 

実績 10/56 
（4/28）

2/8 
（4/42）

1/5 13/69 
（8/70） 

中国 

<人／人日> 

実施計画  
（2/12）

    
（2/12） 

実績 

 

 
（1/14）

   
（1/14） 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画  
（2/12）

7/52  1/7 8/59 
（2/12） 

実績  
（1/5） 

10/66 1/7 11/73 
（1/5） 

第 3国 

（米国） 

<人／人日> 

実施計画 

 

     

実績 

 

    

合計 

<人／人日> 

実施計画  
（4/24）

17/112 
（4/18）

2/12 2/12 21/136 
（8/42） 

実績  
（2/19）

20/122 
（4/28）

2/8 
（4/42）

2/12 24/142 
（10/89） 

 

※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。） 

※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 

   4／8   <人／人日> 4／10（10/20）<人／人日> 
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１０．平成２２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）発達障害児の親のニーズおよび支援のための調査研究 

（英文）An research on the family needs and support of a child with 
developmental disorder 

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開発・ 
訓練センター・所長・准教授、 

（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

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 中国 ベトナム 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  0/0 0/0 0/0 
実績 0/0 0/0 0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 0/0 
実績 0/0 0/0 0/0 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 
実績 （1/5） 0/0 （1/5） 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 
実績 （1/5） 0/0 0/0 （1/5） 

② 国内での交流       （4/12） 
２２年度の研

究交流活動 

平成 22 年度は最終年度になる。国際共同研究「発達障害児の親支援のた

めの調査」の調査結果を、報告書「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」にまとめることを目標とした。

研究成果の報告、分析・検討、執筆の各段階をふまえて幅広い研究交流を

はかった。特に、本調査と併行しておこなった LIM（life line method）の

手法を取り入れた事例研究についても事例を持ち寄り、比較研究を行った。

今後の国際共同研究の進め方、2 国間および 3 ヶ国間研究交流（日本-中
国-ベトナム、日本-中国、日本-ベトナム、中国-ベトナム）の進め方、国際

学会での発表に向けて協議を行った。 
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研究交流活動

成果 

2010 年 9 月 18 日～20 日に開催された日本特殊教育学会にて、シンポジ

ウム「東アジア圏の自閉症発達支援をめぐる課題と国際教育協力」におい

てベトナム教育科学院 Nguyen Thi Hoang Yen 副所長と共同で「ベトナム

の自閉症教育の現状と求められる国際協力」（Present status of special 
education for children with autism and required international 
cooperation in Vietnam）の報告をおこなった。 
 なお、英文で中国の自閉症の現状と課題を、また日本における自閉症の

治療教育の変遷過程を紹介した。 
上記に加え、国際共同研究およびセミナーの打ち合わせのために中国、

ベトナム、日本を相互に訪問し、研究交流を進めた。 
これらによって東アジア地域の研究交流が進み、研究基盤のネットワー

ク形成が進んだ。 
 なお、2010 年 4 月には、中国の自閉症の現状と課題について、また

2011年3月には日本における自閉症の治療教育の変遷過程を英文で紹介し

た。 
2011 年 3 月には最終年度の成果として、国際共同研究「発達障害児の親

支援のための調査」の調査結果を、報告書「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」としてまとめ出版した。

これらを各国の関係者に配布すると同時に研究成果の普及・交流に取り組

んだ。本調査と併行しておこなった事例研究の一部を紹介されている。 

日本側参加者数  

25 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

ベトナム側参加者数 

22 名 （１３－２ ベトナム側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

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

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 5 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 5th 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 22 年 5 月 31 日 ～ 平成 22 年 6 月 3 日（ 4 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国上海市、復旦大学 
（英文）Shanghai China，Fudan University 

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) 

(中国）黄辛隠・蘇州大学教育学部・教授 
(ベトナム国)Nguyen Thi Hoang Yen・ベトナム教育学院・副所長

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 中国 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 5/30
B. 
C. 2/12

 
中国 

<人／人日> 

A. 2/10
B. 
C. 5/25

 
ベトナム 

<人／人日> 

A. 5/38
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 12/78
B. 
C. 7/37

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。） 
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セミナー開催の 
目的 

