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抄録 
　本研究では、就学支援等を含む特別支援教育の観点から沖縄県内における特別な支援を要する子どもの早期発

見・早期支援に関わる方法論的研究を行う。本稿ではその第一段階として、沖縄県内で用いられている各市町村

の児童票を可能な限り収集し、積極的に発達評価ツールとして活用することを目的として詳細に比較・検討した。

得られた所見に基づいて、保育士が子どもの発達段階を評価することができるアセスメントツール作成に向けた

児童票の再編成と統一を試みた。収集した児童票は、沖縄県内全 41 市町村のうち 23 市町村あり、そのうち評

価項目のあった児童票 16 市町村分を基礎資料として検討を加えた。基礎資料となった 0 ～ 5 歳児までの総評価

項目 4,709 項目について、まず共通項目の抽出と類似項目のカテゴライズを行った。カテゴライズされた評価項

目について現職保育士６名とともにさらに詳細に検討し、遠城寺式の発達段階等とも照合しながら最終的に 210
項目まで絞り込みを行った。次に児童票を積極的に発達評価ツールとして活用するために先の 210 項目を年齢毎

に再編成し、沖縄県児童票スタンダード版「ひまわり」と名付けた。それぞれの市町村規模でひまわりの活用・

共有ができれば、幼稚園への移行だけでなく子どもが小学校へ移行する際の支援、すなわち子どものより客観的

な就学支援につながることが期待できる。

Ⅰ　はじめに

１．障害の早期発見・早期支援と乳幼児健診

近年、少子化にも関わらず特別支援学校や特別支援学級に在籍している幼児児童生徒が増加す

る傾向にあり、通級による指導を受けている児童生徒も同様に平成 5 年度の制度開始以降増加

してきている。平成 24 年に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性の

ある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」において、学習障害（LD）、注意欠

如／多動性障害（AD/HD）、高機能自閉症等、学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする

児童生徒数が、通常の学級において約 6.5％程度の割合で在籍しているとされている。ただし、

この調査については、担任教員等が記入し、特別支援教育コーディネーターまたは教頭（副校長）

による確認を経て提出した回答に基づくものであるため、その全てが発達障害の専門家による判

断や、医師の診断によるものではない 12)。しかし、通常の学級において特別な支援を必要とし

ている子どもが少なからずいることは事実であり、個々の子どもの教育的ニーズに応じた対応が

急務とされている。

ここで仮に、小学校入学前すなわち就学時における段階で、個々の子どもにどのような教育的

なニーズがあるのかについて事前に把握しておくことができれば、その後の学齢期において、効
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果的な支援をより早く行うことが可能となる。ここで、就学前の乳幼児期は基本的生活習慣の確

立、知的発達、運動と情緒の発達、社会性の発達など、人間の成長過程のなかでもっとも重要な

時期であるといわれ、この時期における対応がその後の成長に大きな影響を与えるとされてい

る 7)。喜多（1990）は、乳幼児の障害（疑いを含む）を早期に発見し療育することは、生涯にお

ける障害の予防、治療、教育、生活自立と社会参加の促進にとって、必要不可欠な方法であると

述べており 8)、今日において、子どもの健全な発達を促進するための子育て支援の充実は、母子

保健においてもっとも重要な課題の一つであるとされている。中でも、発達障害のある子どもや

不適切な養育環境にある子どもを早期に発見して支援を開始することは、子どもの健やかな成長

のために極めて重要であり、その目的で乳幼児健康診査が果たす役割は特に大きいとされている
14)。

２．子どもの発達評価のためのアセスメントツール

上述した乳幼児における発達障害等の実態把握に利用される心理学的なアプローチとしての代

表的なものとして、遠城寺（1958）による「遠城寺式乳幼児分析的発達検査法」（以降、「遠城寺式」

とする）がある 1）。これは、0 歳から 4 歳 8 か月までの子どもに対して、移動運動、手の運動、

基本的習慣、対人関係、発語、言語理解といった 6 領域に分けて子どもの発達を評価するもので

ある。一方、上述した乳幼児健診では、保護者への問診と子どもの様子の観察等によってスクリー

ニングを行うことが一般的であり、例えば長野市においては 1 歳６か月児健康診査が発達障害

の早期発見に一定の役割を果たしていることが検証されている 11）。石井ら（2017）によると、3
歳児健診の結果に発達障害の診断名が記載された児もしくはその疑いがあると記載されていた児

