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夏期宿泊研修会

第 37 回　夏期宿泊研修会

　（夏期宿泊研修会兼新任教職員研修会・

10 年教諭研修会並びに免許状更新予備講習）

月　日　　平成 20 年８月 26 日

場　所　　大礒プリンSTUV

　　　　　WXンYンZ[\T]V

講　^　_`a　bcde

　　　　　（fghijk教lmn研o所）

U]pqrstuu`lvuwxyzz{|大

　　　}に~�

�`l�nx���

　　　wそれでxxよだxじょうぶ{�

俯瞰図番号　D3 � I　D4

＜開講式＞

○挨拶　会長　井上　久先生

　　　　市民・こども局こども本部

　　　　　こども青少年部部長　川北　純一様

○紹介　講師、市民・こども局こども本部参加

　　　　者、STUVWXYZ参加者、[\]

　　　　^

○_`aXbZcdX

・研修eXfghijk開lmnop

・U^qrstuvw講x開lmnop

＜yz会＞

{|}~m

○ �����宿研修������

������本���������n���

�こ�こ�|���m�op�����o�

������ n�¡�¢

○研£¤紹介

○¥¦§�� ¨��©ªp

・«¬|ªp一®¯°|�o¢«¬�±��

も«¬ª²³o��m«¬ªpo�¢

・´�µ�¶��m·V者m�¸����ªp

o�こ��、µども�¶¹º»¨�、��¼

�½�¾��¢

○¿À�´±°oo�Áo}Â�Ã�

・·ÄWXYZ°ÅÆªpo�Çµ

・ÈÉmÈÊ�¾p�oµども�·Ë者�Ì

~、ÍÎ³ÏhWZÐ¢�����ÎÎ°Áo

}Â�Ã�

○µども¹º·V者|ど���m�Ñpo�Á

¡�¹�、ÒÑp���¢

・ÓmÔ�こ�°Õ�Ö×Ø�Ñp��¢

・ÖÙ�ÚÛ、Ö×�ÜÑ�こ�Ø、ÝÀÞ

�¥Ø¹�m��¢

{ßà«¬UVmnop

○á年â¹ºãâä

・ßåUV¹ºßà«¬UVæ¢

・çè�有無m¹¹¸ºず、³べp�µども�

«¬ªpo��o�発想¢

・�々�·V�中°、�こ�µ��~m何¹ß

àmªp�Û�o�¹ºlÎ�¢

○�´±°oo�　Áo}Â�Ã�

・発ÊØアXバラXス�µm共感ª��¢

・他�こ�比べº±�nº��受��~��¢

・本��暮ºªm��m目�向���¢

・�困っ�µどもØo��¹º�µどもØ困っ

po��¢µども本��困�感・暮ºªm�

�m目�向��¢

○µども�¶�n�Ø��~�障Øo��®

生Î±�Øºm¾nß性°��こ�

¸ざ�°|�oこ�

誰も悪��oこ�

○n�Ø�UV

・連携�協働　誰¹�悪者mª�o¢

µども�放置ª�o¢

·Ë者�追on~�o¢

担任�１�mª�o¢

・１��µども�o¡o¡���½°«¬ª�

�¢

・´±ぞ±�立場°nºo思o�ªpo�¹も

ª±�o¢Á¹º� �°ÒÑ��¢

{障Øo�o�こ�

○障Øo�|何¹

・������°受�止~º±�o��m、障
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がいという言葉が生まれる。心の持ち方。

・人とコミュニケーションがとれたら、障がい

とは言わない。

・子どもなりの発信のSTUV方、WX方YZ

[\う。

・]の子の^_な`とYabい`う。

・言葉のcい方deYfTる。障がいが]の子

のghbiはない。jのと`k、l障がいの

mる人・子どもnはopがない。

q rsrtuvwx障yz{|と}~��~ー・

障がいY���d�[、�方�d��gる。

・}~��~ー����d障がいがm�bも、

�会���がi_る\うd�[る発�。

��|��、���、��子、��、

q rs���� wx生���z{|と�ニ}ー ¡

¢£¤ン

・�¥aたいと¦�た§、¨©Yどうª[たら

\い«、どういう¬がª[®�¥i_る«

Y¯°±�[る。

・�ニ}ー ¡¢£¤ン�障がいの²oiはな

±どの人もcい³gい\うd�[る発�。

�|´µ�、¶·の¸¹、}ºの�»

