
2016年日本において障害者差別解消法が施行

され，インクルーシブ教育への動きが加速してい

る。1994年にスペインのサラマンカでユネスコと

スペイン政府が「特別ニーズ教育に関する世界会

議」を共同開催した。ここで出されたサマランカ

声明が障害を持つ子どもたちに対するインクルー

シブ教育の保証について影響を与えていることは

よく知られている。このサマランカ声明は，「特別

なニーズのある全ての子ども」に対しての教育を

保証するもので，障害を抱える子どもに特化して

教育を保証することを意味しているものではな

い。この声明には，文化や言語マイノリティの子

どもたちも，この特別なニーズを持つ子どもたち

に含まれることが明確に記されている（UNES-

CO,1994）。日本ではインクルーシブ教育は障害の

ある子どもの教育に関する課題であると理解され

ているのが一般的であるが，米国でインクルーシ

ブ教育といえば，必ずといっていいほど文化マイ

ノリティの子どもたちへの言及がある（e.g., Sal-

via,Ysseldyke,& Bolt,2013）。

2017年度末現在，日本の総在留外国人数は238

万2822人で，昨年度から6.7％の増加率となり，

過去最高となった（法務省，2016）。また，2012年

度の学校基本調査の結果によると，日本語指導の

必要な外国人児童生徒数は27,013人であると報

告されている（文部科学省，2013）。このような公

式な数値に現れる子どもたちだけでなく，帰国子

女や国際結婚の家族で育つ子どもたちも，多文化

背景の影響を受けている。このような多文化の背

景を持つ場合に，異文化適応の過程で心理的にス

トレスを感じたり，言語や文化の違いによって学

習に困難を抱える可能性があることは知られてい

る（斎藤，2011）。金山（2014）は，在日ブラジル

人のメンタルへルスの問題について報告している

し，ニューカマーの子どもたちが抱える，異文化

理解不足による問題，日本人との友人関係の課題，

日本人教師に対する不信感などの心理的困難（岡

村,2011；清水,2006）も挙げられている。加え

て，外国人の子どもたちの社会性の課題（栗田・

前原・清長他,2012），自閉傾向（早川・都築，2012），

ADHD（黒葛原・都築,2011），算数障害や読み書

き障害などを発達障害やその疑いのあるケース

（樋口,2011,境・都築，2012）についても報告

がある。吉田・高橋（2006）による質問紙調査で

は，国際学校や民族学校等の34校の外国人学校に

LDやADHD等のニーズがある子どもたちが在

籍していることが報告されている。

このような問題は日本人家庭の子どもにもみら
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れるが，多文化背景の子どもが抱える問題を理解