の 1 歳半健診時点における結果では、言葉の遅れや指差しができないなどの発達障害に関する特

徴がみられたとされ、加えて、健診場面のみでは判断しきれない食生活などの日常生活の様子を、

問診において留意して確認することの重要性も指摘している 5）。また、石川ら（2007）の研究では、

就学前に発達障害児を早期発見するためのツールとして開発された、5 歳児発達障害スクリーニ

ング質問票の妥当性検証を行っており、専門家と保育者が共通の視点で子どもの発達を見守るた

めのツールとして活用可能であることを示している 6）。さらに、爲川ら（2003）は、障害の早

期発見・対応に対し、重要であるが多くの保護者は発達相談に抵抗感を持つことや、電話相談等

においては子どもの的確な状態を伝達・把握することが困難であることを踏まえて、発達相談の

初期段階における助言を目的としたインターネット環境で利用できる発達と障害のチェックシス

テムを開発し、発達相談の初期段階に対するシステムの有用性を示している 12）。

ここで、子どもの発達評価ツールとして 2005 年より、音楽的活動における歌唱、器楽、身体

表現、鑑賞の 4 領域を通して乳幼児からの子どもの成長・発達を見守る評価ツール「たんぽぽ」

の研究が進められている。このツールは当初、知的障害児の遅れを客観的に把握するために特別

支援学校等で用いることを目的として開発された。しかし、開発過程において保育所に在籍する

500 名以上の子どもを対象に発達の評価を行った結果、発達年齢が生活年齢に追いついていない

子どもやある特定の項目に困難を示す箇所が一部存在することが示され、「たんぽぽ」が知的障

害児のみに限らず、乳幼児期の子どもの発達を評価できるツールとして有用であることが明らか

となった 16）。「たんぽぽ」の大きな特徴のひとつとして、保育士などの専門家以外であっても評

価が可能なように工夫されていることがあげられ、保育者がこれを活用することで、定型発達と

いう観点から子どもの発達を見ることができる。ここでいう定型発達とは、多くの子どもに共通

して見られる発達段階ごとの特性いわゆる一定の法則性のことを示している。これらのことから、

たんぽぽを用いることで就学前であっても現場レベルで子どもの発達を把握することが可能とな

り、ひいては障害の早期発見・早期対応につながることが大いに期待できる。
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３．保育所・園における発達評価の実際
前述したアセスメントツール等を活用した子どもの発達評価の結果は、その後の支援につなげ

