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第 49 回　川崎市幼児教育研修大会

第１分科会　統合保育研究会

日　時　平成 21 年１月 21 日（水）

場　所　ユニオンビル

講　師　塚越　和子先生

（STUVW育XンYルZ[ン\]^）

_`abcdefghijk子lmn児lo統合

　　　保育hpqorTstuvwx

Zyzc{efg児lmn児o|育}~h��v

　　wk���

�瞰図番号　D3 －Ⅱ　D4

事例発表

●年中男児・トリソミー 21

〈学年当初の対象児のようす〉

・言葉について

→愛嬌があり、コミュニケーションはとりや

すい。STがUVWXY、Z[に\]り^

_い。`abにc]defXghiSすd

jとがkldが、mnoi\pdjとはq

rstい。uvwxkld言葉がyは、z

h{|}kあd。

〈~�にcすd��の����〉

�年������の��it、�rs_ト�

�に�ydようにXd�

・����との��iとd。

→��の��i��すd。� d¡、tsd

¡X¢の言葉がyi£¤¥のにt、対象児

が¦§うjとのXいよう¨©すd。

・�ª«¬iとd

→~�iすd¡�i®¯すdjとk��の

°�ミン±i²³Xいようにすd。uv、

[´や言葉がyの��ijusµ«¬す

djとk、��に�¶·inv¸d。

・¹ºー»¹¼½¾i¿がyd

→��ÀÁijusµt、よりÂµのÃÄÅ

iÆdjとk、ÇÈの�ÉにつXがd。

・ÊËとの��

`kのÌりÍ�と対象児のÎÏi\p、Ê

Ëkの��とÐ_tÑ]¸Xが_��i

すす d。

ÒÓÔ~�の�ÕのÖy�X¢

〈×ØÙkのÚÛÜ�¹〉

・ÝÞーÛのbß

→対象児s_の�à�áがÆ_âdように

�ト��のÝÞーÛi°½ãtてs_~

�にäsう→ÝÞーÛと�ªのシンåæ

çè育者が先u]りtて声syすdのk

はXµ、対象児の�à�ái待つ。

現在、ÌりÍ�中kあd。

〈質疑応答・参加者の�見〉

・����との�¶·inっv����の大

切³i知っv。

・ÊËとの�絡i¢のようにとっていvs。

　その頻}は

→電話�絡i�っv。uv、毎日kはXµ、

��ÃÄにつXがっv¡X¢、よµè護者

の�と話itていv。

●年中男児・広汎·SÃ障害

〈学年当初のÌりÍ�と����〉

・基本的Xab習慣ieにつyd

→è育者がそばに付l添い、様子i見Xが_

声syi�う。

・bªとbªの�、è育室s_�Xい

→è育者や他児と[iつXぎ、集団�ªiと

âdようにすd。uv、ÃÄtv¡にはv

µ³ん� d。

〈食事面についてのè育��と����〉

�年����自分１人k昼食が食べ_âdよ

うにXd�

・フォーåi自分knつ

→対象児がフォーåi¯り、è育者が[i添

pd。

・フォーåに刺tv¥のi口uk運ぶ。

→è育者が食べ物i刺t、フォーåinv¸

d。

・昼食の¡�に興味inつ

→午前中にe体iªst、お腹がÖµように

すd。uv、食事¡�i遅_¸vり、雰囲

mi変pdといっv工夫iすd。
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〈夏休み中の取り組み〉

・今まで行っていた“全介助”をやめ、食事

の一部を援助する

　（例）ごはんは保護者の援助を受け、おか
ずは一人で食べる

→日によって差はあるものの、自分１人でよ

S食TるよUにVったW

〈XYZの[\〉

・]^_い`日によってabる

→[cをdに取りeい、食事のfghiをj

kするlZで、mのnに]oで食Tるもの

`bpるよUにVったW

・qrsを食T^るtuvをwbU

→]^VものをxVめにyzても{UlZ

で|}~`食T^る��をwbUよUに

