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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 19 日（水）

『統合保育の意味』
１．統合保育とは　２．障害の考え方　３．統合保育の心構え
４．発達障害とは　５．カンファレンスの重要性
①対象児の発達の特性について
②一学期の支援目標に向けての現状と課題
★バズセッションによる検討結果の発表　★塚越先生によるコメント
※おたずねFAXについて

Ｄ１－Ⅰ
Ｄ２－Ⅰ
Ｄ３－Ⅰ
Ｄ４

33

２ ６月 16 日（水）

おたずねFAXより事例発表
『行事に参加するための配慮』
テーマに沿ってバズセッションを行う。
★バズセッションによる検討結果の発表　★塚越先生によるコメント
※「ともに育つ」記入説明

Ｄ２－Ⅱ
Ｅ６－Ⅰ

36

３ ９月 15 日（水）

おたずねFAXより事例発表
『保護者との連携』
テーマに沿ってバズセッションを行う。
★バズセッションによる検討結果の発表　★塚越先生によるコメント

Ｄ３－Ⅱ
Ｆ１－Ⅰ
Ｆ２－Ⅰ
Ｆ２－Ⅱ

37

４ 10 月 20 日（水）

『地域医療センターの役割』　特別講師
ケースワーカー　正木久美子先生
おたずねFAXより事例発表
『他児との関わりから見た対象児の変化』
テーマに沿ってバズセッションを行う。
★バズセッションによる検討結果の発表　★塚越先生によるコメント

Ｄ１－Ⅱ
Ｅ４－Ⅱ

37

５ 11 月 17 日（水）

おたずねFAXより事例発表
『今までの取り組みを振り返る（成果と課題）』
テーマに沿ってバズセッションを行う。
★バズセッションによる検討結果の発表　★塚越先生によるコメント

Ｄ３－Ⅲ
Ｅ８－Ⅰ

35

６ １月 19 日（水）
研修大会
一年間のまとめ

Ｅ７－Ⅰ
Ｅ７－Ⅱ

96

◆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 若 竹 幼 稚 園 川崎めぐみ幼稚園
梶 ヶ 谷 幼 稚 園 川崎たまがわ幼稚園 宮 前 幼 稚 園 有馬白百合幼稚園
初 山 幼 稚 園 さ ぎ ぬ ま 幼 稚 園 ひ ば り 幼 稚 園 丸 山 幼 稚 園
菅 幼 稚 園 東 菅 幼 稚 園 柿 の 実 幼 稚 園 川 崎 青 葉 幼 稚 園

◆オブザーバー（１園）◆
洗足学園大学附属幼稚園
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第1回　統合保育研究会
月　日　平成22年５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�

（つかごし療育コンサルティング代表）
テーマ：�『統合保育の意味』�

１．統合保育とその心構え�
２．障がいの考え方　�
３．発達障がいとは�
４．カンファレンスの重要性

俯瞰図番号　�Ｄ１－Ⅰ・Ｄ２－Ⅰ・Ｄ３－Ⅰ�
Ｄ４

・�1 人 1 人の子どもの育ちを支援する保育者の
資質を高めるために、各回ごとに共通のテー
マを基に日々の事例について検討し、具体的
な対応を話し合い実践につなげる。

・�発達の特性をふまえて、6グループに分ける。
1年間通して、全員の討議によるバズですす
める。

〈塚越先生による講義〉
「統合保育のとびら」参照

１．統合保育とその心構え
　統合保育とは
◎�発達に遅れやかたよりのある子どもたちと、
定型発達をしている子どもたちがともに育つ
ことを目的とした保育。

・�障がい児への対応は、保育者がポイントを押
さえ、わかりやすい言葉がけをする。
・�視覚からの情報が入りやすいので、まわりの
子どもの行動を「何をしているのかな」「こ
うしようね」という言葉を添え繰り返し伝え
ていく。

・�発達障がいを持っている子への保育者の適切

な対応が重要である。
正しいアプローチは、大きな学びを後押しし、
そこに統合保育の大きな意味がある。

◎文部科学省の報告（2003 年）
通常級に在籍する発達障がいが疑われる児
童・生徒は全体の 6.3％
（現在、幼稚園訪問をする中で在籍数の 1
割は、気になる子どもがいる。）

◎学校教育法の改正→特別支援教育の導入
◎幼児教育・保育現場での早期発見と支援

●発達障がいの疑われる子どもたちの支援
・これまでの指導が通用しない。
・他児に有効な対応は何も効果を上げない。

↓
●支援をするには：
・障がいの特性を学ぶ。
・障がいの特性に応じた対応をする。
・早い時期から支援をする：
望ましい行動を学習する環境・機会が整備
されることで、「大きな“問題”」となる行
動が激減する。
→�望ましい行動を学習し、それを外に出し
ていく。その繰り返しの行動が身につい
ていくと、気になる行動が問題行動とな
る前に改善できる。
　�早いうちから正しい方法で学習すること
を教える。