する場合には，日本人の子どもの場合とは異なる

視点が必要である（島田，2016）。まず一つ目に，

日本語の習得度合いについて考慮しなければなら

ない。学習の遅れや友人関係が築けないといった

問題が，日本語力の不足が原因となっている場合

が考えられるからである。２つ目に，子どもたち

の母文化の影響を考慮する必要がある。日本と母

国のルールや社会規範が異なると，滞在国では一

見不適切とみられる行動が母文化では自然な行動

である場合がある。斎藤（2011）は，学校の掃除

に協力しようとしない外国人の子どもの例を挙げ

ているが，これは，母国では，子どもが学校で掃

除をする習慣がないため，掃除に参加することに

抵抗を感じるといったことが背景にあった。３つ

目には，文化間移動の影響を考慮する必要がある。

例えば，周囲を頻繁に見回すなど多動に見える行

動が，言葉が理解できない環境で，視覚情報から

周囲の状況を理解しようとする対処行動であるこ

とが考えられる（黒葛原・都築，2011）。このよう

な多文化背景の影響がある一方で，子どもたちの

抱える問題が何らかの障害の影響を受けている可

能性もあるので，多文化背景を考慮しつつ，慎重

に見立てる必要がある（Rhode,Ochoa,& Ortiz,

2005；黒葛原・都築,2011）。

子どもが問題を抱えた場合には，知能検査を利

用した心理アセスメントを行うことが推奨されて

いる（石隈・玉瀬・緒方他，2004；前川・梅永・

中山，2013）。多文化背景を持つ子どもに知能検査

を実施することに関して，通訳を通して知能検査

を実施した例（丸山,2013）や子どもの母語に翻

訳して実施した例（二井・緩利，2013）について

報告があるが，その結果の信頼性と妥当性につい

ては留意する必要があるとしている。島田（2016）

によれば，通訳や翻訳を介して言語の違いによる

問題を解決しようとした場合，訳語が統一されて

いるわけではないという問題がある。また，通訳

の場合，実施時間が延長されることによって受検

者への負担が増加し，受検者には不利な検査環境

となることは否めない。加えて，検査課題の中に

は，日本の文化的内容が反映されているものもあ

り，日本の文化や習慣などに馴染みが薄い子ども

たちには，正しく答えられない問題もある（島田，

2016）。Ishikuma,Matsuda,Fujita,et.al.（2016）

によれば，ウェクスラー式などの米国の知能検査

の日本語版が開発される場合，米国版の知能検査

が全てそのまま日本語に翻訳される訳ではなく，

日本の教育背景に合った検査内容が採用される。

例えば，アルファベットを使う課題が五十音を使

う課題に変更され，知識に関する質問が日本の教

育に基づくものになるなどしている。これは，米

国の教育を受けた子どもたちの能力を測る目的で

開発された検査が日本の子どもたちには適してい

ないためである。このように，使用する検査にも

よるが，検査開発の文化背景とは異なる文化の子

どもに検査を実施することには，通訳や翻訳と

いった実施言語の変更だけでは解決されない問題

が含まれる場合があり，日本の家庭で育ち，日本

の教育を受けた子どもたちの能力を推定するため

に開発された検査を，それ以外の文化や教育背景

をもつ子どもたちに用いた場合に妥当性のある結

果が得られるとは言い難い（島田，2016）。

知能検査の利用以外にも，多文化背景の子ども

の抱える問題を理解しようとする試みについて報

告がある。例えば，二井・緩利（2013）は，Cattel
 

Culture Fair Intelligence Test 2という検査に加

えて，語彙調査，行動観察と取り入れたアセスメ

ントの枠組みを提案している。菅原（2004）は，

中国人児童の事例を通して，アセスメントにおい

ては，知能検査の結果だけでなく，担任からの聞

き取りも重要であるとしている。また，子どもと

の関わりと観察を通して，その子のやる気を引き

出す方法や，その子にとって効果的な指導方法（例

えば，指示の繰り返しや言い換え，など）は何な

のか，といった情報を得ることができるという報

告もある（板谷・都築，2012）。しかしながら，多

文化背景をもつ子どもたちの心理教育的アセスメ

ントに関する研究は国内では非常に限られてお

り，その方法も断片的で包括的なアセスメントの

モデルに関する研究は見られない。そのため，多

文化背景を持つ子どもたちの抱える問題を正しく

見立てることが困難であるという状態が危惧され

る（島田，2016；清水・家上・小島，2009）

日本の状況とは背景が異なる部分もあるが，文

化言語マイノリティの心理アセスメントについて

は，多民族背景のある米国で研究と実践が進んで

いる。米国の個別障害者教育法（Individuals with
 

Disabilities Education Act IDEA）の前身である

ことでも知られる米国全障害児教育法（Educa-

tion for all handicapped children Act）が1975
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年に制定された。その中に含まれる評価過程にお