VったW

〈���での���g�〉

・�������の���

→|}~のu�に�い、��`�のみの援助

を�ていたW食事�での��は�り、��

tu`��p�SVったW���での��

�g�を�� ¡を¢£�、¤¥¦に��

�����を§¨�たWmの©ª、«¬

日、自分の®で食事をするlZ`で^るよ

UにVったW

〈まZめ〉

¯°、|}~のよUすは±²�、自分一人

で食事をする³´µ��¶lZ`で^るよ

UにVったW今·も�������を¸や

�たり¹{�たり�V`{、º援を�てい

^たいW

〈»¼½¾・¿ÀÁのÂ¢〉

・�������を§¨�ていSlZのÃÄ

ÅをÆった

・Ç分`の{VいnにはÈU�ていたp

→ÉÊËp{援助を�ても{UVÈのÌÍを

�たW

・食¡を行った`、ÎÏÐÑ`¸ÒVい

→自ÓÔ~によS¢{zるvÕÖ×のØÙ�

もあるWÚ§ÛÜ�を¢£すZよいW

Ý´中Þ~・ßàátâã

〈ä´såの取り組みZæçèé〉

・��のáêを明瞭にするため、咀嚼®をつ

�る

→食事の際、担任又は補助教員`付^添い、

よS噛oで食TるよU指導するW

・新たV環境に慣zる

→登園nに ¡室前で待Ë、迎いyzるW

・自分の�ッカÑ・机VÈをÕÒる

→マÑhシÑiやビÏÑiテÑ�の�印VÈ

を¨い、Â識づ�を行UW

〈ＡＢＣ�グの§¨〉

・１つの行動に|� ¡ÁのfポÑ�`途Ä

zて�まい、|}~`戸惑っているZいU

lZ`bpったW

・視Õの手`pりZ声p�のみのfポÑ�に

Vり`ËであったW

→視Õの手`pり＋声p�にÀÒ、 ¡Á`

手を添ÒfポÑ�するlZでu�につV

`ったW

・行動記録をZるlZで、指導のタgミ�グ

`より具�¦にVったW

→��を¢£�、�モÑi�テッ�で取り組

oでいるW

〈２ä期の ¡��Zæçèé〉

・ ¡ÁZ一緒に朝の�º度を行U

→絵カÑ�を¨い、流zをjkで^るよUに

するW導ysåは興wを示Å�、焦りをv

じた`、繰り返�の指導によりx��つ�

�ÑÜに行ÒるよUにVったW

・ÉÊËZのコミÐÏケÑショ�の方法をÆ

る

→ﾞqもËゃを取る・投げる″ZいU行動`

¢{z始めたWＡＢＣ�グに行動記録を

Zった©ª、|}~Vりの他ÁZの関bり

方であるZいUlZ`bpったW³コミÐ

ÏケÑショ�の方法¶

今後の目標として
・±全V方法でÉÊËZコミÐÏケÑショ�

をZる
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・友だちと遊びたい時のサインを決める

ということがあげられる。

〈まとめ〉

・新年度の早期によく様子を観察し、対象児

の状況に合TたUVをWXることのYZ

[を\Tた。

・UV]^が_`aると、対象児にbcがd

de対fがうまくいdgいということが

hdTた。

・ijkのl観mnop決をしようと`るの

mqgく、rstuvをwいることmxy

dz{|g対fがとれるようにgTた。

}~���と対fの��を��`ることがm

�た。

・����を`るだ�mgく、��に�を�

�X���dらの���g��の���

を��た。

〈��f�・� kの¡¢〉

・£¤をz�¥にいることm、¦§m¨©し

たe、ªいが«�Xいる。¬dら¢®し

Xい�たい。

・年¯を°しX����を��しXいくこと

のYZ[を\Tた。

±年²³児・´µと¶·の¸¹º»の�い

〈¼年½¾のよう`〉

・¿のÀeのことqÁÂmÃÄうと`る

}ijkに��[れることをÅう。

・Æ児に対し、ÇÈ�にÉhÄうと`る

}ÊjËンÌÍのÎÏのÐと、ÑÒÓÔÕÍ

mÁÂのÖ×ちをØÙ`る。

・Úく、またÛ、しÜがÝ、zまÝgÞの·

ßがà�

}á«âãäにåいX、ijkの��がgい

とæçmある。