●診断名について
・�障がい名・診断名≠レッテル
・�対象児の特徴を理解する手がかりとなる。
→診断名が出ると、保護者も理解するよう
になる。
　公的サービスを使える。
・�専門的な支援を受けられる。

●心構え（統合保育へのとびらＰ 12 参照）
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・対象児を理解する。
障がいは生来的なものだが、対応によって
特性を軽減できる。
障がいゆえの行動があることを理解する。
・記録をつける。
簡単なもの、文章でたくさん記録すること
は意味がない。
・�ケース会議を持つ。（短時間でもいいので
毎日入れてほしい。）

●発達障がいの考え方
・生来性であること
しかし、適切な対応で行動が改善される可
能性が大きい。
・原因は、脳機能障がいによるもの。
・�親の育て方・環境の問題ではない。
障がいは、こどもがもって生まれてきた。
生育歴を追っていくと必ずサインが出てい
る。

しかし、育て難さと周囲の理解が得られない。
→問題が大きくなる。
2次障がいに発展する場合もある。
（叱ればできるという母がいるが繰り返す
と、必ず二次障障が起こる。）

●カンファレンスの重要性
・�園全体で対象児の障がい特性を理解し、障
がいについて知る。
・理解を深めてから環境整備をする。
・対応の一貫性を確認する。
・�対応した結果を話し合い、必要であれば対
応の仕方を変える。

○グループバズ
テーマ�「対象児のもつ障がいの特性を話し合

　う」
●Ａグループ
・個別の言葉かけが必要である。
・コミュニケーション能力が低い。

・�半ズボンが苦手、初めてのものが食べられ
ない等、こだわりが強い。
・言葉の遅れがある。
・咀しゃく力が弱い。
●Ｂグループ
・身支度は、声をかければ１つ１つできる。
・おもちゃを投げる。
・言葉の遅れ
→�言葉が不明瞭・言葉の意味を理解してい
ない。

・手先が不器用である。
・歌や踊りが好き
●Ｃグループ
・�言葉が単語、不明瞭なため、コミュニケー
ションがうまくとれず、友だちに手が出や
すい。
・�環境、状況の変化に対応が苦手なためパニッ
クになる。
・人なつっこく、表情が豊かである。
●Ｄグループ
・�気分にムラがあり、昨日できたことが、で
きなかったりする。
・�独り言が多かったり、会話が成り立たなかっ
たりする。
・�こだわりが強く、好きなもの・興味のある
ものに対しては集中して行うが、興味のな
いことは、どこかに行ってしまう。
・�気分がのらなかったり、嫌なことがあった
時は、手が出たりパニックになる。
・興奮すると奇声を発する。
●Ｅグループ
・�目立つことをしたがる。気持ちをうまく伝
えられない分、行動で示すことが多い。
・担任の言うことは、理解している。
・�外に走って出てしまう。いけないことをす
ることが多い。追いかけるのではなく、少
しやらせる等のかけひきが必要である。
・�納得できるまで行わないと次の行動に移れ
ない。
・�靴下等、身につけるものを嫌がり投げるこ



－ 30 －

継続研究

ともある。
・�自分の気持ちをうまく伝えられず友だちを
押してしまうこともある。

●Ｆグループ
・�言葉の理解力が乏しい。絵カード、写真を
使うと伝わる。オウム返しが多い。
・数字や文字に興味がある。
・排泄が自立していない。
・�危険に恐怖心がなく高い所に登ってしまう
ので注意が必要。
・�こだわりが強く、気持ちの切り替えが難し
い。
・人への関心がうすい。

○塚越先生より講義
●声かけするのに気付いてくれない。
・�気分にムラがある、独り言を言う、会話が
成り立たないのだから、声かけしてもコ
ミュニケーションがうまくいかないのはあ
たりまえと認識する。
・�「言葉が出るから大丈夫」ではない。
言葉を使って自分の思いや相手に要求を伝
えることができ、相手からの発信を受信す
ることができて、初めて価値あるもの。
・�数字、マーク等、好きなことを取り入れて
教える。
→朝の支度・・・写真を活用する。
①�支度の写真を貼り、その写真がどうい
うことか一緒に行う。
②�鞄をかけるだけを行い、「できたら次
は遊べるよ」と次に楽しい・好きなこ
とを入れる。
③�鞄をかけることができるようになった
ら、新しいことを入れる。
④�新しいことを教えるには、いつもできた
ことの前に入れると割合早く学習する。