るための重要な情報である。可能な限り早期から成人に至るまでの一貫した指導・支援ができる

よう、子どもの成長記録や指導内容等に関する情報を、その扱いに留意しつつ、必要に応じて関

係機関が共有し活用することが重要である。

情報の共有に関しては、平成 29 年告示『保育所保育指針』において、小学校教師との意見交

換や合同の研究の機会などを設け、「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」を共有するなどの

連携を図り、保育所保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めることが記載されている 9）。

しかし、実際は連携そのものについても課題としてあがっているため、情報共有ができていると

は言い切れないのが現状である。また、同指針によると、保育所と小学校の連携を図る際、「子

どもに関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際し、市町村の支援の下

に、子どもの育ちを支えるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること」と義務

付けられている。ここでいう資料とは、子どもの育ちを支えるという目的の下、各保育所等で用

いられており、各子どもの入所に関する記録や保育に関する記録、子どもの育ちに関わる事項等

が記載されている「保育所児童保育要録」（以下、保育要録とする）を指す。保育要録を保育所

から小学校へ受け渡すことで、保育所での生活を通して子どもが育ってきた過程を振り返り、そ

の姿や発達の状況をとらえることができることから、小学校において子どもの育ちを支え、子ど

もの理解の助けとなることが期待されている 10）。ここで、保育要録の作成は、保育における養

護及び教育に関わる 5 領域の視点を踏まえて記載するなど、子どもの状況などに応じて柔軟に

行われる。このことはすなわち、保育要録に記載されている保育に関する記録や子どもの育ちに

関わる事項に注目することで、子どもの発達に即した早期からの対応が可能になることを示して

いる。さらにこのことによって、保護者の障害受容をできる限り早い時期から促すことにつなが

ることから、結果的に、小・中学校における特別支援教育についての課題解決に繋がる可能性が

十分にあることを示している。

一方、実際の保育所等においては入園から退園までの一人ひとりの子どもの家庭の状況及び保

育経過（成長過程）を的確に記録し、保管する意味で重要な書類「児童票」を保育士が記録して

いる 3）。児童票は、1 年間の子どもの発達する姿を評価し、次年度の保育の資料となることに加

え、保育者自身の 1 年の保育の総括にもなるとされている。児童票の様式や記録方法については、

文字による記入式、チェック方式など様々であるが、いずれも個人情報が収録される書類である

ことに相違はない。これらを踏まえると、子どもが小学校へ入学する際に送付される保育要録は、

児童票を参考にしながら作成されていると考えられる。さらに、沖縄県内の保育所に限ってみる

と、児童票は主に市町村ごとに作成されているため、幼稚園及び小学校への移行時における要録

作成での記入内容の基準や就学支援の観点が市町村によって異なることも考えられる。

これらのことから本研究では、就学支援等を含む特別支援教育の観点から沖縄県内における特

別な支援を要する子どもの早期発見・早期支援に関わる方法論的研究を行う。その第一段階とし

て、沖縄県内で用いられている各市町村の児童票を可能な限り収集し、詳細に比較・検討するこ

とで保育士が子どもの発達段階を評価することができるアセスメントツール作成に向けた児童票

の再編成と統一化を試みる。

Ⅱ　目的

本研究では、沖縄県内の保育所で用いられている児童票を可能な限り収集し、それぞれ比較検

討していくと同時に児童票の様式や記録方法の異同について詳細な検討を加える。それぞれの児

童票の共通項に着目しながら整理し直したものを「沖縄県児童票スタンダード」とし、子どもの
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発達段階について保育士が現場レベルで評価できるようなアセスメントツールとして再編成す

る。

Ⅲ　方法

１．沖縄県内の保育所における児童票の収集

沖縄県内の各市町村における児童票を可能な限り収集する。ただし、沖縄県宮古島市について

は、児童票の改訂があったため、改訂前に用いられていた児童票と改訂後に用いられている児童

票の二つを別の資料として扱うこととする。沖縄県内の各市町村の児童票収集に当たっては、沖

縄県宮古島市保育士会を通じて沖縄県保育士会に依頼して行った。平成 29 年 6 月の沖縄県保育

士会において、宮古島市支部長から研究の趣旨説明を行い、保育士会の了承を得たうえで、全 6
支部に対して依頼をし、翌月 7 月に宮古島市保育士会を通して実際に児童票を収集した。

２．沖縄県児童票スタンダードの作成過程

2-1．プロトタイプの作成

まず、収集した児童票を評価項目が有るものと無いものに区別する。次に、評価項目のある児

童票を、年齢ごとに分類した後、保育所保育指針に記載されている「健康・人間関係・言葉・表

現・環境」の 5 領域を参考に、各年齢において 5 ～ 6 のカテゴリに分類する。さらに、カテゴ

リに分類したものから、類似項目を集めた大項目ごとに分類をする。そして最終的には、大項目

に分類したものから、酷似した項目や異なった項目を抽出し、各年齢における児童票の評価項目

（小項目）を取捨選択していく。最後に、それぞれの大項目に含まれる項目数について検討する。

まず、本研究において対象となる市町村全体を母数とし、その 8 割以上の市町村で用いられて

いる項目を試みとして抽出したところ、項目数がほぼ無かった。このことを踏まえて、本研究に

おいては試みとして 7 割以上、5 割以上、3 割以上を占める項目を年齢ごとにまとめることとした。

2-2．沖縄県児童票スタンダードの作成

今回作成したスタンダード版はまず沖縄県宮古島市保育所での活用を目指している。このこと

を踏まえスタンダードの作成は、沖縄県宮古島市公立保育所保育士 6 名とともに行った。ここ

では、保育士の意見を参考に 7 割以上・5 割以上のプロトタイプにおける項目も 3 割以上のプロ

トタイプの中に含まれていることや実際に評価をする際に発達段階において欠けている項目が出

ないよう、3 割以上のプロトタイプを用いることとした。その際、0 歳児から 4 歳児までは、遠

城寺式における発達検査表との照合を行い、発達段階と各年齢における小項目に大きな偏移がな

いことを確認しながら検討を進めた。

Ⅳ　結果

１．児童票の収集結果

収集した児童票は、沖縄県内全 41 市町村のうち 23 市町村であった。そのうち、15 市町村に

おいては評価項目のある児童票を用いて評価を行っており、7 市町村については評価項目が無く

子どもの発達や様子について保育観察を通して保育士が記述する方式で用いられていた。残りの

1 市町村の児童票においては、評価項目はないが評価規準が記されておりそれに基づいて評価を

行っていた。また評価項目のある児童票は収集した児童票全 23 市町村のうち、15 市町村であっ

た。前述したように、宮古島市においては二つの児童票を用いることとしたため、収集できた児

童票の数は延べ 16 市町村であった。本研究においては、これら評価項目の有る児童票を基礎資

料として分析を進めた。評価項目の有る児童票を用いていた 16 市町村のうち、0 歳児の評価項
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目を取り扱っていたのは 14 市町村、1 歳児と 2 歳児は 15 市町村、3 歳児と 4 歳児は 16 市町村、