〈年¯UV〉

èé�合ijにå�るê¯ëくe」

―個と集団の在e�―

・遊びを°しXê¯とÉhる

}ê¯と�緒に遊びたい・Éheたいという

Ö×ちqあるが、¿�がzいXいd¥制限

がddTXしまう。

〈対象児のよう`とijkの取e組み〉

○� しÃ`い遊びを提案`る

}こまdいルÍルがあるÐのよe、Um¢X

hdeÃ`いÐのが{しXいた。

è―５月é�Üん�ん電車」―

èèねらい：ê¯と遊ぶことの楽し[を\る

}Æ児の後Äに連gTX、同�·�を`るこ

とに楽し[を��るようにgTた。Æの遊

びをしXいる最²mÐ、�Üん�ん電車

が始まると�を止め、� `るようにgT

た。

è―９月éコトuコトu」―

èèねらい：相�の·�にÁÂの·�を合hせる

}握力が弱いため、Æ児と同�ようにゲÍム

に� `ることがÝ¥dしdTた。ijk

とペアを組み、対象児の�力に合hせX·

くことm、æçを避�ることがm�た。

è―á外ij―

èèねらい：ê¯とÚくことを楽しいと��る

}æçの伴う場所mqijkが�を取る��

があTた。��[れXしまうことに �、

ê¯のペÍÓにzいXい�gいことにい

らだz姿が¢られるようにgTた。Á由に

·いXいい所と、ijkととÐに行く所を

¬確にし、約束事と`ることmめeqeが

z�、余裕をÐTX取e組めるようにgT

た。

〈Ù在のよう`〉

・クラÓのê¯に話しd�るようにgTた

}�緒に遊びたい時に、ÁÂのÖ×ちをØÙ

m�るようにgTた。

・周囲の子Ð対象児に対しX思いÃeのÖ×

ちが«まれた。

}対象児の伝�たいことをくみ取Äうと`る

ようにgTた。また対象児がhdeÃ`い

よう、ゆTくeと話しd�る姿Ð¢られる

・ijkの��が��g時、み¥dら�を引

�、\らせるようにgTた

〈今後の課o〉
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・他児によりわかりやすく自分の気持ちを伝

える

→専門機関との連携をし、発声の練習

・聴覚での理解が優位であるので、視覚での

理解力を高める

→STUVWXのYZ

[\とめ]

・^_`がaりをbcるdとで、ef児の気

持ちをくgとり理解するdとがhiかし

くWjklmnopや声のqUr、stu

vwUWX、ef児かx発yz{る|のか

x、気持ちに}り~�dとが��であるn

・��の�のe�かx|������mくz

�あるn�ある��かx、^_の�rqと

Wるdとを�かしkl�mln

[����・��`の��]

・��機関WX、他の専門機関かxの��W

p�を�klくdとの��zを�jmn

・ef児にeしk、�りの�の� の¡¢�

あjmかn

→£¤Wdと・��Wdとを¥¦ruよく伝

えklく§¨をしmn

・ef児かxの�©oªを�«とzWl¬力

が他児に|伝わり、ll®を¯えkl

mn

[°±より]

²³´µ¶·¸¹º»¼½Uq¾に¿lk

ÀÁ¹ºがÂ�mÃ、ÄÅので�Æと、ÄÇ

のよ�すをÈÉÊに»¼するn¹ºの理Ëが

ÌxかにWるdとで、ÍÎか¿��We�が

ÏÐとWるn

Ñ^_`のÒlや、ÓÔによるÕÖÉ�»¼

をとる×でØÙWln

²STUVWX視覚の¤がかりに¿lk

・ef児がÚにeしkÛjklるのかをよく

�Üめるn

・ Ýでoしm|のや、Þßをàjm|のが

áâÊであるn

・ãÖに�äåがかかるとl�dとをæçに

èくn\m、ef児のé�を�Wがxêë

i¿増やしklくとよln

²��の�にeしk

・^_`の関わり方次第で、\わりの�の�

 が¡わjkくるn

→£¤Wdと、��Wdとを個性としk認め

合えるよ�W環境づくり
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