→声かけより目からの情報が入りやすい。
●環境の変化に弱い。
・�新しいものは、今までに経験したことのな
いものに対し想像できないため怖くなる。

・�見る、さわる等一足先に知らせることで少
し予測をつけられることができる。
・�新しいことに対して子どもの持っている許
容量を越えた対応をすると次にすすめな
い。
・�保育者のペースですすめてよいが、子ども
の要求が通ったと思わせるようなかけひき
が大切である。子どもの要求が通ったと思
うと次に取り組める。
→�保育者がきちんと対応していくと、子ど
もは怖いという感情をもたない

●�保育者が声かけをしただけで、とめられるか、
叱られると思い嫌だと反応する。
・�保育者が声かけをしたことに対し、自分が
した過去の経験が嫌だったため、それが判
断基準になり、声かけされただけでも嫌だ
となる。
・�想像力がとても乏しいので始めに予測がつ
くように見てわかるように伝えておく

●職員室に行かせる。
・�子どもにとってはよくないこと。
行ってはいけない場所、やってはいけない
ことは始めからさせないこと。
・�入ってはいけない部屋には鍵をかける。
・�さわってほしくないものは隠してしまう。
見えなくなれば、子どもは諦めることがで
きる。
・�やらせないことで、やってはいけないこと
を学習させる。

○�おたずね FAX、実践記録用紙の記入方法に
ついて
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第２回　統合保育研究会
月　日　平成21年６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�

（つかごし療育コンサルティング代表）
テーマ：�事例検討（おたずね FAXより）�

グループバズセッション�
「行事に参加するための配慮」

俯瞰図番号　Ｄ２－Ⅱ・Ｅ６－Ⅰ

◎事例検討１－おたずねFAXより－
－対象児４歳　高機能自閉症の疑い－
●対象児の様子
・�他児に関わりたい時に手が出る。
・�保育者は相手の気持ちを理解できるように
「叩かれると痛い」と体感できるように軽
く叩いて相手の痛さについて話をするが、
理解してもらえない。
・�やりたいことをとめられた時、手が出るが
そのことで注意をするとパニックになる。
・�落ちついてから話すが、その頃にはパニッ
クになった理由を忘れている。

●考慮すること
①高機能自閉症とは？（障がいの特性を知る）
（とびらＰ４参照）三つ組
（「自閉症の特徴は３才くらいまでにあらわ
れる」プリント参照）３つの特徴
・�対象児の高機能自閉症の疑いとは、どこか
ら言われたのか？
→�病院とセンターで言っていることが違う
ため、状況をみている。

・�臨床心理士は発達検査をする人、診断名は
小児科・小児心理科・小児神経科の医師し
か出せない。
・�対象児は、限りなく高機能自閉症に近い行
動特徴がある。
②対象児の様子（上記に記載）
③�気になる行動を明確にする。→可能な対応

○他児との関わり方－手が出る。
→�具体的にどうしたらトラブルにならずに友
だちに関わるきっかけができるか教える。
「入れて」「一緒にやろう」と友だちとの関
わり方を教え、遊びのなかに入れてもらえ
るよう保育者が支援する。＝代替行動
音、声が出ない子にはジェスチャーでよい。
○思うようにならない時－他児を叩く
→�何が思うようにいかないか、他児を叩いて
どうしようとしているのか考える。
叩かないで他児と遊べる（遊べた）成功体
験＝代替行動を教える。
○やりたいことをとめられた－手が出る。
→�１日のスケジュールがあるが対象児には、
終わりがあることから知らせる。
・�手を洗ったら「これをやってよい」等
　�写真を見せ、保育者が繰り返し行うこと
で、写真の意味も理解してくる。
・�入ってはいけない場所に×をつけても意
味がわからない。
　�×のなかに入らない、入らせなことを繰
り返しするなかで学習していく。

○注意されるとパニックになる
→�何を言われているかわからないが、保育者
の表情、声が緊張しているのはわかる。
対象児に次の活動を知らせる。（とびら
P.14）写真カード、絵カードはハッキリし
た線画がよい。
○話をしても理解してもらえない
→�コミュニケーションに問題があるのだから
話をして理解してもらうのはまだ無理なこ
と。これはダメだけど、これはいいと代替
のものを教えていく。
共感性の言葉（そうだね。いやだね。しょ
うがないね。等）を出しながら我慢の言葉
を教えていく。

