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統合保育研究会

研 究 経 過

� 講　師　　塚越　和子　先生
（つかごし療育コンサルティング代表）

期日 テーマ及び内容 俯瞰図番号 人数

１ ５月18日（水） ｢統合保育の意味｣
新旧同じ
D1－Ⅰ
D2－Ⅰ

38

２ ６月15日（水） ｢園生活を穏やかに送るための手立て｣
E4－Ⅰ
E4－Ⅱ

39

３ ９月14日（水） ｢保護者との連携｣
D3－Ⅱ
F1－Ⅰ

40

４ 10月19日（水） ｢この時期の現状と課題｣
E4－Ⅲ
E7－Ⅱ

34

５ 11月16日（水） ｢今までの取り組みを振り返る（成果と課題）｣
D1－Ⅱ
E5－Ⅱ

37

６ １月18日（水） ｢統合保育の実践を考察する｣
E7－Ⅰ
E7－Ⅱ

118

◆研究指定園（20園）�

江 川 幼 稚 園 川崎ふたば幼稚園 若 宮 幼 稚 園 大 師 幼 稚 園
サ ク ラ ノ 幼 稚 園 宮 内 幼 稚 園 諏 訪 幼 稚 園 若 竹 幼 稚 園
川崎めぐみ幼稚園 川崎たまがわ幼稚園 有馬白百合幼稚園 初 山 幼 稚 園
さ ぎ ぬ ま 幼 稚 園 丸 山 幼 稚 園 菅 幼 稚 園 東 菅 幼 稚 園
生田ひまわり幼稚園 柿 の 実 幼 稚 園 川 崎 青 葉 幼 稚 園 こうりんじ幼稚園

◆オブザーバー（3園）�

小 峰 幼 稚 園 洗足学園大学附属幼稚園 若 竹 幼 稚 園



－ 26 －

継続研究会

第1回	 統合保育研究会
月　日	 平成28年５月18日（水）
場　所	 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
講　師	 塚越　和子先生
	 （療育コンサルタント・保育士）
テーマ:	『統合保育の意味』
俯瞰図番号　D1－Ⅰ　D2－Ⅰ

○始めに
・�その子の特性を理解し安心な環境の中で、子
どもたちを支えていく研究会である。

○特別支援教育の導入と近年の報告
文部科学省（文科省）とは
・�教育の振興、人材の育成、学術、スポーツ及
び文化の振興を計り、幼児教育、家庭教育、
小学校、中学校高等学校、大学、大学院、特
別支援教育、教員採用など、教育に関する取
り組みをする行政機関のひとつ。（丈科省HP
から引用）

文科省からの報告
・�通常級に在籍し発達障害が疑われる児童/生
徒

平成15年　6.3%　　平成24年　6.5%

→気になる子は増えている。

○対象児の発達特性を知る
※統合保育のとびらP25参照
・�定型発達児の育ちを基本として行動観察する
と分かりやすい。
・�対象児の変化が表れない時、支援を必要とす
る考えを持つ。
・�気になることは記録をする。（子どもの情報
シート）→子どもを理解するためのもの。
・�園の中での対策、保護者との相談、理解を得
られるよう何度も相談しながら考えていくこ
とが大切である。

○保育者は対象児と他児の違いを受け入れる
・�皆と同じ経験をさせようと叱ったり、保護者
の育て方のせいにしない。
・�対象児が安心する環境の中で支援すること、
大目に見ることで、少しずつ対象児の行動に
変化が見られ始める。

○１学期の目標を持つ
①　園生活の大きな流れに慣れる
②　できない時は一緒にやる
③�　一日の中で部分的に参加できればOKとする。

○グループバズ
『対象児の気になる所について』
Ａグループ
・�ダウン症：やりたくないことはしない、言葉
が遅い。センターの利用をしているので連携
が取りやすい。