ける保障条項（Protection in Evaluation Proce-

dures）では，(1)包括的で個別の評価，(2)民族文

化背景の異なるマイノリティに対する非差別的な

アセスメント，(3)一つの結果に頼らない複数の検

査や領域での評価，(4)保護者を含むチームでの意

思決定，が義務化されている（Jacob&Hartshor-

ne,2003）。この条項により，言語や文化による学

習スタイルや行動の違いは障害ではないというこ

とが明確にされている（Rhodes,Ochoa,&Ortiz,

2005；島田,2016）。

米国では，スクールサイコロジストと呼ばれる

心理の専門家が，学校に配属されて心理教育アセ

スメントを行っている。そのスクールサイコロジ

ストを対象にとしたアセスメント方法に関するア

ンケート調査（Sotelo-Dynega&Dixson, 2014）

では，91.8％の回答者が，文化マイノリティの子

どもたちのアセスメントにおいては，多文化背景

があることを考慮したアセスメント方法を採用し

ていると回答した。例えば，英語発達のレベルや

文化適応の状態について考慮する，通訳を利用す

る，その他のインフォーマルな情報（例えば，聞

き取り情報や課題サンプルなど）を収集する，な

どが含まれた。認知面の評価に関する知能検査の

選択に関しては，回答者の88.6％が非言語性知能

検査を利用していると回答した。具体的な検査に

ついては，Universal  Nonverbal  Intelligence
 

Test （Bracken & McCallum, 1997）を利用し

ているとの回答が多かった。UNITについては，

言語を全く使用せずに実施することが可能なた

め，特に言語の違いが見られる子どもたちに一番

多く使われていた。また，言語の違いはないもの

の異なる文化背景をもつ子どもにはKaufman
 

assessment battery for children, Second edi-

tionKABC-II（Kaufman& Kaufman,2004）を

利用しているとの回答が多かった。

文化・言語マイノリティの子どもの認知能力の

推定に非言語性知能検査を使用する方法は，米国

で広く推奨されてきている方法の一つである

（Carvalho,Dennison,Estrella,et. al.,2014）。

米語版のウェクスラー式検査は，米国で広く利用

されているが（Sotelo-Dynega& Dixson,2014）

文化差や言語差により得点傾向が低く出る傾向が

あるため（Flanagan,Ortiz,& Alfonso,2013），

そのまま使用することは推奨されていない。米国

に在住するスペイン語圏出身の子どもを対象に標

準化されたスペイン語版のウェクスラー式検査

（Weksler,2004）が開発されたことも注目に値す

る。なぜなら，米国の移民の子どもたちに彼らの

母国で開発された検査を利用したとしても，渡米

後に母国の教育を受けていない子どもには，母国

の検査でさえ不利になることがあるためである

（島田,2016）。このように，米国では，多文化背

景を考慮したアセスメント方法の開発と実践が進

んでいる。

目 的

本稿では，多文化心理教育アセスメントが広く

実践されている米国でのアセスメント事例を用い

て，多文化背景を持つ子どものアセスメント方法

の一例を報告し，日本における外国につながる子

どものアセスメントに関しての示唆を得ることを

目的とした。

事 例

本稿では，アセスメント方法の報告のために事

例を用いる。前述の非言語性知能検査UNITを利

用した小学校三年生の移民の女児Ａさんの事例

で，多文化背景を考慮したアセスメントを通して，

子どもの支援ニーズを捉えなおすことができたと

いうものである。この事例は，著者が，20XX年

に米国の小学校で実施したもので，当時の米国の

中西部では，標準的な方法であったと考えられる。

米国では，スクールサイコロジストが学校現場に

配属されているため，アセスメントを行う際には，

知能検査の実施だけでなく，より現場に密着した

アセスメントが可能になっていることが特徴であ

る。なお，本稿の趣旨は，アセスメント方法の報

告であり，事例の報告を一義的な目的としていな

い。その趣旨に影響しない程度に，個人情報に配

慮して事例の内容を変更している。

１.相談内容

担任から，教室内での多動や注意散漫な行動が

目立つ，教師に対する反抗的な態度が見られると

の訴えがあった。また，母親からは，学習の遅れ

について心配なので，特別支援教育（Special Edu-

cation）の必要性があるかどうかアセスメントを

してほしいとの依頼があった。

２.アセスメント方法

① 生育歴の記録のレビュー
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② 面談（本人，母親，担任，専門支援員）