◎事例検討２－おたずねFAXより－
－対象児３歳　高機能自閉症－
●対象児の様子→考慮すること・可能な対応
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○�写真カードを使い、朝の支度をするが気分
のムラがある。
→�気分にムラがあるのはあたりまえ、それに
応じず毅然とする。
いつもとあまりも様子が違い調子が悪い
時、保育者は臨機応変に対応する。しかし、
調子が悪いから支援しなくてもいいではな
く、やることは必ず１つ残し一緒に行って
もよい。
周りの様子が気になることもあるため、部
屋の隅、ピアノの後ろ等、刺激のないとこ
ろで支度をする。その場所がない場合には、
保育者が対象児と他児の間に入り視界をさ
えぎる。＝保育者の立ち位置で子どもの環
境を整理する。
○�他児への関わり方－引っぱる、押す、乗る
力の加減がわからない。
→�加減というのは一番苦手なため、保育者が
一緒に行い繰り返し教えていく。
周りを見て判断するのはむずかしいのでで
きること、やれることから入り、むずかし
いところを援助する。
○�保育者に叱られても伝わっていない
→�叱られたから、これはやってはいけないと
いうことの理解とそれを記憶の中に入れて
次の状況に当てはめることは難しい。
こうしたらほめられるという代替行動を教
えていく。又、保育者がやってほしい行動
を繰り返し教えていく。
○�次の活動を知らせても「やーだよ」と抵抗
し、場面変化があった時は、寝ころぶ、ぶ
らさがる、活動に参加できない時がある
→�保育者は反応しないで淡々とすすめてい
く。よい行動が出るのを待ってほめる。
○�やる気、意欲、気持ちの切り替えを促す関
わりを知りたい。
→�一番苦手なことであるからあまり求めない
こと

○グループバズ
テーマ�「対象児が行事に参加するためにでき

そうなこと」
●Ａグループ
・�家庭と連携をとり、目標をどこまで持つか
相談し、家で練習してもらう。
・�保護者に行事の内容だけではなく、日々の
様子も伝える。
・�事前に苦手な内容を個人的に経験する機会
をもつ。
・�並ぶ場所等、決められた子のとなり、場所
を決め対象児の負担を減らす。
・�行事やプログラムの内容を楽しめるように
考える。
・�繰り返し行うことも大切だから遊びながら
行ってみる。

●Ｂグループ
・�対象児に自宅で、本番のDVDをみてもらう。
・�入退場等は、前後の友達に手をひいてもら
う。
・�保育者が踊っているビデオを見せる。実際
に目で見ることで、練習もスムーズに参加
することができる。
・�本番の場所を予め見せて、行ってみる（リ
ハーサル）

●Ｃグループ
・�対象児の興味のある歌、踊りを考え取り入
れていく。
保護者と話し合いをし事前に曲、テープ等
を渡す。
・�対象児のそばに身近な見本となるような子
どもたちについてもらい覚えられるように
する。
・�前日又は当日に早く来てもらい、会場、流
れをみて、見通しが立てられるように援助
する。

●Ｄグループ
・�なるべく環境を変えないようにする。
・�運動会は場所が普段とは違うので、イメー
ジがわくように予め見に行く。
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・�参観日は４月から行っているゲームをした
り、製作等は事前に絵や実物を見せて話を
する。
・�補助の保育者が近くにいて何かあったらす
ぐに対応できるようにする。
・�お遊戯会の音楽は家庭にも渡して幼稚園と
家庭の両方で練習する。

●Ｅグループ
・�イメージがふくらむよう事前にビデオや写
真を見せ、興味をもたせる。
・�保育者の踊りをDVDに撮り、見せる。
・�本番の場所に行き予め見ておく。
・�家庭と連携して、衣装も持ち帰り慣れさせ
てもらう。
・�対象児の近くに見本となる子がいるとよい。
・�補助の保育者は、決まった人を付ける。
・�発表会で舞台に立つ位置に自分のマーク貼る。
●Ｆグループ
・�運動会の踊りをDVDに撮り渡す。
・�お泊まり保育は他学年の保育者も入るため
クラス同士交流をする。
又、スケジュール表をつくり、当日次に行
うことを１つ１つ提示していく。
・�運動会の曲を流し耳から入れていき、遊び
ながら覚える。

○塚越先生より講義
●行事に参加するための配慮

（とびら P.20 参照）
①�事前に当日の見通しを伝える。写真・カー
ドが有効
②�リハーサルは、当日行われる場所で行う。
③�待ち時間を過ごすグッズを用意する。
→�活動と活動の間をどう過ごしたらよいか
配慮する。

④参加できる部分だけでよしとする。
⑤保育者とともに参加してもよい。
⑥大きな音、当日の気温に注意すること。
→感覚過敏・温度調節が苦手な子が多い。
⑦居場所・立ち位置をわかりやすくする。