・rsrtu «ら¼½¾¿。

qÀÁY�ニ}ー ¡¢£¤ンÂgる。

・子どもが`れYaたい、子どもd`れYab

Ãaいと�[た§、どう¬Yª[たら\い

«という発�。

・障yのÄÅの²od««わらÆ、ghbの子

dわ«り³gいÀÁ、ÇÈa³gい¨©Yf

±る。É³«aiはない。

・`れまi]の子dÊわ�b_たËÌ�Ê・À

ÍÎ«らのÏÐYもとd�[る。

・心の�ニ}ー ¡¢£¤ン

jの子どもたちがÑ人dなると_dは、gh

bの人dと�bÒÓ³gいÔのÕdaな±b

はいTない。

Ö発×障yの子どもとÊわると_dÑØdaた

い`と

・Ùp�・人�¨©Yª[る

・ÚÛ・ÜÎ¿のÝ_«TlÞいYßVàうn

ÖÁÓたい`とl´zYÑád¦う心n

・â心abãäi_る¨©våæº・çè|で
あることが大事。
Ö]のたVdé要な`と

・åæºはåæºとab進Vる。

�集団の流れYは�_り示gとわ«り³gい。

・子どもの居場所Yf±る。vシェ¡ター|

�落ちf±場所・落ちf±`とYßVる。

�ãägる前d対応gる。

�戻�b来たらST入れる。

・ÏÐÀ障と見通a

�見通aY持たせる`とがÑØ。

�ÏÐY伝わる言葉iÀ障gる。�話a言葉・

¥作の言葉・視覚の言葉

・ÀÁÎとabの技Ya�«り磨±。

ÖÀÁÎd伝[たい特別��

・幼稚園は遊びY通ab子どもYa�«りÁb

ると`k。´zのÀÁY見直a、ghbの子

どもd役d立�bいる`とY´覚gる。

・ÀÁÎが表Ï豊«d話a«Tる。

�音声言語だTiな±、表Ïi示g`とi伝

[る。

・いkいkな身の`なaY覚[る。

�体Yc�た遊びYた±さん取り入れ、心Y

Z[る。

・１日１回ghbの子が目立f場Yf±る。

^_な`と・得意な`とY生«g。

j持�bいる力i楽aむ。

`れだTi、幼稚園d±る意味がmる。

qもう１度、edなる子ども«ら´zがどう見

[bいる«Y振り返kう。

q]の子の得意z野Y見fT出a ､ÀÁÎも´

zの得意z野Y見fTる ｡]のÕd子どもと

àうと`kがmる。
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全体会

第 37 回　夏期宿泊研修会

（夏期宿泊研修会兼新任教職員研修会）

第１分科会

月　日　平成 20 年８月 26 日（火）

場　所　大磯プリンスホテル

講　師　久保S　TUVW

（XYZ[\]^Y_`ab教cde研f所

　ghijk）

テlmnoabpqrstuvwxysz{|

　　　}c~�

�_`ab教c�o�sp��教c�

�瞰図番号　D3 －ⅡⅢ　D4

○特殊教育から特別支援教育へ

・特殊教育

→障がいの程度などに応じて、特別な場で教

育を行う

・特別支援教育

→特殊教育の対象となる子どもを含め、子ど

も１人１人のS教育TUVWXに応じYZ

[な教育T支援を行う

○教育TUVW

１\]^_`にabがcd子ども

efgabで障がいがhijkる子ども

l\mn^にUVWがopqr_る子ども

stu・vwxqがない

・かpとyz_い

・{|を}y、~kる�など

���１、lに含�kる子どもsabの��

に��ら�uの�てが支援の対象となる

○��障がいという��・���

]�kながらにもc特�で�るが、efg期

の��abo�yい����が�じる���

z育てにdj、�yて�人の�らyにdjに

x�_る ¡が�る�

�abの��に��ら�、特�に¢£いY支

援の¤¥

○cながる教育s¦§・¨©u

・ªpている子どもを«¬yないYめに

・ªpている���をい®めないYめに

・ªpている�育�を¯°j±ないYめに

→子どもを²³な人の´で支援yていd

µ¦§¶·をcdるYめにµ

・n¸の教¹º»¼がcながる

→n¸支援½º会の¾¬

・¿À�とcながるs���を含Áu

→特別支援ÂVÃÄÅVÆVとÇÈ

・É別の支援ÊËを°てる

�対象gのÌをÍÎにでqるÏÐÑ£drが

{[で�る

○���とcながるYめに

・���対応のÁ�かyjを�じているÒÓが

Ô�ÕÖにdら×、fØnの�がÙい

→ÚÛÜnとÝrÞ�Ünのßàがáâyて

いると��らkる�

�ãをÓ�±、ÂäåUæVçèンをとる 

¡が�る�

・�育�が伝�Yいことと、���の思いがか

みÓpていない現状

→S教育�針を理解yてもら�ないXS��

�が過��になr_ぎているXという��

を_ることが、�係を悪化j±ている場Ó

も�る�

・���の思いを受けとめる

→聞q手の姿勢によpて左右jkる���が

多い�ªpYことの報告ばかr_るのでo

なd、���の言いYいこと・思いを受け

とめるYめの¶·£drが ¡となる�

µ���をとr�d現状と�の悩みµ

・母子１対１s密室�育u

・ÇÈÇ手の�足

・�音を}±ない

・育gの評価＝���の評価という��

・責任o�て���という思い込み

・マUåアルz情報の氾濫

→¯独�、���へとcながpている
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○障がいを持つ子の保護者の思い