Ｂグループ
・�自閉症スペクトラム：興味を持つことが限ら
れている。特定の子以外には興味を持たない。
音等に敏感である。

Ｃグループ
・�自閉症スペクトラム：特性は様々である。
　子どもの理解が必要。
　園や保護者との連携が必要と感じた。

Ｄグループ
精神発達障害、多動症、軽度自閉症、てんかん：
製作等落ち着いてできるように個別に行ってい
る。センターに通っている子どももいる。保護
者が受け止められずこれから相談していく事を
検討している。

Ｅグループ
特に診断名はついていないが、落ち着きがなく他
動な子どもが多い。療育に相談に行く方もいるが、
受け入れない方もいる。又家庭状況の複雑さか
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ら保育者を困らせようとする子どもがいる。

Ｆグループ
診断名はついていないが気になる特徴がみられ
る。：手先が不器用､ 言葉がオウム返し、会話
の反応がない、感情が高まると行動が落ち着か
なくなる、外国人のため、通じていないのか、
理解していないのか分かりにくい。

Ｇグループ
・�診断名はないが、療育に通っている子どもも
いる。落ち着かないことが多く、個別に対応
している。

○まとめ
・�感覚で遊ぶことが多い。→快、不快のレベル
がとても低い。
・自閉症スペクトラム
　人には興味がなく、ものへの興味が狭くて深い。
※統合保育のとびらP10参照
・�どのような場面で接点を持つかは参照にしな
がら考えていく。
・�診断名は同じなのに症状に違いがあるのは、
95%くらいの割合で色々な障がいが入り混
じっていることがあるためである。
・�気になるから何とかしよう、変えていこうで
はなく、その子が生活しやすいか判断基準に
して考えていく。
・�こだわりのどこに介入するかはまず、清潔そ
してその子のつまづきに関連するかどうか考
える。
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第2回	 統合保育研究会
月　日	 平成28年６月15日（水）
場　所	 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
講　師	 塚越　和子先生
	 （療育コンサルタント・保育士）
テーマ：『園生活を穏やかに送るための手立て』
俯瞰図番号　E4－I　E4－Ⅱ

○穏やかに園生活をおくるとは
・�園に慣れる→園は怖くない、安心できる場所、
危険な場所には注意し、前もって鍵をかける、
ゲートを使う等準備する等、予想される事は
全てしておく
・�他児と同じ行動、同じ時にすることを求めな�
い。←保育者がこだわりを持たないようにする。
・�やることを減らす→絵カード等も１つから行
う。見せて行うことを繰り返す。自発的な行
動が見られたとき見守る。できることを少し
ずつ増やしていく。
※統合保育のとびらP16
スモールステップの考え方と取り組み方参照
・できるはず、分かるはず、と思わないこと。
・共感的な態度で接する。
・�失敗させて反省させるのではなく、失敗しな
いように分かりやすい手助けや手がかりを与
える。

○おたずねFAXから学ぶ
☆事例１
・３歳児：診断名なし
特徴：オウム返しが多い、視線が合わない、同
じ事を何度も聞く、自分の世界に入る、声かけ
しないと身支度をしない、製作も同じ。

・本児をどのように考えるか
①　統合保育のとびらP25を参照。
②�　通常の発達と違う時は大人の助けを必要と
する
③　難しい所は大人が手伝う。
④　本児が園に来ている意昧を考える。

　園でないとできない経験事を大切にする。
　安心の場・緊張しない場所であること。
　→やることの省略。体力の考慮も必要。
　・具体的な取り組みを決める

☆事例２
・３歳児：診断名なし
特徴：言葉の遅れ理解力の遅れ
水やトイレットペーパーを出し続ける等。

・本児をどのように考えるか
①　統合保育のとびらP25参照
②　支援を必要とする。
③�　何故水を出し続けるのか､ 何故面白いのか
を考える。→状況判断の弱さを感じる。
・�状況判断の弱さを持つ時は、簡単な約束にす
ることが大切。
例）数を数える、時計にマークを貼って記す等
※統合保育のとびらP7参照