③ 心理行動面に関する個別質問紙：Behavior-

al Assessment System for Children(Reynolds

& Kamphaus,1992：BASC）,(本人，母親，担

任，専門指導員）

④行動観察

⑤個 別 学 力 検 査：Woodcock-Johnson III
 

Achievement WJIII-A（Woodcock,McGrew,

& Mather, 2001）ウッドコック・ジョンソン個

別学力検査

⑥認知能力検査：Universal Nonverbal Intelli-

gence Test（Bracken & McCallum, 1997）

UNIT非言語知能検査

３.アセスメント結果

① 生育歴の記録

転入時にソーシャルワーカーが聞き取りをした

記録を参考に関連事項についてまとめた。Ａさん

は，小学校１年生まで南米で小学校に通い，７歳

で渡米した。小学校２年生より現在の米国の小学

校に在籍している。出生時に大きな問題はなく，

これまで深刻な健康上の問題もなかった。両親と

弟，親戚とともに暮らしている。Ａさんの両親は

南米出身でスペイン語を母語とするため，家庭内

のコミュケーションではスペイン語が使われてい

る。

② 面談

本人，母親，担任，読みの専門指導員と面談を

行った。スクールサイコロジストがアセスメント

を行う際には，子どもの様子や子どもが置かれて

いる環境について多角的に理解するために，本人

と保護者，教員を含む複数の関係者と面談する機

会を持つ。教員については，担任に限らず，音楽

や美術，体育などの教科専門教員や，課外活動で

関わっている教員，その他，学内の支援者で，そ

の子どもと関わりの強い人からも，必要に応じて

情報収集する。面談の記録については，その内容

に限らず，誰から得た情報かということも重要で

ある。特に，各支援者間の情報が不一致の場合に

は環境的な要因を特定する手掛かりにもなる。

母親との面談は，母親の母語での通訳を交えて

行った。母親によればＡさんには，これまで深刻

な健康上の問題はなかったが，最近，視力が低下

しはじめたので，眼鏡を使用している。まだ慣れ

ていないせいか，数時間読み書きをすると時々目

が痛むことがある。性格は，もともと外交的で自

信のある子である。学校生活は上手くいっていて，

交友関係も良好だとＡさんから聞いている。Ａさ

ん本人との面談は，通訳を介すことも提案したが，

日常会話のスキルはある様子だったため，本人の

希望に沿い，英語で行った。Ａさんは，家族と話

すときと母国の友達と話すときにはスペイン語を

使うが，それ以外は英語のほうが話しやすいと感

じている。学校には友達もいるし，自分では学校

生活は上手くいっていると思っている。ただし，

母親に，「本当大丈夫なのか」とよく聞かれるので，

心配になっているため，担任の先生が，どう思っ

ているのか聞いてみたいと思っている。

担任との面談によれば，Ａさんは，特に課題が

難しくなると，他の子の課題を覗いて，自分の課

題に集中せずに，ふざけていることがある。この

ままだと留年するかもしれないと話すと，以前よ

り一生懸命やるようになった。いつも，おもちゃ

の宝石やペンダントといった，学校に持ってきて

はいけないものを手に持っていて，それがないと

落ち着かない様子が見られた。また，スペイン語

が理解できない担任に対して，嫌がらせのように

スペイン語で話しかけてくるという反抗的な態度

が見られる。教室内でＡさんの読み学習の指導補

助をしている指導員の話では，Ａさんは手の中に

何かを持っているときが一番よくできる。学校生

活は楽しいようであるが，すぐに注意散漫になっ

てしまう様子が見られる。

③ 情緒・行動面質問紙検査

Behavioral Assessment System for Children

（BASC:Reynolds& Kamphaus,1992）は学校

現場での行動面と情緒面の問題のアセスメントの

ための質問紙で，本人用，教員用，保護者用の質

問紙がある。それぞれ約150項目程度の質問に四

件法で回答する。６歳から18歳を対象とし，臨床

得点と適応得点が得られる。保護者用，教師用，

本人用で得られる得点に多少異なる点はあるが，

臨床得点には，多動性，攻撃性, 素行の問題，不

安，抑うつ，身体化，注意，学習問題，学校や教

師に対する態度などが含まれ，適応得点には，ソー

シャルスキル，リーダーシップ，友人関係，自尊

心，コントロール感，学習スキルなどが含まれる。

点はＴ得点に変換され，平均から１標準偏差以上

差がある得点をリスクありとし，２標準偏差以上

の場合を問題がありとしている。BASCは，一つ

の質問紙で，子どもたちの情緒行動面に関する問
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題に関して広くアセスメントができるため，米国