第 5 回セミナー（上海市、復旦大学）は中国で開催を予定している 2
回のセミナーのうちの最初のセミナーである（本事業通算 5 回目）。今

回のセミナーは１つのセミナーと１つのワークショップで構成され

る。 
セミナーは、中国での発達障害児研究の実情把握と交流およびこの

間取り組んできた国際共同研究の中間報告の２つのパートからなって

いる。パート１では、上海市および北京市で実際に取り組まれている

発達障害児への支援および個別指導計画作成についての理論と実際に

ついて報告を受け研究交流する。パート２では、親のニーズ調査（本

調査）の中間報告を受け検討する。 
また、セミナーの他にワークショップを開催する。ワークショップは

２つのパートで構成される。ワークショップⅠでは、国際共同研究「発

達障害児の親支援のための調査」（3 ヶ国の先行研究）の報告書の作成

および研究成果の公表について協議する。また、調査研究と発展させ

るためにインタビューによる聞き取り調査を行うがその研究方法の提

案をおこなう（日本が予備調査結果を報告する）。ワークショップⅡで

は、上海市で取り組まれている治療教育プログラムおよび学校教育の

実情視察を中心に研究交流を進める。 
セミナーの成果 セミナーは、復旦大学を会場におこなわれたが、カウンターパート先

である蘇州大学から若手研究者および大学院生が約 30 名参加した。ま

た、会場校の復旦大学および関連大学・施設（華東師範大学、上海師

範大学、上海市、江陰市などの福祉、教育、医療、行政関係者など）

が約 100 名参加した。全体の参加者は、合計約 150 名（関係者約 20
名を含め）であった。 
セミナー前半（パート１）では、今回初めて中国でセミナーを開催す

る意義についての理解を広げることができた。また、蘇州大学、復旦

大学、上海師範大学などセミナー登録メンバーの他に華東師範大学な

ど関連大学からの参加もありネットワークを一回り広げることができ

た。 
セミナーの内容としては、中国での発達障害児の実態と研究の実情を

理解する上で、実際に治療教育の最前線で取り組んでいる 3 名の報告

者からの発表があったことは有意義であった。特に近年の中国で、こ

の分野でのめざましい発展を遂げている様子をうかがうことができ

た。 
セミナー後半（パート２）では、上海市以外の中国（北京市）、日本、

ベトナムからそれぞれ報告がなされた。後半の発表においては、国際
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共同研究「発達障害児の親支援のための調査」（3 ヶ国の国際比較研究）

の内容に沿って報告が準備された。具体的には、親のニーズ（中国）、

デイケヤーセンター（サービス）の役割とその発展の現状（ベトナム）、

国際共同研究の中間報告（発表者：竹内謙彰教授）の 3 つの報告がな

された。研究成果を広く市民・関係者に還元する機会となった。 
ワークショップに関しては、ワークショップⅠ（学校見学：障害児の

ための職業学校）、ワークショップⅡ（「国際共同研究調査結果－中間

報告－」の発表と今後の方向性に関する検討、ワークショップⅢ（ケ

ーススタディ：各国から 3 事例を報告）をおこなった。ワークショッ

プは市民・専門家には公開せず、セミナーメンバーおよび立命館大学、

蘇州大学、復旦大学の院生およびスタッフが参加した。参加者は、20
名（延べ人数）であった。若手の研究者および大学院生が参加者の半

数を占め、研究交流上大きな意義があった。内容は、これまでの研究

成果を踏まえつつ、事例研究の必要性、3 ヶ国比較の統計的妥当性の検

証、次回セミナー（南京師範大学で開催予定）の打ち合わせをおこな

った。また、ワークショップ終了後、中国蘇州大学のメンバーとベト

ナムのメンバーとの研究交流がおこなわれた。今後さらに幅広い緊密

なネットワークの形成が期待される。 
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、開催地である復旦大学

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            
金額 ￥1,396,060 

中国側 内容 広報、資料印刷、翻訳、通訳の経費 
    金額  ￥390,000    

ベトナム側 内容               
金額 ￥0 
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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 6 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 6th 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 22 年 11 月 6 日 ～ 平成 22 年 11 月 9 日（4 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国南京市、南京師範大学 
（英文）Nanjing China，Nanjing Normal University 

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) 

(中国）黄辛隠・蘇州大学教育学部・教授 
(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 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 中国 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 5/26
B. 
C. 