（フラフープ、テープ、足型を書く）
⑧練習の仕方に工夫をする。
（毎日、練習することは避ける）

●日々・当日の対応（これはやめよう）
①練習のために毎日の予定が変わる。
（対象児は変化が苦手）
②最初から参加させない、と決める。
（保育者は、対象児が何に不安を感じてい
るのか知る）
③あいまいな指示の出し方に気をつける。
（対象児の名前を呼ぶ。指さし指示）

●保護者との連携について
・�行事の中でどうして個別の対応が、支援が
必要なのかをこの機会を使って、保護者に
もう一歩深く対象児の理解をしてもらう。
・�行事ができると、「通常級でやっていける
のではないか？」という保護者が出てくる
→�支援があって、みんなと一緒に参加でき
たということを伝え、支援すればここま
で参加できるということを保護者に受け
とめてもらうこと。

●一番大切なこと：
対象児が行事に参加する経験（成功体験）を
積み重ねると、何をどうすればよいか理解で
き行事に参加することを楽しむ可能性がある。

●質疑応答
・�身体的な障がいを持った子にリレーの経験
をさせたいが、どのような参加がよいか？
→�子どもにとって行事とは何かを考える。
目的があれば、どういう参加の仕方がよ
いか考え、園全体で話し合うことが大切
である。
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第３回　統合保育研究会
月　日　平成22年９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�

（つかごし療育コンサルティング代表）
テーマ：�事例検討（おたずね FAXより）�

グループバズセッション�
「保護者との連携」

俯瞰図番号　�Ｄ３－Ⅱ・Ｆ１－Ⅰ・Ｆ２－Ⅰ、
Ⅱ

◎事例検討１－おたずねFAXより－
－対象児５歳　注意獲得行動・多動診断名なし
●発達の特性
１．�以前は朝の会に参加していたが、今は落
ちつかず参加できない。
→行動をコントロールしにくい。
２．�言葉のみの指示理解むずかしい。
－�見えるもの、触れるもの、興味あるもの
が何よりも優先する。

●ストラテジーシートを使用して整理する。
（とびら P18）
→�ストラテジーとは対策・対応という意味。
ストラテジーシートは状況を整理するため
のツールである。

○記入順序→事例を入れていく。
①行動（具体的に困った行動を記入。）
→椅子に座れない。
②事前（直前に何があったのかを記入。）
→朝の会の時
③事例（事後に何があったのかを記入。）
→�注意獲得行動をする。みんなが自分のこ
とを注目してくれることがうれしい。

④�望ましい行動（困った行動ではなく、何を
してほしいのかを記入）
→名前呼びの時は椅子に座る。
⑤�事前の対応の工夫（困った行動をする前に
どのような対応をすべきか記入）

→・保育者のそばにいすを置く。
・�朝の会の間、座っていられるように「お
過ごしグッズ」を椅子に座ったら渡す。
・�フリーの保育者にとなりに居てもらう。
・�朝の会が終わったら好きな活動ができ
ることを知らせる。

⑥ほめ方・楽しみな活動
→椅子に座れたらお過ごしグッズを渡す。
⑦起こってしまった時の対応
→�対象児が部屋にいるようにするが注目し
ない。

○�注意獲得行動にのらないこと。大人の方が訓
練が必要である。
○�危険がないように、対象児を保育者の視野に
は入れておくこと。
○�保育者が平静な装いをし、何も言わないでい
ると逆に対象児が保育者のところにくること
がある。
○�保護者には対象児が参加するまで待つように
伝える。

◎事例検討２－おたずねFAXより－
－対象児４歳自閉症スペクトラム－
●発達の特性
１．�絵の具を直接触れることをいやがる

－感覚過敏がある。
２．�「３回ペタペタしたら、次に～できるよ」
と提示し、見通しをもたせる。

３．�好きな友だちが絵の具をつけているのを
見ると対象児も絵の具をつけることがで
きた－自分の目で何をするのか確認する
必要がある。

●自閉症スペクトラムとは？
　－広汎性発達障害（自閉症スペクトラム）－発
達期から社会性の障害やコミュニケーションの
障害があり、興味の範囲が狭かったり、こだわ
りが強かったりする子どもたちを広汎性発達障
害あるいは自閉症スペクトラムとよぶことがあ
る。自閉症やアスペルガー症候群などは広汎性
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発達障害の一部である。
－特別支援教育をすすめる本　内山ときお