の教育現場で広く利用されている。現在は，改訂

版のBASC-3（Reynolds&Kamphaus,2015a）

や ス ク リーニ ン グ 用 の 簡 易 版 も B E S S

（Reynolds & Kamphaus，2015b）も開発されて

いる。

事例では，Ａさん，母親，担任，専門指導員の

４名が，それぞれBASCに回答した。Ａさんの回

答では，コントロール感，社会的ストレス，不安

がリスクありとなっており，セルフエスティーム

がやや低いという結果であった。母親の回答では，

攻撃性と不安がリスクあり，担任は，多動と問題

行動がリスクあり，注意，学習が問題あり，とい

う結果であった。また，Ａさんの専門支援員の回

答は，注意と学習問題にリスクありという結果で

あった。

④ 行動観察の結果

スクールサイコロジストが学校現場でアセスメ

ントを実施する際には，多文化背景の子どものア

セスメントに限らず，多くの場合に，学校現場の

日常生活の中での行動についての行動観察を行

う。行動観察は，Functional Behavioral Assess-

ment：FBA（行動機能分析）に従って行われる

（Steege& Scheib,2014）。FBAにおいては，行

動（Behavior）の前には何が起こって（Anteced-

ent），行動の結果何が起こっているのか（Conse-

quence）を整理して，なぜ，その行動が起こって

いるのを理解する。日本では，応用行動分析学の

分野で，ABC分析と呼ばれることがあり，特別な

ニーズのある子どもたちの支援にも応用されてい

る（平澤，2012）。行動観察の方法にはいくつか種

類があり，行動観察する行動の頻度を記録する方

法（事象記録法），問題の行動を行っている時間を

計測する方法（持続時間記録法），一定の間隔内に

対象となっている行動がみられるかどうかを記録

する部分インターバル記録法などがある。また，

エピソード記録法では，観察中の行動の流れを文

章で記述する。FBAは，介入の手がかりの発見や，

介入効果の客観的検証にも利用され，IEP計画で

の個別目標の策定の際にも有用である。

行動観察は，問題になっている行動がみられる

授業だけでなく，全く問題行動が見られない授業

を観察して，その比較から問題行動が出現する環

境的要因について検討することもある。また，午

前，昼食前，午後など異なる時間帯に観察を行っ

たり，異なる教員や教科の行動観察を行ったりし

て，環境要因の特定に利用することもある

（Steege& Scheib,2014）。観察後は，その時の

様子がいつもの様子と変わらないかを教師に確認

する。

本事例では，面談情報から，Ａさんの担任と読

み指導専門員のクラス活動時に，エピソード記憶

法での行動観察を15分程度３回行った。担任の授

業では，ときどき課題に集中せずに友達と遊んで

いることがあった。他の子どもたちの話し声や机

の上を片付けたりする音に気を取られ，やるべき

ことに集中できていない様子も見られた。読み専

門指導員の授業では，教科書のページをペラペラ

めくったり手に何か持って，触ったりしながら，

集中できていない様子があった。また，他の子が

とても流暢に教科書を音読できたのを聞いて，驚

いた様子でしばらくその子を見ていた。読み指導

専門支援員の授業では，教科書のページをペラペ

ラとめくったり，手でおもちゃの宝石のようなも

のをいじって，課題に集中できていない様子で

あった。

⑤ 学力検査

学力検査は，Special Education Teacher（特別

指導教員）によって実施された結果を参考にした。

使用された検査はウッドコック・ジョンソン学力

検 査 第 ３ 版 Woodcock-Johnson Test  of
 

Achievement-Third Edition（WJ-IIIACH）で，

米国で広く使用される個別に実施する標準化され

た学力検査の一つである。22の下位検査が含ま

れ，読み，算数，書字言語，口語言語，知識の領

域から構成されている。得点は，平均100，標準偏

差15で算出される。

得点傾向からのＡさんの強みは算数で，概ね平

均レベル（85-91）であった。また，聴覚理解も84

で，他の課題に比べて得点が高かった。口語表現

は65となっており，受容言語に関する下位検査の

得点が表出言語に関する検査の得点より高く出て

いる傾向が見られた。読みと書きに関する能力は

平均以下または発達遅滞のレベルであった。

移民の子どもが学齢相応の学力に追い付くに

は，文化間移動をした年齢にもよるところはある

が，概ね，５年から７年はかかるという報告があ

る（Thomas & Collier, 1997）。また，第二言語

の獲得課程において，Cummins（1884）の研究か

ら，日常語の獲得には２～３年を要するが，学習
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に必要な言語の習得には５年から７年を要すると