※障がいの発覚は、①妊娠中②１歳半検診③

幼稚園入園後の３段階に分かれTUVW

がXいY

Z[\を]^_保護者の思い`abcdはeの

fgにhijkいlのかm

nmopqr

smtu

vmwjxyz{

|m}~

�m��

�n��yいg�にhijkいlY����、

��j���か����に���れTの�は

�いY���abcdを�k、障がいを]^

入れ�れTfgに��kいlY

����後に[\を]^_保護者は、�半が

入園�に��}~�の�に ¡jkいTUV

WがXいY入園後に障がいが発覚�T¢£は

¤の¥¦か�n�opqr�yいgcdy�

Tの�、保§者はf{¨©�子§kª«が�

¬�TY

�入園�に®の¯°y°�{を持�kいT保

護者は、�±��y²³れT´µ¶·に¸j、

¹º»を持�kいT¢£がTY¼�、º½

°¾をj�か{y¿lÀyが�Á�TY¤

の_�には、保護者の思い`¹ÂmをflÃ

�、Ä¼j、Åºを持�k���TfgÆx

ÇT�¬がTY

�¼_、保§者のÈÉは保護者にy�kyk

�ÊËÌがT_�、¸~�TÍにはflÎ

Ïj�^れ³���いY

○Ð´µÑのつ�が{

ÒÓÔÕVÖ×ØÙÚÛyはÒ

ÜÝÍ�Þ¯ß分àか�、障がいのáâに°

���、ãäをå�kいlÀy

ZÐ´µÑ�ÓÔÕVÖ×ØÙÚÛをæ�kい

l

Ü\çを�j£gÀy�、è�の保§がf{

éêjkいlY担当Ð諭が１人�悩むの�

は�l、園¶体�子e�を見kいlÀyが

�Á�TY違�_立¢か�の、違�_Ï

見が、Ð´µ¶体の共áの財産y�TY

○®¯°、®の専門´yのつ�が{

Z障がいを持�_子e�は、入園�¼�に医療

¯°y°��kいT¢£がXいY

Ò園にy�k身近�専門¯°yはÒ

Z福祉¯°

Z医療¯°

Z子§kª«施設

ZÐ§委µ会

ZＮＰＯ、�学

Z母子保健`健診yフォロVm

Z盲、聾、養護学校��e

Ò®の専門´yはÒ

Z保健士

Z臨床心理士、臨床発¡心理士

ZÈ語聴覚士`ＳＴm

Z理学療法士`ＰＴm

Z作業療法士`ＯＴm

Z特別ª«学校、地�ª«部

Z市町村Ð§委µ会、�学／研究¯°

※問題y��kいTÀyを園の中だ^�解決j

fgy�Tの�は�l、身近�専門¯°を利

用�T

○グ×VプÕズZ発表

テVマ：�rラW内の気に�T子を取{巻lã

���äは、eのfgに��kいTか�

Ò発表y久保山±�の解答Ò

Z就学に_�k、保護者の方yÏ見が¹一致

Ü園�決定�T�¬は�いY園�行�kいT

«助内容を常に伝�kおly、就学¥検診

の¥�eに役立つY

Z各園y�®の¯°yの連携をy�kいTY療

法士の方のアドÕÚWに助^�れkいTY

Z園長、パVト勤務の´µを含�、園¶体�話

j£g¢を設^kいTが、改�k¤の�Áさ

を\�_
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・担任と補助教員との連携を密にすることが大

切だ。どのような保育をしていきたいのかを

情報伝達する。

→保育案STU案VのWXをしてYるとよい

・Z[の\]との連携^大切だが_`abc情

報が^dているのefgというhiがjる。

S保klが_m育nopqのrのsZをtu

にvwているというtxがjwたV

→bcのたyefなz_Z{|のたyにm育

nopqのrにsて^}wているという

ことを保klに伝~る。�うするとm育n

opqのrの���^�にな}なzなる。

・保klに_�の\]�の��をすすyた�に

��]�が�dてし�wたことがjwた。よ

い伝~rfjるのか。

→���をZが��したいのefなz_��

期��・�期m育�の大切�を伝~る。�q

���qpqの��がjるとよい。

・保klとm育nopqのrの]�が�zなw

てし�うという�q がjwた。

¡保育lS¢£Z教員Vf_¤がいの¥¦§e

fないが_¨©にeきることfªなのかを«

に¬~ていz®がjる。

¯°¬±²¯

・³どきし´うがい�のµ¶·¸¹

ºdºdz}»¼¹

»どう½

・¾¿ÀqÁÂÃÄÅに育てる 1Æ のvÇ¹

ÈÉÇ¹Ê

・¢£ZËÌう¹ÍÎÎÏÐÑÏ

夏期宿泊研修会（第２分科会）

日　時　平成 20 年８月 26 日（火）

場　所　大磯プリンスホテル

講　師　平田　智久先生

（十文字学園女子大学教授）

テーマ：「子どもの興味・関心に応じた保育とは」

俯瞰図番号　E6 －Ⅰ

�ÒÓÔをÕyてzだ�い。�

SÖ×なØが�sÙがるV

ÚÛÜfなz_どのようなØにÕyるかÝÞ

の^ßàej�_c�dád�Õyる�に

fÖ×な¬~rがjる。

âÒÓÔeÖ×な^のをãzるä

åÒÓÔをæのようにÕy_çzのcとèべる。

・・・どち}が太いか

・・・どち}が長いか

・・・どち}がしわzちゃか

S大cのæのÙ�な作�rの概念とf異なるV

・子ど^が_�た目にf綺麗eない^の作wて

持wてきた時に_保育lfªて言wてjげる

のか・・・。子ど^f大cの目を�ているの

e_�Ù�に�sたね�と口先だけe言wて

^子ど^にf伝わ}ない。

x~ば・・・○両�eお団子を作る

¹¹¹¹¹¹○ボpoをかける

¡ 3才�f�~ない首のボpo

¹をかけることが�sないのe

¹無理にや}せない

Ú造Ø^�の子の�達に合わせて行なうべき

ejる。

¡右�と左�が違う動きをすること＝W応動作
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・子どもたちは、新聞紙を丸める動作を、床や