●ストラテジーシートを使用して整理する。
①行動－絵の具に触れることをいやがる。
②事前－絵の具を使った製作
③事後－「いや」と言ってやらない。
④�望ましい行動－少しでも絵の具を手につけ
てみる。
⑤事前の対応の工夫－
・保育者が対象児の気持ちを受けとめる。
・モデルを見せる。
・�どのぐらい絵の具をつけたら終わるのか
わかりやすく伝える。

⑥�ほめ方・楽しみな活動－保育者や友だちか
らほめてもらう。
⑦�起こってしまった時の対応－絵の具ではな
く、別のものでやってみる。

○子どもたちを支援する時の基本
１．わかりやすく伝える。

子どもに理解できる伝え方を工夫し、そ
の手がかりに気づかせる。
（とびら P.14）

２．成功体験をさせる。
子どもが今できるやり方で教えて成功さ
せる。
・�子どもの育ちを信じ、一貫性をもって
対応していく。

３．少しずつ目標を持って対応する。
朝の会は、３分座ればよしとする。みん
なと一緒に大枠で活動に参加して一日終
わるため、着がえはズボンのみでよしと
する。

○グループバズ
テーマ「保護者との連携について」
●Ａグループ
・�面談は、主任・園長は同席しないが、話す
内容は相談してから保護者に伝える。

・�預かり保育の子どもの保護者とは、帰りの
お迎えの時に連携をとっている。
・�できるようになったこと、よいところを話
してから気になるところを成長の一つとし
て伝えている。

●Ｂグループ
・�ボーダーラインの子どもの保護者には、主
任か園長に同席してもらい伝えている。
・�年長児の保護者には、就学に関してむずか
しい部分があることも話す。
・�巡回にきたセンターのケースワーカーに見
てもらいそのようすを含めて話し、専門機
関にすすめてみる。
・�話だけで伝わらない場合は、園でのようす
を見にきてもらう。
・�バス通園の保護者には、電話で伝えるが、
伝わりにくい場合は面談をする。

●Ｃグループ
・�経験年数が少ない保育者や何かトラブルが
あった場合には、主任や園長が同席する。
・�対象児のようすをどのように伝えるか。
→�よいこと、できるようになったことを伝え
る。次に気になることを話し、園での具体
的な対応を、家庭でも統一してもらう。
→�ほめるだけだと、安心するだけになってし
まうため事実を伝えることが大切。
・�母親役と保育者役でロールプレイを行った
が、むずかしかった。

●Ｄグループ
・�ボーダーラインの子どもの保護者にようす
を伝える場合は、主任・園長に相談してか
ら伝えている。
・保護者との信頼関係を築いていく。
→�保護者と困っていることを共有したり、配
慮の仕方等、情報交換できる話し合いの場
をつくっている。

●Ｅグループ
・�専門機関につなげる場合は、主任・園長が
話をすすめる。
・�対象児の障がいを認めている保護者は伝え
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やすいが、そうでない保護者は対象児の苦
手なところ気になる行動を受け入れづらく
むずかしい。
→�園のようすを伝えるとともに、家庭でのよ
うすも聞き、保護者の気持ちに共感する。

●Ｆグループ
・�行事前には連絡帳でようすを伝えたり面談
をして、どこまでできるようにしたいか、
保護者と同じ目標を持てるようにする。
・�保育参観後、残ってもらい主任と一緒に伝
える。
・�診断名が出ていない保護者への伝え方
→�よいところを伝えた後、気になる行動を話
し家庭でのようす、対応等を聞く。
・�診断名が出ている保護者への伝え方
→�連絡帳でようすを伝え、面談は主任も同席
し保護者、園と同じ目標をもつ。
センターに通園していることを隠している
親もいてむずかしい。
・�自閉生の子どもの保護者と連携をとり、夏
休み前に目標を決めた。すると、休み中に
できることが増えた。

○塚越先生より講義
●Ｃグループ・・・ロールプレイ
母親役と保護者役でロールプレイをする。「伝
えたいことを伝えていくには、どうしたらよ
いか？」ということを実際にロールプレイす
ると、よりよい伝え方があることがわかる。
●Ｆグループ・・・ペープサートの事例
・�ペープサートの内容→外遊びではいつも１
人、友だちのなかに入れない男の子と女の
子の話。
・�ペープサートを使って「友だちと遊びたい
時にどうしたらよいか？」クラスに問いか
けたところ、対象児（自閉症）から「入れ
て」という答が返ってきた。
・�その後、自分から「入れて」と遊びに入り
少しずつ友だちと遊ぶ楽しさを覚えてき
た。