5 歳児は 10 市町村であった。また、16 市町村分の 0 ～ 5 歳児までの評価項目の総数は全 4,709
項目であった。そのうち、0 歳児が 765 項目、1 歳児が 809 項目、2 歳児が 922 項目、3 歳児が

826 項目、4 歳児が 914 項目、5 歳児が 473 項目であった。これを割合にすると、評価項目の総

数に対して 0 歳児が 16％、1 歳児が 17％、2 歳児が 20％、3 歳児が 18％、4 歳児が 19％、5 歳

児が 10％となった。

２．沖縄県児童票スタンダードの作成過程

2-1．プロトタイプ作成のための項目分類

カテゴリについては、先に述べたように、保育所保育指針における 5 領域「健康」「人間関係」

「言葉」「表現」「環境」をもとに分類した（表）。

0 歳児においては、5 領域の中の「健康」に関連する評価項目が多いことから、カテゴリでは

さらに「基本的生活習慣」と「運動・身体的発達」に細分類することとし、「人間関係」を「人

間関係・精神的発達」とした。したがって、0 歳児のカテゴリは、「基本的生活習慣」「運動・身

体的発達」「人間関係・精神的発達」「言葉」「表現」「環境」の 6 つとなった。1 歳児と 2 歳児に

おいては、0 歳児と同様に 5 領域の中の「健康」に関連する評価項目が多いことからカテゴリで

は「基本的生活習慣」と「運動・あそび」に分けた。したがって、1 歳児と 2 歳児のカテゴリは、

「基本的生活習慣」「運動・あそび」「人間関係」「言葉」「表現」「環境」の 6 つとなった。3 歳児

以降は、もとの「健康」「人間関係」「言葉」「表現」「環境」の 5 領域に則って分類を行った。

さらに大項目の分類については、0 歳児から 2 歳児までにおいて、「基本的生活習慣」では、食事、

排泄、睡眠、着脱、清潔、安全の 6 つを大項目として分類した。「運動・身体的発達（・あそび）」

では、手指、全身運動、あそびの３つを大項目として分類した。「人間関係（・精神的発達）」では、

充実感、愛情・信頼感、態度の３つを大項目として分類した。「言葉」では、発声、行動、理解

表　7 つのカテゴリと各々に含まれる大項目

*0-2 歳児は合計 6 カテゴリ、3-5 歳児は合計 5 カテゴリにそれぞれ分類
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の 3 つを大項目として分類した。「表現」では、音楽・リズム、描画の 2 つを大項目として分類

した。「環境」については、動植物（自然系）、判断・区別、行事の 3 つを大項目として分類した。

3 歳児以降については、上述したように「基本的生活習慣」と「運動・身体的発達」を併せて保

育 5 領域本来の「健康」としてまとめた。

大項目の分類後、各市町村に共通する評価項目（以下、小項目とする）を抽出した。抽出条件

については先に述べたように、大項目ごとの市町村全体を母数とした際の 7 割以上、5 割以上、

3 割以上で行った。そのためにまず、0 歳児から 5 歳児までの児童票について、各年齢、各カテ

ゴリ、大項目、小項目へと段階を踏み項目を取捨選択した。項目数に関して、7 割以上ではどの

年齢においてもおよそ 20 ～ 30 項目あり、5 割以上ではおよそ 40 ～ 50 項目、3 割以上ではお

よそ 55 ～ 70 項目となった。以降、これらをプロトタイプとする。

2-2．沖縄県児童票スタンダード

沖縄県宮古島市保育士らと協力し、作成したプロトタイプのうち項目数が最も多い 3 割以上

に区切ったものに着目して詳細な検討を行った。遠城寺式における表との照合では、「鼻をかむ」

ことについて、プロトタイプでは 2 歳児に入っていたが、遠城寺式の発達検査表においては 3
歳 4 か月から 3 歳 8 か月の間に入っていたため、プロトタイプの項目を 3 歳児に変更した。全