 
中国 

<人／人日> 

A. 5/18
B. 
C. 1/5

 
ベトナム 

<人／人日> 

A. 5/28
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A.  15/72
B. 
C. 1/5

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。） 
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セミナー開催の 
目的 

第 6 回セミナーは中国で開催を予定している 2 回目のセミナーであ

ると同時に本事業の最終セミナーでもある。この点に留意してセミナ

ーを計画する。今回のセミナーは前回同様１つのセミナーと 1 つのワ

ークショップで構成される。 
セミナーでは、中国・南京市での発達障害児研究の交流とこの間取

り組んできた国際共同研究の最終報告の 2つのパートからなっている。

パート 1、南京市で実際に取り組まれている発達障害児への支援および

個別指導計画作成についての理論と実際について報告を受け検討す

る。パート 2 では親のニーズ調査（本調査）の最終報告を受け検討し、

3 ヶ国間の比較研究をめざす。また、セミナーの他にワークショップを

開催する。ワークショップは 2 つで構成される。ワークショップⅠで

は、前回に引き続き国際共同研究「発達障害児の親支援のための調査」

（3 ヶ国の先行研究）の報告書の作成および研究成果の公表について協

議する。ワークショップⅡでは、南京市で取り組まれている治療教育

プログラムの実情視察を中心に研究交流を進める。 
セミナーの成果 今回のセミナーは、南京師範大学のゲストハウス（公開セミナー）

および教育科学院のセミナー室（ワークショップ）を会場におこなわ

れた。中国側からは、会場提供校の南京師範大学の他にカウンターパ

ート先である蘇州大学および前回会場校であった復旦大学からも若手

研究者および大学院生が参加した。また、南京市内の大学、障害児教

育の学校・センター、児童病院・リハビリテーション病院、父母、そ

の他の関係者など約 200 名がセミナー（公開）、ワークショップ（非公

開）に参加した。 
ワークショップ１では、3 ヶ国の研究者、院生が参加しこの間取り組

んできた国際共同研究の成果の報告をおこない、その成果を共有し合

うことができた。各国の研究成果報告はそれぞれの国の研究チームで

おこなうことし、どこでどのような形で研究成果を公表（報告）した

かを連絡し合うこととした。3 ヶ国の国際比較研究は日本の研究チーム

でおこなうこととし、日本語および英語で最終報告書を作成すること

を確認し合った。今後、国際学会での発表に向けて検討していくこと

になった。 
ワークショップ 2 では、南京市明心児童療育センターを訪問して実

践・研究の交流を深め合うことができた。特に、センターが設立され

てから現在までの 5 年間のめざましい発展の経過が報告され、中国の

障害児の早期療育分野でのめざましい発展の様子を知ることができ

た。また、南京市明心児童療育センターと南京師範大学との間で実践・

研究の連携が進められているが、大学の地域貢献の重要について意見
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交換がなされた。訪問と意見交換を通じて中国の大都市部での発達障

害児の早期療育プログラムの実際を理解することができた。 
公開セミナーには、国際共同研究のメンバーの他に南京市をはじめ

上海市、蘇州市、北京市など中国各地からの参加者があった。中国・

南京市は中国で最初の自閉症の事例報告のあった都市として有名で、

参加者の期待の大きさをうかがわせた。報告は、南京市で発達障害児

の実態と研究に関する報告（2 本）、ベトナムの発達障害児の早期発見・

早期教育の現状（1 本）、中国における発達障害者施策の現状と課題（1
本）、親のニーズに関する国際共同研究の成果と課題：3 ヶ国の比較研

究（1 本）の報告がなされた。なお、セミナーの第一報告として、これ

まで 5 回にわたって開催されてきた各国でのセミナーの成果の紹介お

よび東アジア地域での発達障害児の治療教育プログラム開発の基本的

視点に関する基調講演（1 本）がおこなわれた。 
今回のセミナー・ワークショップの成果としては、第一に国際共同

研究の研究成果を広く南京市の市民・関係者および関連大学の研究者

（多数の若手研究者および院生の参加があった）に知らせる機会とな

った点。第二は、発達障害児の実践・教育の中国の先進地域である南

京市での取り組みを 3 ヶ国および北京・上海・南京など中国国内の地

域レベルで交流することができた点、第三は、3 年間のプロジェクトを

計画通りに進めることができ、その成果を 3 ヶ国で相互に共有し合え、

総合的に検討する機会がえられた点、第四は、この 3 年間でこの分野

の研究基盤づくりが進んだ点である。 
これらを共通理解にしつつ東アジアでの発達障害児の研究ネットワ

ークを今後どのように発展させていくかについて意見交換がおこなえ

たことは全体の成果といえる。また若手研究者の積極的交流および国

際学会での発表の機会の保障をどのように実現していくかについても

意見交換をおこなったが今後の継続が期待される点として検討してい

きたい。なお、今年度中に国際共同研究の研究成果報告をおこなう予

定である。また来年度、国際学会での発表などの機会を通じて、本国

際共同研究の成果を世界および東アジアに発信していきたい。  
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、開催地である復旦大学