↓
この事例は、集団の中に入る時の言葉のかけ
方、何と言ったらよいか、どういう場面で話
したらよいかを客観的にみるチャンスを保育
者がつくったよい事例である。

○保護者との連携をするために
・�園全体で対象児を受け入れる。
担任だけが悩まず、保護者と話をする前に
は園長・主任と打ち合わせをする。
・�対象児をどのように受けとめているか、ま
ず傾聴する。（保護者がどうとらえている
か聞く）
・�保護者の協力が得られない。
どのような協力を得たいのか、保護者に何
をしてほしいのかを具体的に伝えている
か。

○保護者が取り組みやすいことを探す
・�保護者の立場に立ってみる。
・�子どもを支援する。
園となるべく同じ対応をしてもらいたい
が、保護者ができそうなところから始める。
→�気になることがあって子どもが困ってい
るのだから一緒に取り組もうと、話をし
ていく。

・�保護者の取り組みに気づき、それを認める。
保育者が母親の取り組みを言葉にして、励
まし認める。

○年長児をもつ保護者の思い
・�就学＝大きなチャレンジ・大きな節目
・�対象児のようすを伝える。→就学先を考える
○活動の取り組み方に支援が必要なのか。
○�活動そのものを対象児の発達に合わせる
必要があるのか
→�保護者にきちんと伝えた後は任せる。
小学校も１年生プログラムができている。

・�自分の子どもには特別な教育の場を選択す
る必要性があると伝える。
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→�通常の集団から外される→不安・抵抗

○幼稚園協会の幼児相談室の取り組み
・目的：�対象児の発達の特性に気づいてもら

い、それにそった対応を家庭でも実
行することで、特性が大きな問題に
ならないように予防する。

・親子で来室　�１ケース60分、１日５ケース、
１年間で 38 日

・保護者対応・子ども対応２人の相談員
・参考資料：�相談シート・来室を勧めた人・

主訴・生育歴
・遊びの様子：�人見知り・言葉の指示理解・

関わり方・記憶・語彙数・コ
ミュニケーション力

－参考文献－
・気になる幼児の育て方
－子どもの「寄り添う」ことで、よりよい支
援がわかる－
石塚謙二（編著）東洋館出版社 2010 年

・�乳幼児検診で見つけたい軽度発達障害の診断
と関わり方
－子どもとの関わり方医師は？保護者は？
東京医科大学小児科　宮島祐
乳幼児健康審査会研修会資料 2007 年
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第４回　統合保育研究会
月　日　平成22年10月 20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

（つかごし療育コンサルティング代表）
　　　　正木　久美子先生
　　　　（中部地域療育センターケースワーカー）
テーマ：地域療育センターの役割と機能
事例検討�（おたずね FAXより）
　　　　グループバズセッション

　「他児との関わりから見た対象児の変
化」

俯瞰図番号　�Ｄ１－Ⅱ・Ｅ４－Ⅱ

○正木先生より
１．療育センターとは
①相談の対象－�発達に心配のある０歳～ 18

歳までの子ども。
　　　　　　保育園・幼稚園も相談対象
②�エリア分け－川崎市南部・中部・西部・北
部と４箇所ある。中部地域療育センターも
西部同様、民営となる。（H23 年４月）
③スタッフ
医師－児童精神科・小児神経科・リハビリ
テーション科・耳鼻咽喉科など。
看護師・ＣＷ（相談窓口）・ＰＴ（理学療
法士）・ＯＴ（作業療法士）・ＳＴ（言語療
法士）・心理・保育士・児童指導員など
④地域と地域療育センターの関係
保健福祉センター・子育て支援センター・
保育園・幼稚園・学校などから相談を受け
たら支援していく。
児童相談所・発達相談支援センター・事業
所等と連携を取りながら情報を交換しなが
ら全体で支えていく。

２．相談の実態
①児童相談数（全市）
新規相談児童数・総児童数ともに、年々増
加している。

②相談経路
保健福祉センターからの紹介が 40％と一
番多い。（検診により）
③相談内容
総相談数の８割が「言語の遅れ」「落ちつ
きがない」「集団不適応」
その他、１割が「運動発達の遅れ」、１割
が「吃音」「難聴」等言語面の相談
④�「言語遅れ」等の知的発達面が主訴で、心
理評価を受けた子どもの発達指数
正常域から境界域（DQ／ IQ70 以上）
→ 60％（11％は、100 以上）

３．相談の流れ
①インテーク予約
→�保護者からの申し込み（主に電話の申し
込みが多い。）

②インテーク（初回面接）
→どのような理由で相談したいかを聞く。
③医師・専門職による評価
→医師による診察、専門職による検査評価
④支援会議
→�専門職の評価の結果を多職種が入った会
議で検討する。