机の上で丸めたり、お腹を使ったりしながら

精一杯作る。

保育所はそのSTをUVWXYZ[を\]^

_̀ abcdeZfgがh_iるはjでkる。

l新聞紙をmる

nopでqrstっuりvwx

y

z{Vや|r}~z{Vsir}

zopでtっuるZ、�qs��の�rZ��

]らmV_ri。|るZ、mりvっ_rるwち

sXYZ�rkっ_rた。}

・��a�動sな]な]��しなr子sは、新

聞紙��はZ_も�r。保育�は�の子Z�

�|る�Zで���の��Zなる。

おqrが新聞紙をtっuりvw�Zで��ち

が��る。���

�保育�は紙[などを��し��s り¡Vる。

lmrた新聞紙を使w

zmrた新聞紙を床s¢£¤め、その�]ら¥

の�srるもの、¦s§¨でrるもの、動©ª

srるものを«し、¬�sU^る。}

・̀ �¨な�がkった�eなどZ子どもがし

]®_£た¯、保育�はど¨なs°しi_も

しを聞£、そし_しを±²、³Z³を´な

²るためs会をµ¶^る�Zが大{でkる。

→¬�への思rやり

zmrた新聞紙の�]ら何枚]選¨で、どの�

ws組みv�^たら面白r�sなる]考え、の

りやセロハンを使っ_´な²る。}

�折り紙などを使っ_イメージs�づ®さ^る。

z動©や、¥の生£©などグループs分®模�

紙s貼っ_ri。}→グループ化した�Zs�

りイメージを共有しv�Zがで£る。

・mrた�をU_何sUえる]想像を深める。

・作っ_riSTでp間がで£たり、動©がで

£たり|る�Zで子どもはX信を�´。

〔折り紙を使った壁面〕
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・折り紙の縦、横、どちらからハサミで切り込

みを入れても作れる方法を、保育者が考えて

おくことで子どもの失STをUくVことがで

WるX

子どものYZ[\]^_`て切り方[aがb

cるXdea

この_fcghijがkくlると_m

nToるn考えるnpqVるrst・uvりw

考え込xのでycく、このz{を|}て~�

VるXdea

・�の�が����}�もの^���れ、��

と}て����が�がるので、��を}�と

}ても�れyeaとcるX

・Toること、考えること、pqVることから

ea��る��のj��くりがとても��で

lるX�の�^、子どもが��ることを��

�るのが保育者の��でlるX

・��紙を�`� の¡my、子ども¢の£¤

¥£¦§とcり、¨©^km切れ[Vくª«

c¬�®を¯°VることがでWるX

±考の²と�れる³´tを育てる��^y、

µ¶だけでy_くcmX

○pq＝表¨

○興味・関心＝考えることrT覚器官^直接働

nnnnnnWかけるw

・{まり保育活qy、子どもの興味・関心を基

^yo�ることが大切でlるX

第３分科会

月　日　平成 20 年８月 26 日

場　所　大磯プリンスホテル

講　師　倉橋　孝　先生

テーマ：「いきいき音楽表現あそび」

俯瞰図番号　Ｅ６－ⅠⅡ

〈f�l�び〉

１．『もりのくま�ん』

☆かえるのf�の_fc輪唱y幼児^y不向

W

☆追mかけ`この歌が_m

♪大Wcf�

♪こぶ�ぬW{ねこ

２．『大Wcf�』

おおWcrおおWcwf�だ_rf�だ_w

lの[まのrlの[まのw

xこfからrxこfからw

WこえてrWこえてwくるだろfrくるだろfw

おおWcrおおWcwf�だ_rf�だ_w

ちm�crちm�cwf�だ_rf�だ_w

lの[まのrlの[まのw

xこfからrxこfからw

WこえてrWこえてwくるだろfrくるだろfw

ちm�crちm�cwf�だ_rf�だ_w

こわmrこわmwf�だ_rf�だ_w

お�ろ}mrお�ろ}mw
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うただよ（うただよ）

おばけが（おばけが）でそうな（でそうな）

こわい（こわい）うただよ（うただよ）

☆こわいけどゲームになる

やさしい（やさしい）うただよ（うただよ）

うつくしい（うつくしい）

うただよ（うただよ）

きれいな（きれいな）こえで（こえで）

やさしい（やさしい）うただよ（うただよ）

☆年少にはやさしくは表現できない

年中以上向き

うるさい（うるさい）うただよ（うただよ）

あのやUの（あのやUの）

VこうWX（VこうWX）

きこえY（きこえY）くるだZう（くるだZう）

うるさい（うるさい）うただよ（うただよ）

[\]しあわ^なXY_たたこう`

しあわ^なXabcたたこう

（いたいdいたい）

しあわ^なXabcたたこう

（いたいdいたい）

しあわ^なXdたいどでしeそうよ

fXdghなでdabcたたこう

（いたいdいたい）

しあわ^なXijはるg（kー）

しあわ^なXijはるg（kー）

しあわ^なXdたいどでしeそうよ

fXdghなでdijはるg（kー）

しあわ^なXlmnop（qrでsW）

しあわ^なXlmnop（qrでsW）

しあわ^なXdたいどでしeそうよ

fXdghなでdlmnop（qrでsW）

☆tやuだけではなくvwxyしYいるz_

{|}れY~しV�よい���に

しあわ^なXdさいし�WXdで��

y�Y�~しVzができる�

�\]�い�しY�ど�の�`���cー�

☆��は�|やsくv�く�|s�YしUう

がv�えYいる以上に�ついYいる�どh

なr��で�いYいるW_�えYv�Xな

いで�く��_�えYいく�

�\]おはようの�`���cー�

 \]おやsgなさい`��¡cー�

☆¢£は�¤_¥eる

☆¦_sる（§¨©）ª

☆«¨ー¬のわ|で¦_sる

☆«¨ー¬のある¤の¢£では¦_しない

®\]¯きなの°いなの`

☆ゲーム±²の³´（µ¶など）はv�ど�

が·たるような¸¹_sる�·Yるº´_

»わ�Yいる�

µ¼½¾ー¿ÀÁÂ¾ー¿ÀÁ_ÃÄしYÅÆ

ÇÈのÉÊ

ËÌÍ（ÎÏdÐ）

Ñ¼½¾ー¿ÀÁにはÑÑÑ

ÒÓÔp�lÕnがある��Ö×はlÕn

_ÃÄしYいるzがØい�ÒÓÔpはv¦

のÙが少なくYÚいので��向きである�

ÑÛlÀÁ（ÜÝÞÝßÝ）

Ñàáâãäm（åæçæèé）

ê\]けhばhバ©ご�こ`��[cー�

dd]119 のきゅうきゅうしゃ`

☆¼½¾ー¿ÀÁの指�sる�にjの位置_

伝える�にÃÄsる�わW|やsい�

☆�ど�が~しhで¼½¾ー¿ÀÁができる�
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☆ゆびの形を作っていく。