言われており（本林,2000；Rhodes, Ochoa, &

Ortiz,2005），渡米二年目のＡさんの学力が，英語

を母語とする他の子どもより低いことは文化間移

動を経験している子どもたちの一般的な傾向であ

るといえる。また，言語発達においては，受容言

語の方が表出言語よりも先に発達するため

（Rhodes,Ochoa,& Ortiz,2005），Ａさんの得点

傾向は，第二言語獲得課程の傾向と一致する。今

回の評価では，数学が強みとなっているが，算数

に関しては言語を利用した課題より文化差の影響

を受けにくいために，得点が大幅に下がることな

く，平均レベルとなっている可能性もあることを

留意しておく必要がある。

⑥ 認知能力

日本においては，知能検査という言葉を使うこ

とが一般的であるが，米国のアセスメントでは，

認知面（cognitive）の評価という表現を用いるこ

とが多い。本稿の事例で用いられた，Universal
 

Nonverbal Intelligence Test UNITが推定しよ

うとする能力（ ）は，横軸に記憶（memory）と

推理（reasoning），縦軸にシンボリック（sym-

bolic）とノンシンボリック（non-symbolic）とい

う２×２の表で説明される。横軸の記憶には，ラ

ベリングや分類など，一般的な短期記憶の課題よ

り複雑なプロセスが要求される課題が含まれ，推

理には積木やマトリックスなどを使った課題が含

まれる。縦軸のシンボリック課題においては，人

型や絵など概念・意味を含む刺激が使用されるた

め，記憶や推理などの問題解決の過程で，ラベリ

ングするなどの言語の力が利用しやすい。ノンシ

ンボリック課題においては，位置や色などの刺激

が使われているため，問題解決のプロセスにおい

て言語の力に頼ることが難しい。シンボリックと

ノンシンボリックは，答えを導き出す内的な過程

において，ウェクスラー式でいう言語性・動作性

の概念に相当し，異なるのは教示の理解や回答に

言語を利用しないという点である（Bracken ＆

McCallum,1997；島田，2016）。UNITと米国版

WISC-IIIの全検査得点は0.65～0.88の正の相関

を示している。UNITの得点は，平均100，標準偏

差15で算出される。なお，米国では，2016年に改

訂版であるUniversal Nonverbal Intelligence
 

Test-Second Edition. UNIT 2（Bracken &

McCallum,2016）が発売されている。

ＡさんのUNITの得点は，記憶（110）とシンボ

リック（118）が平均以上で，ノンシンボリック

（100）と推理（106）で，全検査 IQは110であっ

た。集中力を要する課題や衝動性のコントロール

を要する課題でも顕著な得点の低さは見られな

かった。また，検査中も注意や集中力に困難を感

じている様子は見られなかった。

４.まとめ

母国語以外での学習への適応過程で学習の遅れ

はみられるが，彼女の認知能力は平均から平均以

上であった。また，検査の実施中に注意や集中に

困難を感じる場面は見られなかった。一方で，行

動観察，インタビュー，BASCの結果からは，多

動や注意散漫が示唆されたが，この注意散漫さは，

彼女の抱える不安が影響している可能性が高いと

考えられる。異文化適応の過程で，英語力が不足

していることや不慣れな文化的ルールの中で生活

するために，自己コントロール感が低下し，特に

課題が難しいときなどには自分の行動に自信が持

てず，他の子のことが気になってしまうというこ

とが考えられた。また，異文化環境で言語情報が

十分に理解できない場合に，視覚情報を得るため

に周りを見回したりするのは自然なことであり，

これが多動傾向と見えている可能性もある。母文

化と異なる文化環境への適応過程が，Ａさんの感

じている社会的ストレスや不安，そして比較的低

くなっている自尊心に影響を与えていると考えら

れ，Ａさんが手に物を持っているのは，この心理

状態を落ち着かせるための対処行動であると考え

られる。

また，担任は自分が理解できないスペイン語で

話しかけてくることをＡさんの反抗的な行動と捉

えているようであったが，Ａさんは担任の評価を

気にしているようであり，先生にスペイン語で話

しかけることについてあまり覚えていない様子で

あった。第二言語の習得過程では二つの言語を混

用してしまうことは自然なことである（Baker,

1993）ため，Ａさんの行動は悪意のないものであ

る可能性がある。このような理由から，Ａさんに

反抗的な傾向があるとは考えにくい。現時点で特

別教育の必要性があるとは判断できないが，学力

的な課題は残る。通常，滞在国の同年齢の子ども

の学力に追い付くには５～７年かかると言われて

いるため（Rhodes,Ochoa,＆ Ortiz,2005），今後

も定期的に学習の進度についてモニタリングを行
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うことが必要である。支援案としては，教室での