般的に見てそれ以外に大きな偏倚は見られなかった。

他の項目の検討について具体的には、発達段階に沿った項目の並べ替えや文言の修正、発達の

芽生え段階の項目は削除し、発達が完了した時点での評価とすることなどに焦点を当て、0 歳児

から 5 歳児までの全項目を繰り返し精査した。最終的な項目数については０歳児が 28 項目、1
歳児は 35 項目、2 歳児は 43 項目、3 歳児は 37 項目、4 歳児は 29 項目、5 歳児は 38 項目の全

210 項目となった。精査完了後、各年齢のシートに名前や生年月日を記入する欄および評価記入

欄を設け、後述するツール型を作成した。これが本研究における沖縄県児童票スタンダードであ

り、これを「ひまわり」と名付けた（以下、沖縄県児童票スタンダードをひまわりとする）。

0 歳児については、発達の幅が広いことから、「3 ヶ月～ 6 ヶ月」と「6 ヶ月～ 1 歳」に分け、

評価方法については形成月齢を記入する方式とした。1 歳児以降は、各保育所において評価時期

を決め、できる（◎）しようとする（○）援助が必要（△）をそれぞれ記号で評価できるような

記入欄を作成した。時期の区分については、これまで各市町村で用いられている児童票を参考に

し、1・2 歳児を 4 期分、３～ 5 歳児を 2 期分とし、その評価記入欄を作成した（図 1、図 2）。
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図 1.　ひまわりの一例（0 歳児：形成月例を記入）



－ 136 －

琉球大学教職センター紀要（第 2 号）

図 2.　ひまわりの一例（1 歳児：４期に分けて記入）
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また、保育士からの意見を反映して、ひまわりのプロフィール版を作成した。これは、0 歳児

から 5 歳児まで年齢別ではなく、カテゴリまたは大項目ごとのシートになっているため、子ども

の発達の過程がどこまで進んでいるか、場合によっては発達の遅れが一目で分かるようになって

いることが利点としてあげられる。評価欄については、ひまわりの年齢別様式と同様それぞれの

評価時期において、できる（◎）しようとする（○）援助が必要（△）をそれぞれ記号で記入す

るようになっている。図 3 に発達の遅れが疑われる子どものプロフィールの記入例を示す。こ

の例では生活年齢が 2 歳６ヶ月であるにも関わらず、「自分の食べ物と人の食べ物の区別がつく」

という項目が達成できずにいる。この項目は本来定型発達をしていれば 2 歳前に達成できる項

目であることから、何らかの発達の遅れを疑うことができる。保育現場のニーズ、あるいは子ど

もの実態に応じてこれらを使い分けることで、より客観的な子どもの発達評価が可能となる。

Ⅴ　考察

１．「ひまわり」を活用したプレスクリーニング

今回新たに作成したひまわりのプロフィールを活用することで、0 歳児から 5 歳児までの子ど

もの発達を視覚的に追うことができるようになった。例えば先の図 4 に示した事例のように、3
歳目前の子どもが 1 歳における評価項目「自分の食べ物と人の食べ物の区別がつく」の評価が

「△」のままであるように、チェックされた評価項目が実際の生活年齢に比して明らかに低年齢

に留まっているような場合、子どもの発達に遅れがみられると考えられる。他の子どもに比べて

発達に何らかの遅れがある可能性を考えことができる。これは、後述のたんぽぽでいうところの

いわゆるアンダーシュート（undershoot）の特徴を示している 16)。アンダーシュートとは、子

どもの「生活年齢」に対して「発達年齢」が追いついていない状態を表している。同様にたんぽ

ぽでは、発達は進んでいるものの特定の項目に限って未達成な場合をブランク（blank）と呼び、

これは、プロフィールにおいて一部の項目の前後は達成しているにも関わらず、ある項目に困難

を示している状態をいう。これらは、プロフィールを活用することによって明示的に得られる結

果であることから、今回児童票でも取り入れた。このことで子どもの発達の様子が視覚的により

明らかになったものと考えられる。このプロフィールを活用しながら、保育士が子どもを継続的

に観察・評価することによってできる限り早い段階から発達の遅れに気づくことができ、さらに

そのことによって、子どもに対してより良い支援を行うこと、すなわち、障害の早期発見・早期

支援につながることが期待できる。



－ 138 －

琉球大学教職センター紀要（第 2 号）

 