内にも事務局を発足させた。現地での準備・運営にあたっては、日本

側事務局と連携した。 
開催経

費分担

内容と

金額 

日本側 内容  参加者旅費           金額 ￥1,472,850 
中国側 内容 広報、資料印刷、翻訳、通訳の経費 金額  ￥55,200 

ベトナム側 内容                  金額    ￥0 
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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 

（米国） 

<人／人日> 

計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/12 
 

2/12 1/5 5/29 

実績  
（2/16） 

2/8 
（4/42）

1/5 3/13 
（6/58）

中国 

<人／人日> 

実施計画  
（2/12） 

    
（2/12）

実績 

 

 
（1/14） 

   
（1/14）

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画  
（2/12） 

  1/7 1/7 
（2/12）

実績 

 

   1/7 1/7 

第 3国 

（米国） 

<人／人日> 

実施計画  
 

    

実績  
 

   

合計 

<人／人日> 

実施計画  
（4/24） 

2/12 2/12 2/12 6/36 
（4/24）

実績  
（1/14） 

 
（2/16） 

2/8 
（4/42）

2/12 4/20 
（7/72）

②  国内での交流       4/10（6/8） 人／人日 
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所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先

（国・都市・機関）
派遣時期 用務・目的等 

立命館大学産業社

会学部・教授 

荒木 穂積 

ベトナム・ 

ハノイ師範大

学 

2010 年 
4 月 8 日～ 
4 月 12 日 

第 5 回セミナーについての打合せ 

立命館大学産業社

会学部・教授 

荒木 穂積 

アメリカ合衆

国・フィラデ

ルフィア市 

2010 年 
5 月 19 日～

5 月 23 日 

第 9 回国際自閉症研究会議

（IMFAR2010:International Meeting 
for Autism Research）に参加 

立命館大学産業社

会学部・教授 

荒木 穂積 

ベトナム・ 

ハノイ師範大

学 

2010 年 
12月 27日～

12 月 30 日 

研究者交流 

ハノイ師範大学障

害児教育開発・訓

練センター・所

長・准教授Nguyen 
Thi Hoang Yen 

アメリカ合衆

国・ 
フィラデルフ

ィア市 

2010 年 
5 月 15 日～

5 月 21 日 

第 9 回国際自閉症研究会議

（IMFAR2010:International Meeting 
for Autism Research）に参加 

立命館大学産業社

会学部・教授 
竹内 謙彰 

愛媛県松山市 

松山東雲女子

大学・松山東

雲短期大学 

2010 年 
5 月 21 日～

5 月 23 日 

日本保育学会第 63 回大会出席・研究 
発表 

立命館大学社会学

研究科後期課程院

生 
前田 明日香 

愛媛県松山市 

松山東雲女子

大学・松山東

雲短期大学 

2010 年 
5 月 21 日～

5 月 23 日 

日本保育学会第 63 回大会出席・研究 
発表 

立命館大学社会学

研究科後期課程院

生 
荒井 庸子 

愛媛県松山市 

松山東雲女子

大学・松山東

雲短期大学 

2010 年 
5 月 22 日～

5 月 23 日 

日本保育学会第 63 回大会出席・研究 
発表 

奈良教育大学教育

学部 
井上 洋平 

愛媛県松山市 

松山東雲女子

大学・松山東

雲短期大学 

2010 年 
5 月 22 日～

5 月 23 日 

日本保育学会第 63 回大会出席・研究 
発表 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 203,920  

外国旅費 3,661,510  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 307,567  

その他経費 638,534  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

188,469  

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 1,797,978 17/95（2/12） 

第２四半期 792,140 0/0（8/43） 

第３四半期 1,623,854 11/57（2/2） 

第４四半期 786,028 0/0（8/52） 

計 5,000,000 28/152（20/109） 

 