指示を視覚的に行い，口頭での指示を黒板に書く

などして，聞き漏らしてもついていけるように工

夫する。また，眼鏡がＡさんの視力に合っている

かどうか再度確認し，黒板に近い席にするなどの

配慮を行う。Ａさんの持つ不安に関して，個人ま

たはグループでのカウンセリングを行う。課外活

動に参加するなど，Ａさんが得意な分野で力を発

揮し，自己効力感を高める機会を作る。また，第

二言語である英語の指導を継続し，学習に関して

個別指導を追加する，などが考えられるであろう。

考 察

本稿のアセスメント例では，記録のレビューや

面接を通して，子どもの使用言語や米国の滞在期

間，渡米前の教育背景など，多文化背景に関する

情報収集が行われていた。このように成育歴や子

どもの養育背景の情報を収集する際に，多文化背

景の子どものアセスメントで収集すべき情報を事

前に整理しておく必要があることが示唆される。

また，本ケースでは，通訳を通して保護者と面談

を行っているが，この通訳の確保という点につい

ても検討が必要になる。家族や友人，兄弟などに

お願いすることがやむ負えない場合もあるが，本

来は，通訳者としての守秘義務などの倫理教育を

受け，心理支援について理解のある通訳者が介入

することが理想である（Lopes, 2014；Jones,

2009；Rhodes,Ochoa,Ortiz,2005）。日本におい

ては，相談通訳者養成の整備が進んでいるため（杉

澤,2015），そのような動向にも注目しておく必要

があるであろう。通訳を介してコミュニケーショ

ンをする際の注意点についても理解しておく必要

がある。例えば，話をするときには，通訳者では

なく，保護者や子どもに向かって話しかける，文

章は曖昧にせずに，最後まできちんと言語化する

などの留意点がある（Lopes, 2014）。子どもとの

面談に際して，本ケースでは通訳を介さなかった

が，日常会話ができても複雑な会話や専門的な会

話となると正確に伝わらないこともあるため，通

訳が必要かどうかについては本人に確認する必要

があるであろう。重要な伝達事項を伴う場合には，

本人が必要ないと言っても，通訳をつけることを

勧める必要もあると考えられる。

BASCのような質問紙の実施については，それ

ぞれの評価者のもつ異文化適応の知識や子どもの

母文化に関する理解度によって結果が影響される

ことを留意しておく必要がある。滞在国の文化的

価値観に基づいて異文化の子どもを見た場合に

は，問題として映る行動でも，母文化の習慣に照

らすと不自然ではない場合も考えられるからであ

る。BASCのような検査を日本で利用する場合に

は，日本語教師などに記入してもらうことも有用

であろう。また，保護者や本人が記入する際には，

日本語を話すことができても，読むことが難しい

場合があることについても留意する必要がある。

またこのような行動・情緒の尺度は，文化的な価

値観が影響することもあるため，解釈は文化背景

等考慮して，慎重に行う必要がある。

行動観察を行う際にも同様で，観察者が，異文

化適応時の行動や，こどもの母文化についてある

程度理解をしていなければならない。そのような

理解がなくては，多文化背景の子どもの行動を理

解することは困難である場合があると考えられ

る。また，観察者自身が持つ文化的価値観なども

自覚しておく必要がある（Jones,2009）。観察者自

身が日本の価値観基準としたフィルターを通して

異文化の子どもの行動を観察していることを認識

し，必要に応じて，保護者やその文化に詳しい専

門家の意見を取り入れることも必要になるであろ

う。

学力検査については，米国の教育現場での心理

教育アセスメントでは標準的に使用される

（Flanagan & Alfonzo, 2011）。本稿で使用され

たWJ-IIIの日本語版は開発されていないが，日

本では，KABC-IIの習得尺度が開発されているた

め，KABC-IIを利用した方法や学校での取り組み

課題を参考にする方法も考えられるであろう。

知能検査の使用について，文化や言語の違いが

ある子どもたちへのアセスメント方法の一つとし

て非言語性検査を使うという方法が推奨されてい

る（McCallum,Bracken,& Wasserman,2001；

Carvalho,Dennison,& Estrella,2014）。日本の

非言語性検査といえば，RPCM レーヴン色彩マト