２．「たんぽぽ」と「ひまわり」の融合
前述したように、音楽を活用した子どもの発達評価ツールであるたんぽぽは、専門家でない保

育士等であっても、実際の保育活動の中から評価できるよう工夫されたものであった。今回作成

したひまわりも、これまで保育現場で記録されてきた児童票を、たんぽぽと同様の目的で発達評

価ツールとして積極的に活用できるよう改善することが大きな目的であった。

今回ひまわりの評価項目についても、各年齢におけるカテゴリ「表現」で音楽に関する項目に

おいて、たんぽぽで用いられている文言をいくつか取り入れている。例えば、１歳児では「歌詞

の中の単語をはっきりと歌うことができる」「自分なりのリズムで、打楽器を打つことができる」、

2 歳児では「歌の一部分をリズムよく歌うことができる」「音楽に合わせて、身体の各部位をた

たくことができる」「大人の示す手本を見て、リズム打ちをまねる」、３歳児では「リズムや音程

はまだ不正確さが目立つが、一曲全体を通して歌うことができる」、４歳児では「友だちと一緒

に集団で揃って歌うことができる」、５歳児では「一曲全体を通して、正しいリズムや音程で歌

図 3.　 生活年齢 2 歳 6 ヶ月の子どもに対するプロフィールの記入例（カテゴリ：食事、* 網掛
け部分に遅れが見られる例）
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うことができる」等がそれらに相当する。また、「言葉」においても音声という意味では「『いな

い いない ばあ』をする」や「二語文を話す」等の類似項目があり、同様に「運動遊び」におい

ては、「触れさせると握る」や「動く物や音のするものを目で追う」等が類似項目としてあげら

れる。

このように、一部類似している点についてはすでにたんぽぽとひまわりの両方で文言を統一し

ている。今後、さらに詳細にたんぽぽにおけるチェックリストの項目と照合し、可能な範囲で評

価項目を融合させることで、保育所等において普段から行われている音楽活動を通じたスクリー

ニングがより容易になると考えられる。子どもの発達を普段の活動場面から積極的に評価するた

めに、すでにある「たんぽぽ」と今回作成した「ひまわり」の融合を今後の課題として取り組む

予定である。

３．小学校・幼稚園における特別支援教育に向けて

前述したように、就学後の特別支援教育のために、障害の早期発見・早期支援は重要な課題で

ある。本研究において作成したひまわりは、保育所において子どもの発達を評価する際に用いる

ことが可能であるため、保育所における日々の生活や活動の中から子どもの発達を保育士の目で

評価を行うことができる。このことはすなわち、保育所から幼稚園・小学校への効果的な移行支

援と、より適正な就学支援につながっていく可能性を示唆している。

また、子ども一人ひとりに合った教育を行うためにも保育所や幼稚園、小学校がそれぞれ独自

の支援を行うのではなく、保育所から幼稚園または保育所から小学校へ移行する際に支援が継続

的に行われることが必要不可欠であることは言うまでもない。そのためには、保育所から幼稚園

および小学校への接続が円滑に行えるよう、それぞれの機関が連携に対する意識を高める必要が

あると考えられる。同時に、先に述べた保育要録の適切な活用が不可欠であり、この保育要録を

作成するためには各保育所で記録している児童票の重要性があげられる。本研究においては、沖

縄県内の各市町村で用いられている児童票を比較検討することによって沖縄県のスタンダード版

となり得るひまわりを作成した。ひまわりの活用については例えば、各市町村内における保育現

場での共有を図ることが最優先と考えられる。具体的には、まず各市町村の公立保育所や認定こ

ども園において実際にひまわりを用いて子どもの発達を評価する。次にその経験を基に各市町村

内の法人保育園との共有へと拡充させていく。保育所・保育園等の共有ができれば、さらに各市

町村内の幼稚園へと連携しながら拡充を図ることで、市町村内において同一の観点で子どもの発

達評価が可能となる。このように、それぞれの市町村規模でひまわりの活用・共有ができれば、

最終的には沖縄県内全域においてひまわりを活用することも不可能ではない。そうすることで、

幼稚園への移行だけでなく子どもが小学校へ移行する際の支援にもつながり、このことは子ども

のより客観的な就学支援につながることも大いに期待される。

本研究において作成したひまわりは、あくまで必要最小限に絞って作成したことから、ひまわ

りをベースとしながら各市町村の地域性に合わせて評価項目を追加することでよりよいツールと

なりうると考えている。また、ひまわりにおける評価項目について今回、現職保育士とともに詳

細な検討を行ったが、現段階では実際の現場において未使用である。今後は、保育所等において

実際に使用しながら修正を加え、プレスクリーニングツールとしての有効性についてさらに検討

を加えていく予定である。
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