☆事例３
・３歳児：自閉症スペクトラム症　軽度知的障害
特徴：１日中オムツをしている、食事は自分で
食べられず個別に対応、言葉が出ない、保育室
から出てしまったり、寝転んだりする。

・対象児をどのように考えるか
①�　対象児への対応、身体での移動が可能なの
で、食事は自分で食べられるものを入れても
らう。又は手を使って食べられるものを持っ
てきてもらう。
②　片付け支度は保育者が行う。
③�　他児は本児のことを何も知らないので不思
議に思うことは当然である。

○グループバズ
・行事の参加について

Ａグループ
・�保護者と連携をとりながら家で練習したりす
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る。思っていたような参加ができず保護者が
がっかりするような時もあった。
Ｂグループ
・�好きなキャラクターのシールを貼り舞台に上
がれるようになった。
・�子どもの姿に理解ある保護者もいればそうで
ない保護者もいる。
Ｃグループ
・�保護者や保育者の願いもあるが、様々な行事
への参加はその子どもが一番良い形で参加で
きることが望ましいが、難しさを感じる。
Ｄグループ
・�環境が変わる事で泣いたり参加できない事も
あったが、その場にいかれたことだけでも成
長を感じる。
・�予想できないこともあるが、予想できること
は準備する必要がある。
Ｅグループ
・�保護者に手伝ってもらうことで甘えが出て参
加できないこともあった。
・音源等渡して家で練習してもらう。
・�リレー等は対象児がいると遅くなってしまう
ことが難しいと感じた。
・保護者との連携は大切である。
Ｆグループ
・�親子の行事では特に心配はなかったが、運動
会や発表会は不安がある。
・�その子にあった対応を考えて保護者と連絡を
取りながら、園の方針を伝えている園もある。
・遠足等では安全面が心配。
・�運動会等で周りのがんばるという意識を、そ
の子にどう感じてもらうか心配もある。
Ｇグループ
・ルールの理解がむずかしい
・�その子が興味を持っているものを取り入れて
いく大切さを感じた。
・保護者の理解のむずかしさ。
・�マーク等つけて立ち位置等決めたことにより、
他児の影響や臨機応変な対応がむずかしくな
る時もあった。

○終わりに
・�だれの視点に立った行事なのか、何のために、
どのようなことが成長し学ぶことができるの
かを考える必要がある。
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第3回	 統合保育研究会
月　日	 平成28年９月14日（水）
場　所	 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
講　師	 塚越　和子先生
	 （療育コンサルタント・保育士）
テーマ：『保護者との連携』
俯瞰図番号　D3－Ⅱ　F1－Ⅰ

○始めに
・�気になる子どもたちが障がいを持っているか
どうかを判断する必要はない。
→�発達障害を持っているかどうかは、医療の専
門家が判断する。
・保育者の役割とは
①　子どもの特徴（特性）を理解する。
②�　保育の見直しをする。→子どもたちに分か
りやすい保育をしているだろうかを確認する。
・子どもの視点に立って保育する。
・�担任が一人で抱え込まないで主任や先輩保育
者に相談する。

○おたずねFAXより学ぶ
事例１
４歳児：発達と言葉の遅れ
特徴：�製作等はするがうたや踊りは立ちつくし

ていることが多い。

・発達と言葉に遅れがあるとはどういう事か
→年齢よりも低い、幼い。
･��4歳児の発達とは：理解、表出言語が1500語
程になり、話すことが楽しい。想像や空想を
伴うごっこ遊びをするようになる。
　�空間を表す「上・下・中・前後」を理解でき、
量の概念（全部・少し）も分かる。
　�～して、それから～して、と文を出来事の順
番につなげられるようになる。
　何かをしながら人の話を聞くことができる。
　�相手の名前を呼んでから話を始める。相手に
自分が聞いていることを知らせるために、話
し手にアイコンタクトをとり続ける。