（ド・ソ）　（ソ・レ）

・鍵盤ハーモニカを使用して研修を行う

♪キラキラぼし

①ビブラートをかSて

TUのVWビブラートをかSX

（ソYラZ[行う・\Vを使用して行う）

]^・^・^_]^^^^^_`aをbして

かc行う`dい。efaをbghWf] ・̂

^・^_`行う。

ijklkmをしnoc

pqrsラtmuのvwxyz{|ー}

☆~�を�い�いかw~�の��を��f�

�を����ていく。

�s�Y����（����って行う）

��{�（{[�を���X）

U�{�

�X�`��って

�} k¡k

¢っ��・・・�£w

¤S��・・・¥�¦�

¥い�の�・・・§¨い©�ª

☆~«���¬�¬[�行X

�n®n®��¯S

・°±���・²X

・�³[´W²X

♪n®n®　��¯S　��o¯S�c

か��しµ　�~��しµ

・°±���Wnっ�c¶ドk·[§し�を

¸¹S�いfº�W»の¼�を�¹SX

（�½ー¾¿ーW行う）

♪n®n®　��¯S　��o¯S�c

か��しµ　ドkÀÀ

・{��Wnって行う。{�[�³[´W²

X。

1Áqrn®n®Âk�xyzÃ|ー}

・Äしh¹�ÅをÆÇしていく

11qr�«nÈWxyz{|ー}

♪�«nÉうW　�«nÉうW　�«nÉう

Wし�cÊË�nÌーÍをºX

�«nÉうW　�«nÉうW　�«nÉうW

し�dÊ�ÎをºX

・Ïの�をÐÑして��か�X

1Òqr�し�しÓÔn«のÓÕxyzÖ|ー}

・¥¸cÓ（×�¸�）

Ê�ØしÐ[ÙÚを作X

・か¸`Ó

Êし�をÉÛ

・Ü�Ó�Ó

ÊÜく

・§��Ó

ÊÝX

・ÂkÞÓ

Êßの�のàのá[行う

☆Ë�nâãをして�dい

1äqråいbのs�æçx

�qい¹の�`èかåいbして×c«

　¥«n�`　�«n�`　¥っ�[しµ

　う�しかっ��`　§�し¬かっ��`

　い¹Wnって�　�º�nい

éqいちÎ«じゅうをåいbして×c«

　��の§花�　��いW咲いて

　�うº�　ª«nは　�年生

☆�任oÜいていX`fw~�W感情o伝�
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り感受性豊かになる。

☆子どもが泣いている時は「泣いてはダメ」

とは言わず、泣いてもいい事を伝える。

☆ＡＣＴＨ＝ストSスTUVW

泣X事YストSスをZ[Y\る

]^_に`aてbcd

1efghijいbklYとmnopqrstu

1vfgwなxをずtyとzるか{opq|stu

}~��b�か{c�を��jて�yxもb

1�fg��とに��とにwりがとmo

pq 1� stu

第４分科会

月　日　平成 20 年８月 26 日（火）

場　所　神奈川県立城山公園

講　師　神田　浩行先生

（環境共育事務所Ｋ＆Ｋプランニング代表）

テーマ：「自然のあそびをつくる」

俯瞰図番号　E4 －Ⅱ

����t�W���������Y�い�

�����るもbを�������

 ¡bもbを�������

¢もも£¤なもbがwる

¢¥t¦をかえる§とYいX{Yも¨©る

ª�わ{j©«�¬y§

を®い¯に°ているもbを±²aていX

��³}¡´はµ¦u¶t·¸WY�い�

¹���wº»を¼える

���b¡½¾¿を�XÀえ、Á{いをÂ

てる�wº»�ÃÄÅÆ�

wº»bÇをÈ�Ut�にÉÊjても{い

ËいにÌÍをjÎm。

Ï�Ð�Ut�bwº»をÑÒ�る。

ÓlÔÕÖ×Ø

をÙ©てスÚtトとÛtUをÜÝÞßに、

²なà。b¾¿に�りÙ©るáâ�をãä

り、åにÛtUjx�がæç。

Ó��èXわ{いØ

紙皿に落ç½枝を使yて顔を²Xる。èX

わ{いを�る人は目隠jをj、Èb人が�²

ず²パtツを手渡�。

Óhかな²りØ

½枝にVtUY輪を²a、枝にÚコ糸を²

a、VtUY釣り針を²Xり¨ぶ。

Ó言�jØ

Ü文字ず²¾定b範囲b場所にカtドを隠

j、�lxカtドY��b中にwるもbを�

る。

Óxか{�jØ

Ä秒間、を±Õてºれと同じもbを±²a

る。

Ó触yて当て�mØ

中b±えない袋b中に、½枝を入れ、手h

àりY何が入yているbかを予想j、同じ質

感bもbを��。

Ä�講師�り

}��とb対話�¡、³、大\h、不思議h�

}��へ意識を`aる��X±る、�X聞X�

＊従来

}飼育栽培、��を背景とjx¨»＋��

���を対象とjx¨»

＊今後

}��に目を`ax社会

⇒今wる限{れx��を生かjて¨ぶ。
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子どもにもその存在を知らせる必要がある。