リクス検査（杉下・山崎,1993）などのマトリク

ス検査があるが，この検査には評価指標が一つし

かない。支援につなげるアセスメントを行うため

には，多面的に認知能力を推定する必要があるた

め（McCallum,Bracken,& Wasserman,2001；

篠田・島田・篠田，2016），日本で推奨されている

WISC-IVやKABC-IIのような多面的な検査の
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代替にはなりにくい。多角的な認知能力の評価に

ついては，Universal  Nonverbal  Intelligence
 

Test UNIT（Bracken&McCallum,1998）の日

本版の開発が試みられている（Shimada, et al.,

2016）。

結果の解釈について，本稿の例では，文化間移

動した際の一般的な学力傾向や，異文化適応時の

ストレスによって不安が高まる可能性，対処行動

が多動に見えてしまう可能性，第二言語の発達過

程で言語が混ざってしてしまうこと，などについ

て触れている。このように，検査方法の選択の変

更だけでなく，その結果の解釈にも，子どもの母

文化に関する知識，異文化適応や第二言語の獲得

課程の特徴に関する知識が必要になる。特に子ど

もの母文化の知識に関しては，１人の心理士が全

ての文化について熟知することは難しいため，家

族から母文化の文化背景について教えてもらうこ

とも必要である。田村・石隈（2003）は保護者と

支援を協業していくことが必要であると述べてい

るが，異文化の保護者ともそのような関係を築け

るような努力をすることが必要であろう。

最後に，指針案についても，異文化の子どもや

家族に受け入れられるものかという点を考慮する

必要がある。家族の母文化，異文化適応や第二言

語の発達過程なども考慮した上で，実行可能な指

針を検討する必要がある。例えば，学校で掃除を

する習慣がない文化圏から来た子どもが掃除をす

ることに抵抗を感じて，学校で掃除をしない場合

などの報告があるが（斎藤，2011），単に強制的に

掃除をさせればよいという問題ではなく，掃除活

動の意義について丁寧に説明をする必要がある。

説明をしても，本人が持っている日本以外の文化

的価値観を尊重する必要もあるため，実際には時

間がかかるということも考慮する必要があるであ

ろう。このように，支援案も異文化の子どもや家

庭に合っているものである必要があり，日本人に

は当たり前のことでも，多文化背景の子どもや家

族には実行しにくいものも考えられ，家族や本人

の意見も取り入れて検討する必要があると考えら

れる。

ま と め

多文化心理教育アセスメントに関しては，有用

な認知面の検査が日本ではまだ開発されていない

など，課題は多い。しかしながら，検査結果だけ

でなく子どもの行動を観察したり，子ども自身や

保護者，複数の教員からの情報を得る方法が有用

であるという報告は，日本国内の多文化背景の子

どもの支援に関する先行研究からも報告がある

（菅原，2004）。文化の多様性は無限であり，全て

の文化背景の子どもたちに万能な検査やアセスメ

ント方法があるわけではない（Flanagan, Ortiz,

& Alfonso,2013）ため，日本語指導の専門家や文

化の知識をもつ専門家や教員との連携を深め，包

括的なチームでのアセスメントを行うことが有用

ではないかと考えられる。

また，本稿で報告したアセスメント方法では採

用されていないが，近年，米国では，文化適応度

（Acculturation）や第二言語の発達状態を査定す

る検査なども開発が進んでいる（Rhodes,Ochoa,

& Ortiz, 2005）。知能検査の利用に関しては，

Culture-language interpretation matrix:C-LIM

（文化と言語の解釈表）と呼ばれる，各知能検査

の下位検査について，その文化的・言語的影響を

評価する指標を利用する方法も開発されているた

め（Flanagan,Ortiz,& Alfonso,2013），日本で

のアセスメント方法の検討には，このような最新

の研究についても考慮して手法を精査する必要が

あるであろう。
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