《対象児を理解し対応する》
・何なら興味を持つか。
・何がきっかけなのか。
・�対象児が参加する活動が見つけられたら、他
児と一緒にやる機会をつくってみる。
・�製作等は参加できることから、その良さを保
育者が認める。

事例２
３歳10ヶ月　広汎性発達障害
特徴：�弁当の時間に離席する、嫌なことがある

と『こわい』という。

・�広汎性発達障害・・現在は自閉症スペクトラ
ムと呼ぶことが多い。

《本児を理解して対応する》
・�離席する時は、少しでも食べていたら終わり
にする。部屋で好きなことをできるようにし
て部屋から出さない。
・�『こわい』は嫌なこと、不快なこと、やりた
くないの表れの意味で使っているととらえる。

事例３
４歳児：自閉症スペクトラム
特徴：�製作は行い完成を喜ぶ、話の活動では離

席が多い、昼頃から集中力が途切れる。

《本児を理解し、支援する》
・具体的視覚的に理解できる教材を取り入れる
・集中力が必要な内容は午前中に行う。
・室の中に落ち着けるコーナーを用意する。
→�対象児が落ち着ける場所、刺激を軽減できる
場をつくってみる。（ついたてなど）

○�何故保育者は保護者と連携をとる必要がある
のか
・�家庭で困っていることがないため、問題に気
づきにくい場合が多く伝わりにくい。
→園での生活が家庭とは違うことを伝える。
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・集団の中での苦手さ、弱さを伝える。
→子どもが困っていることを伝える。
・時には他児よりもできることがある。
・�保護者に対応をお願いするときは、保護者が
取り組みやすいことからお願いする。
→�保護者ができることで家庭でできそうな取り
組みを１つ選んでもらう。
子どもと一緒に取り組むことを伝える。
・保育者は保護者の頑張りを認める言葉をかける。

○グループバス
『保護者に対象児の様子を伝える』

設定：個人面談
・事例２．３を題材にする。
①　対象児の園での行動
②　保育者が行っている支援の方法
この２点を保育者から保護者に具体的に伝え
る。（ロールプレイ）
※�ロールプレイを行い保護者の気持ちを想像し
話し合いまとめる。

《感想》各グループから
・見通しを持った話をすると分かりやすい。
・家庭の様子を聞くとよい。
・�子どもの気持ち、行動を理解した言葉を伝え
るとよい。
・できているところも伝えるとよい。
・�家庭での対応を聞き、話を共感しながら園で
の対応等伝える。
・�園と家庭と連携をはかれるよう、日頃から信
頼関係を築いていくことが大切である。
・�面談だけではなく日頃からの会話や声かけが
距離を縮めることになると感じた。
・言葉を選んで伝える。
等があがった。

○終わりに
・�相手の立場に立って考えて伝える。（保育者
目線ではなく母親としての気持ちも考える）
・�伝える前に保育者同士で話し、言ったことが
伝わっているか確認すると良い。
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第4回	 統合保育研究会
月　日	 平成28年10月19日（水）
場　所	 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
講　師	 塚越　和子先生
	 （療育コンサルタント・保育士）
テーマ：『この時期の現状と課題』
俯瞰図番号　E4－Ⅲ　E7－Ⅱ

○�おたずねFAXの中で見られる「こだわり行動」
について
・他児とのペースの差
・�時間を決めると見通しを持てるが、その時間
に縛られる。
・�進級すると保育内容が複雑になり、時間も限
られ、他児とのペースの差が出る。

○こだわり行動は何を意味するのか
参照
自閉症スペクトラムとこだわり行動の対処法
� 白石　雅一著より　
・�いろいろな感情の働きを調節したりコント
ロールすることが上手くできないその弱さが
ある。