それが求められている。

第５分科会

月　日　平成 20 年８月 26 日（火）

場　所　大磯プリンスホテル

講　師　平山　許江　先生

（文京学院大学人間学部教授）

テーマ：「10 年教諭研修会並びに免許状更新予

　　　備講習」

俯瞰図番号　A.M.　D1・D2 －Ⅲ

　　　　　　P.M.　E4・E5・E6 －Ⅲ

●発達の理解

○発達（development）

・→包VがWXれる。YZ[\てい]ものが^

_て`る。a]bものがcdるのefbい。

・発達gいhijfklmfnoにfpdqにk

rs・rtgい\てい]。

○uvwxy

・z{が|hg}~にe�る�hにbるgいh

�_�。�_�k��の��を�]子gk�

ていbい子ef�れる�hにbる�がbい。

・子どもにf}~に�る�gを��。必~�に

bる���にbる。

○��期

・���い�期に�らbいgその�の発tが�

`bる。その���bいg�e�る。��を

 知¡る¢bどk���い�を£¤q¥_る。

�¦§�れl¨�の©ªが«dらbい。

○¬発達gf

（®）¯Xら°±²X\てい`。

（³）°Xら¯±²X\ている。´µの¶·k

¸¹¹¹ºv»があるgいh�g。

・�_�k¼½・}¾¿fい�Xらe�]XÀ

→�\]�k�µÁめ]�Xらeある。

ÂÃÄXら�Åるのefb`¶·をÆÇ

Èに�Ç]ÉÊeある。

○ËÌ発達（ÍÎの�_�）

・Ïをg\ても発達�ているÐÑ発達。Ò_て

い`ÄÇeb`b`bるÓも発達（�_�k

�Äれが�る）Ô�`bるgb`bるÓ。

・ÕをÖ×ØÙÚ»¡る¢kÛÜ¡る¢kÝb

ÓをÞれてa�いnoßàを�`るá¢b

ど。noßàの�âがãäにbる。

○発達åæ

・その�期に��bÇれ�bらbいÓを��せ

る。Ïçにèé�いåæ（�_�kêë期に

}ìの気[ちを�¡bどの]`¤ん経験�て

お`）根\�にbいg順調にt]bい�g。

基本�信頼感を�`る。逆に¬泣Xbい̧¬感

情を�¤bいgいhÓを教_てfダメ。（�

_�k世の中の正�いÓを教_る：約束正義

感。）その�期に�\てお`gk憧れをも\

]µk目標に²\て}ìを高めるÓk努¢¡

るÓを覚_る。

○現代の子どものtて�（®g同じÀ）

・子tての�²性（�の�hにt\てほ�い）

�代に�\てどの�hbÓを教_るX«d

る。（Ë活�慣の�hb不«�ebいもの）

Âをtててい`X。ê稚園e教_ている発達

åægfÀ

→�_�「あµがgh」「ごめんね」をih

・社会の中e暮ら�てい`]め

・noßàをhま`¡る]め

・「p\]�がki\]�がいい�」

※強¡ぎるg反発¡る。子どもの要求g一致

�ているX。

※®fk男の子ÄXら・女の子ÄXらg注意

¤れ教_られ]Ó…³fÀ

→�代に�\て違h発達åæk³の�代k小

¤い頃Xら早`に交通»Ú»を教_てお

Xbいg命にXXdる。�X�信号機のb

い所efそれほど強`教_bい。

○á¢感

・á¢gf遺伝（Ëまれ��）X環境（�天�）

どちらが強いX。→日本efk�れ��Åる

gいh�_�k環境説（�天�）

・êë期を怠るg将ÅÔ«b�gにbるÀ
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幼児期こそ環境が大事だが、環境がよいとよ