○スモールステップの取り組み
※統合保育のとびらP16参照
・いつもとやり方が同じ。
・いつもと同じことに安心する。
・�毎日の変化に抵抗するときがある。そのよう
な時にスモールステップの取り組みをする。
・�大人が根気よく、丁寧に、ゆっくりと関わっ
て対象児の否定的な気持ちを鎮める。
・こだわり行動は受け入れる。

○おたずねFAXから学ぶ
事例１：Ｙくん４歳
特徴：�着がえ等他児とペースが違い他児が手伝

う、登園時間が１学期から比べると１時
間遅い。

対応：�他児が手伝おうとするときは見守ること

を伝える。手伝う必要がある時は保育者
が行う。

事例２：４歳児
特徴：�見通しを持てるように時間を伝えると、

その時刻を気にしすぎてしまう。変更に
なるとパニックになりやすい。

対応：�スモールステップを取り入れる
　　　�時間のおおよそを伝える。「まあいいか」

という言葉も繰り返し伝え、だんだんと
我慢も知っていく。

事例３：４歳児　広汎性発達障害
特徴：�ものを強く押したり叩いたりし、衝撃を

楽しむ。
対応：感覚を楽しんでいる
　　　遊びが狭い―他に楽しめるものがない
　　　人とのやりとりの苦手さがある
　※�他児に迷惑がかかっていないか、清潔であ

るか、危険でないかなど判断し、そのまま
でよいときもある。

○グループバズ
　『４月当初から比べての対象児の成長』
　『４月から比べて対象児の新たな課題』

Ａグループ
・�ダウン症児、言葉が出ない子だったが、返事
ができるようになり、排泄ができるように
なった。今後は自分でトイレに行くようにし
たい。

Ｂグループ
・�バスに乗るのを嫌がっていた子が乗れるよう
になった。
・�昼食中の離席が少しずつ座れるようになって
きた。
・�一番にこだわっている子が順番を守れるよう
になってきた。
・�集中力が続かないことが多いので課題の半分



－ 33 －

継続研究会

はみんなと一緒に行えるようにしたい。

Ｃグループ
・�生活習慣が身についたがふざけるようにも
なった。どこまで手をかけたら良いかわから
ない。
・�友だちとの関わりが増えた分加減が分からず、
嫌な思いをさせてしまうことがある。
・�時間のこだわりがあるので、曖昧さをうけい
れられるようにしたい

Ｄグループ
・�身支度ができるようになった。パンツのこだ
わりでは他の絵柄もはけるようにしたい。
・�体力がついてきた。
・�筆圧が弱かったが、少しずつ絵も描けるよう
に関わった。

Ｅグループ
・�一番にこだわらなくなった。根気強い日々の
支援が大切。
・感情のコントロールをできるようにしたい。
・�見通しを持って過ごせるように想像力を膨ら
ませていきたい。

Ｆグループ
・�できないことを泣いて表現していたが､ でき
ないと言えるようになった。
・表情が硬かったが柔らかくなった。
・片付け等行えるようになった。

Ｇグループ
・自分で着替えができるようになった。
・パニックになることが減ってきた。
・慣れてきたからこそ甘える姿も見られる。
・�保護者だけでなく保育者も欲が出てしまうこ
とがある。

○終わりに
・�保育者が保護者に伝えていることはすぐには
理解してもらえなくても、後から気づいて感
じてもらえることが多いので、無駄ではない。
・�発達検査の値が全てではない。保育の様子を
伝え続ける必要がある。
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第5回	 統合保育研究会
月　日	 平成28年11月16日（水）
場　所	 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
講　師	 塚越　和子先生
	 （療育コンサルタント・保育士）
テーマ：	『	今までの取り組みを振り返る（成果と課題）』
俯瞰図番号　D1－Ⅱ　E5－Ⅱ