く育ち、環境が悪いと発育が悪いのか？

・根本的な発達を考える。幼稚園→小学校…が

TUVWXない。YZを[くことを育\る。

]か]^を_`aない、bをcdefること

g大hWiる。

・jとkWlmnoがとp\いる事、qrの発

達がst\いる事。

・b、uえ\いる事X、YZのv本wなるか。

本xwyzな事か。{|gが}~\いるgの

か。発達w�t\いるかを考える。

・TUVが^wiる�育���がiるか���

を`る�WX��。→園W 10 ��い\いる

事を�t\�る。

���の大he

��UV�������wなる���n�n�

����園�の�����幼稚園t\��W か��

¡¡¢いる£なのWX？���w¤`る�¥�

�¦��育����の大heを§`

¡¡¡¡¡¡¨

�¦�©学�の������が大ht\ªt«¬

¡¡p|小学校®t\大¯°？

����育��iそ�の大heを§`

→��W§]\い\§の±X²³²³だt«

か？���よ¢�育�のrが§を^´¢

]\µ¶§]\いないか。���がªい«

い事をªえ«か。�育�の·いが¸¹t«

か。

・幼児期�園�、学º期�小学校�の»い…

»¼ことを]\いる¹¬WXない。½tと

¾¿\いる事Wiる。Àiそ�XÁYZの

ÂÃÄこ�なwÅ]いことXない。uÆÇ

Wuえる事XÈÉ。��XÊ的wyz。

→Ë³W考えるÌを育\る

Ë³WÍ~るÌを育\る

Î¢を_\ÏÐ`る

ÑÒをとる

・小学校w®t«�Ë³W考え、Ó¬る{w

なる�小Ô��Õ�ÖとXª¹fない�

・×Øがな¬p Ó¬ない。ÙÚUnÛ]«

{w]ない�育をÜ

・iそ�こそÝÞwÜ

・ßàá�`る{|gâbがTUVWXない

dt«^wiるgのを考える。�buえ\

いる事がàwdるよ¼w�

ã育ちのäå

�zåのÇær�ç¤的WXなく、その{が|

¼á�«かè�の事をÇく�

�é頃のäå

・×導案や計画X練るw練t\いるが、反省や

評価X丁寧Wなく落ち\いる事が多い。

・良いäåとX

＊手早くÇく

＊残`«~WXなく次の�育wYか`«~w

・ね�い�r向性�

＊育t«か|¼か評価Wæるgの

＊具体的wかく

＊広くWXなく絞t\

※やる事が目的WXなく|のよ¼w育t\ほ

]いか

��UV�����ポUト用紙w

Ôßの�の�絵をかくâのね�いwつい\

その{がの�の�絵をえがい\いる時と

X|�な姿かを考える

�ß�oと¢ゲUÖâの��が盛¢上がt«

時とX|�な状態かを考える

→Ô・�の姿を具体的w、�育äåをかくよ

¼wÇく。��ポUト用紙を半³w折¢上

下WÔつの項目毎w。Ô®かい«��®i

¬\おく。15³間Wかく�

→Çæ終え«�

・�のäåw意_をかく�表現wつい\、親

の立場wなt\、状況がよく¹か�ない

等�

※Ë³WX¹かt\いるつg¢、具体的wÇ

くのXÅ]い�反省と考察をÜ�

・省察]«äå

ß～だt«âだ¬Wなく、|¼]\こ¼なt

«か、原因を考え次wYか`。
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例えば、「時間がなかった」「できなかった」

→「一人に手がかかった」「前の活動が長く

なった」「時間配分に問題があった」と自

分が思う原因を書いてTくUVWかXY

と、Z[ったので\]^

_`\aうWてbcうという`のdefをg

えてTくaとがhiであYj

_klに\UmnopqとWて^rsがtた

u、vwxをXyzえYので\なく、`\

{うWたucいかをgえ|}YjU~��

で\なく���に^vwx�手�てを�き

たいと思っていY人に\�っていくが、�

きたいと思っていない人に\�zでWか

ないj

_�で�����が�きた��、��に�|

�に、��[�を��WてTくaとがh

�j{うWて�きたのか、{うX�ばc

かったのかを�が�っていYaとになY

��にj��}���にXYcうな��に

Wないcうな ¡¢を£くY¤に\、¥¦

のopの§U¨©ª«^が§}YcうにW

てTく¬があYj

®��の¯°、±²

�³Yかuといって¬�WV¯°で\ないj

´ってaµ¯°、¯°とWて¶か|�ないと

い�ないj

·¸¹な¯°

�º{Vにとって

�¥»�に

�¼でV´えY

_½¾V¿À�ÁÂなVのcÃ¸¹なVのの

dがº{V\ÄWいj

Å¹Æの¯°

�Ç��な�ÈÉÊ書Ë、ÌÍ、ÎÏÐ、T

Ñ、ÒÓな{

�ÔÕXYのであ�ばopqがÖ�をV£

U例×TÑのTØのÙいをÚÛにÜaう^

��のÝに\ない¯°

�ÔÕできY�ÈをÞX

_±²でß|�Yたàに\áj

U例×â¶¥のØをãいにÜく、Tä£をãっ

てÇ�でåæY、ç配ÏをtWにÜく^

�¯°をèéXY遊び、あってV¢づかない物

に¢づか}YjU例×点字ブロック^

�T年寄Ãとの触��い→デイサービスとgえ

がち[が、嫌な思いをXY��VあYj

健康で、äÃたい、見}たいU得èなVの^

T年寄Ãを呼ん[dがcいので\]

_何度V繰Ã返X�がh�jイベントにWないj

�Ý学¶の���験V、º{Vと遊ば}Yので

\なく作業|}たdがcいので\]U力加減

がわかuないので��を|}てWまう�例V

あY^

_º{Vにとっての危険が普段の¶活で\¢づ

かないU父母であってV^善è[�で\でき

ない�があYj

®op技術の確�と指導Uz½研究^

�技術を継承XYj

�aんな�\�っていたdがcい�\zえ、g

え|}Yæき�\gえ|}Yj

�aうäYと早く�上手くできYop技術があ

Y\�jU活動�ゲーム、§、絵本、コツ、

¨©ªな{^

®まとà

○�の財産とWて

１×得èを広げYUT互いにzえ�う ĵ

·指導計画な{V得èな分野をチェック|}

YjU歌、栽培、運動、手あµびな{^

→順Íを正Wく並æY[�でVcい、活動�

z½を見直X

Å��研修U好きな�をzえY�提供XY^

→�が上手になYjµの人がリーダーにな�

Y機会を£くY�がh�j

２×�践Wた時にカードUノート^を�Xj

→同じ苦労をWなくてXむj�践を£なげて

いくj

３×同じ関心があYメンバーで１年間、自分た
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ちの目標（挑戦）をつくる。