○おたずねFAXから学ぶ
事例１：５歳
特徴：�全てではないが、１番になりたがる。
　　　�そのために無理矢理に他児を押すことも

ある。
・こだわり行動の意味を振り返る
☆�一番になりたい→他児を押したり全速力で走
ることは危険である。
☆全てに一番になりたい訳ではない。
☆場面が限定されるならば、工夫が必要。

○ABCログを使ってみる。
※統合保育のとびらP13参照
・�行動を環境の中で捉え、整理するためのツー
ルである。
・�何が環境の中で起こっているのか、整理し対
応を考えて実行する。

事例２：４歳　自閉症スペクトラム
特徴：�本児の特性やこだわりにより遊びの内容

や方法に固執し、トラブルを招いたり泣
くことがある。

・�楽しいと思う判断をするのは子どもである。
保育者がこだわりを持ちすぎて行動を決め付
けないようにすることが大切。
・診断名を持つ子どもの特性を知る。
・対象児の特性を理解する。
・友だちへの関わり
→・�相手の言っていることを理解して返答、行

動する
・相手と意見が違っても気持ちを抑える。
・自分の意見を相手に分かるように話す。

・�相手と意見が合わなかったら他の遊びをする
等。
→・�対象児の特性やこだわりにより遊びの内容
や方法に固執し、トラブルや泣くことが多い。

　・�自分の情動（気分、感情、欲望）が不安にな
ることによって引き起こされる混乱がある。

・情動の弱さとコントロールの弱さを持つ。
→�誰のせいでもない。大人は方法を知っている
が子どもは方法を知らない。
対応：対象児の共感的対応。
　　　�落ち着ける場を準備して使えるようにす

る。（深呼吸等取り入れている園もある。）

事例３：３歳
特徴：�他児が自分の前にいたり、少しぶつかる

と、手が出る。

○対象児へのサポートを考える
・ABCログを使ってみる
・トラブルには必ず原因がある。
・�頭ごなしに注意をし続けると相手の話を素直
に聞き入れなくなってしまう。
・保育者の気を引くための行動のときもある。
・�乱暴な行動をしていないときの行動を認める。
・�対象児の好きな遊び､ 得意な活動を増やす。
→遊びの範囲が狭いことが多い。

○視覚の手がかりについて
・�絵カード／目と耳から理解できる方法。
例）設定：�着替えができるようになった時はど

うするか。
・保育者の言葉がけを少なくしていく。
・絵カードをなくす必要はない。
・見なくなったらはずしていけばよい。

○グループバズ
『他児の関わりからみた対象児の変化について』

Ａグループ
・模倣からできることが増えてきた。
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・言葉を覚えるようになった。
・�周りを見られるようになって色々なことを吸
収している。

Ｂグループ
・�行事を通して友だちとの関わりが増え行動で
きるようになった。
・人や場面によって指示が通らない時もある。

Ｃグループ
・�自分を受け入れてくれる子に気づき会話や遊
びに繋がっている。
・�対象児の行動に対する周りの子どもたちがや
さしくなった。
・�行事等を通して友だちと手を繋げるように
なった。

Ｄグループ
・�対象児を真似して、いけない子という印象に
なってしまったこともあった。保育者が温か
く見守るようにクラスに伝えると、他児と
ボール遊び等できるようになった。
・�赤ちゃん扱いをされていたが、自分のできる
ことは大丈夫と言えるようになった。

Ｅグループ
・友だちと関わるようになった。
・言葉が出るようになった。
・何か持っていると座れるようになった。
・�身についてきたことはあるが、流れが変わる
と、パニックになるときがある。

Ｆグループ
・�気の合う子どもとあやとりができるように
なった。
・�楽しいことを保育者に伝えられるようになった。
・友だちにも質問できるようになった。

Ｇグループ
・安心でき友だちができた。

・他児が本児の困惑を理解している。

○終わりに
・スモールステップの活用
・苦手、こだわりへの理解。
・保育を見直す大切さを感じる。
→�一人で抱え込まず保育者同士、主任や園長先
生と相談する事が大切である。