→好きな事をやっているという楽しさ。

４．固定的なものの見方を、疑問に思って投T

UVる。（WXYZに思っている事、[\っ

て]Wに^うなの_）

→`aVbってcdをefしていない事もg

る。

２日目全体会

月　日　平成 20 年８月 27 日（水）

場　所　大磯プリンスホテル

　　　　メインバンケットホール

講　師　ミツル＆りょうた

テーマ：「歌って踊ってハイポーズ」

俯瞰図番号　E5 －Ⅱ

hijklm楽にnopてqるlrst

u．vwもうのjkx

yし[をz{aY、つっ|YをしXY、wもう

の}な~をqYとnopXもの。

�．v����jkx

��をgTて����としXY、�jや�を�

るな~して�を�いていく。����くの�

と�きnい��を見pnう。

���と�����を��くwる。

�jの�を���いてU�aを��し、��に

�のsをして�� ¡wる。

�¢~もの£事¤¥¦。§に¤jの�を�いて

¨©[とも¥事�gる。

ª．vき«¬\®�x

y®�になYきY、¯ってと{�、し°�{

�[±�って²と¦³�楽しいもの

y´いUVt�gY、µ¶·¸¹º¡していく

とさ�に楽し»る。

４．vく�Tのwもうx��¼l

y½なUU���wもうをとる。（¾�に¤¿

À�ÁÂる）

Ãく�Tのwもう¤ちÄっとÅ{

（ÆっXYÇYÈいÉ�Ê µ）

Ã½なUとË���

（Ìきnう）（��をnopる）

Ãしs\ち°う

（½Íいにつつきnう）

ÃÎ�Î�~w[いl

（jをÏÐYな���をÑ�Ñ�wる）

Ãvの[っXÒx

（½なUU��、~ち�UÁÂていX方をくっ

つVる）

→ÓÀaっX��い。Ôってし«っX�Zの

�をつつく。Õ·Ö×·ØÙ �しな��

Úう。

Û．Üって�きるrst

（つU«Âる、ÝTる）

y��¼�つU«Âる�とÝTる�にÞU\

て、�をßしnう。つU«Âる�¤、àáの

âのãうにäÚに�をåæw。ÝTる�¤

ç方の�を¾�の�の�にè\る。é師の

vキ�· !!xという声をn図にし、つU«Â

XYÝTXYwる。

６．v�ョ· ズ博士x

yÛ�ÚっX（つU«ÂるyÝTる）を取Yè

\Xrst。

Ã�ョ· ズ博士とËË

（ひTをåæwãうな動作）

ÃÛ�のなU«ËË

（�をÕ·にwる）

Ã¬る¬るいoをËとs[ÂてËË

（右�¤Õ·、左�グ·�岩をg�oし、Û

�のなU«�とs[Âる）

ÃちくちくやYもËとs[ÂてËË

（右�¤Õ·、左�¤怪獣の�のãうにして

やYをg�oし、Û�のなU«�とs[Âる）

ÃXU�のÅ·やにËË

（右�、左�を順に�Tる）ËË
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♪とうちゃくだー　　

（いないいないばーをする）

♪ズンズンズンズン～　　

（汽車のように手をまわしながら左右を向く）

♪にげろ～

（右手、左手を順に上げた後、UVWXたY

Z[の\ーズをとる）　　

♪]^_ー ``a

（bcまdる、eげる）

fZgのとhろをiZ、jZkとlらしmい

くnopqしrbstくしたu、]^_ー ``a

というvwp、]^_xyaとzXm{る

な|しm}~�を�わうhとがV�るn

��]t�まの�ら�aYZ[

♪t�まの�ら��

t�まの�ら��　　

（�の�V手をvわ�♪�ら��V、手を�

らく）

♪��が�るcら　　

（�cら�の��を�す）

♪�をb�ろ

（�を�く�る）　　

♪��のない�う　�く�く　　

（手を上に�げm�ら�ら��る）

♪��の�る�う　ちくちく　　

（しゃが�Vvわ�た手を�ばしm�b）

♪だいh��ろしV　�_ン�ン\ン

（cい�uをしm�_ン�ンする）

f��たら 向�に¡るn手�上に�ばすn

¢XたZ���たZ（t�ま）を£¤しm

いくn

♪�tらにの�m　　

（¡mいるZのまわuをtわる）

♪��をとXm　　

（�なcの¥をとる）

♪�し¦う�　　

（�に§¨§¨©るª«）

♪すだち　　

（¬の手を®¯°とに±る）

♪しろい²��に�{³しる

（´µるª«）

♪なすと�¶うuの　　

（¡mいるZの�なc�たuを·るª«）

♪だいh��ろしV　いただ�ます

（いただ�ますと¸気良くzう）

♪モグモグ　hち¦hち¦～

（くす�る）

８�]ス�ートaYZ[

♪ス�ート　ス�ート　ス�ート

（ス�ートをするª«）

♪すらすらスイスイ～

（平泳±をする）

♪アクセル�_ンプ

（足をパーに開いm�_ンプする）　

♪hう³くスピン　　

（手を上に�げm、³の場V早く回転する）

♪イナバウワー　　

（�を後ろに³らす）

♪�XとXとぶbcるよ　

（YZ[V向cいvXm手をvわ�、左右に

����する）

♪³らよ�ろ　ホイ°！　　

（手をvわ�たまま、ホイ°のvwV左右の

|ちらcに�を動cす）

f�じめのス�ートをする部Vいろいろな

とhろへス移動しながらパートナーチェ

ン�をしm楽しむn

９�座XmV�る遊び歌]bua

・右手Vbuばuをbくu、隣のZとbなが

るn

♪bubub�b�ピンピンプルルン

�XとなにcがccXたぞー

大�いc（bないだ�を上に）

stいc（bないだ�を下に）

大�いc
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小さいか

なにがつれたかな“あらよ !!”

（“あらよ !!”の合図で、指を上か下にする。

同じだったらつれたことになり、大成功。）

→応VWXYをZ[\]^になる。_にXY

をZ[\]`a`\bい。

1cdefghijk

lhijのmno[pqを\ながら、rosに

のっ]fgのmnoをとっ]いt。

uvwxryyzzzzzzzzzzzy（{と|をあ}る）

u~��s�yyzzzzzzzzy（�の��を合��

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz�を覆う）

uバッタyyzzzzzyzzzzzzzzz（{をバタバタさ�

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzジャ�プする）

uvメs�yyzzzzzzzzzzzy{を逆に組んで

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzza\りをつq出す）

lrosにのりつつ、出]tるfgの名前と

mnoを間違えないように行う。

スピnドアップ\]いtと盛り上がる。