⑤支援の決定
→�グループ指導（（通園）クラス、外来ク
ラス、個別指導、経過観察等。）

４．機関連携について
①訪問支援
保護者の了解を得て、引き継ぎのための訪
問や今後の支援について話し合いを行う。
②電話相談
園の保育者より（通園）していない子ども
の支援を電話相談で受ける。
（通園）している子どもの場合、保護者の
了解を得ること。
③地域講座
保育園・幼稚園の職員を対象とした研修を
目的に実施している。
④コーディネーターアフターフォロー研修
発達相談支援コーディネーター研修を修了
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した職員を対象に各地域療育センターで
行っている。

５．まとめ
「気になる子」が増えている現状で、地域で
子どもの生活を支えていく時に重要なのは地
域の社会資源であり、療育センター、地域の
教育機関（幼稚園等）である。
療育センターは、共に連携しながら子どもた
ちの豊かな生活を支えていく。

●質疑応答
○�言語軽度の遅れの支援はどのようにおこなっ
ているか？
→�いくつかのグループがあり、小集団の中で
力をつけていくという支援をしている。
個人的には言語療法士と連携をとってい
く。

○発達相談支援コーディネーターの役割とは？
→専門機関と園をつなぐ役割。
担任が１人でかかえ込まず、コーディネー
ターに相談しながら進めていく。
事例検討を行う。（１人の子を職員全員で
考える時間をつくる。）
発達が気になる子、心配な子を園全体で支
えていくキーパーソンである。

◎事例検討１－おたずねFAXより－
－対象児３歳診断名なし－
●対象児の様子
・�２学期に入り、友だちの興味が出てきた。
－自分から「入れて」と他児に話しかける
・�ルールのある遊びがむずかしいので、うま
く参加できない。
→何がむずかしいのか？考える。
ルールが理解できない？
＝�みんなと遊ぶのはどういうことか理解
できていないのかもしれない。

●対応について
○�年齢相応の行動がむずかしいこと→ルール

のある遊びに参加できない。
・�保育者と一緒に参加して楽しかったという
成功体験をする。
・�ルールを簡単にする。（ルールを簡単にし
たものをいくつかの段階に分ける。）
・�繰り返して遊ぶとルールが理解できる。（繰
り返すことで学習できる。）
・�いつになったら、遊びが終わるのか知らせ
る。（始める前に終わりを知らせる。）
・�環境から学ぶ力が弱いのでひとつずつ教え
る必要がある。

●他児と関わりを促す時
・�対象児の発達の特性を振り返る。
・�現在の対象児の様子
→�この２点を考慮して、他児との関わりの機
会をつくり成功体験をして、関わりを増や
す。
○他児との関わり
①�他児と取り組みやすい当番活動をして成功
体験をする。
→�保育者が成功するように手助けする。
「ありがとう」「また、一緒にやろうね」の
言葉を対象児が言えるとよい。
②他児の関わりを受け入れる。
→�他児の一方的な関わりにならないように保
育者が注意する。
③�「～くんは何でいいの？」「～ちゃんはい
つもこれができないね」と他児から発信が
ある時
→�「いろいろな子がいていいんだよ」「でき
ない時には助けてあげよう（助けてもらお
う）」と伝える。また、そういう気持ちを
育てる機会と捉える。

○グループバズ
　テーマ「他児との関わりから見た対象児の変
　　　　　化」
●Ａグループ
・�クラスの子どもたちが対象児を受け入れ、
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保育者の関わり方を真似て声かけをしてい
る。
・�年長リレーで対象児が遅いことに不満に思
う。→対象児に得意・不得意があることを
子どもたちに話す。
・�対象児の得意なこと、できることを他児に
伝える。

●Ｂグループ
・�自閉傾向のため他児との関わりは少ない。
対象児に関わってくる他児に対して嫌な時
は手が出る。
→�少しずつ手をつなぐなど関わりがみられ
る。

・�ダウン症・・・当番活動など自分でやりた
い気持ちが強い。
自分から他児の近くにいくことも多いため
まわりも世話をしたいと思っている。
・�リレーは対象児がいることで順位に差がつ
いてしまう。
→�クラスで話し合い、他の子が対象児のぶ
んまで頑張る。練習の中で１位になる機
会をつくる。

・�対象児がクラスにいて良かったことは何か
→�思いやりの気持ちが育った。
絵カードの使用で、クラス全員の子ども
たちもわかりやすくなった。

●Ｃグループ
・�対象児ができないことや泣いていることが
多いため、可愛がられる。
→�他児が関わることによって、少しずつ友
だちを意識し始めている。

・�他児との関わる中、友だちと遊びができる
ようになる。
→�対象児の興味を持ったものに合わせると
ルール遊びもできる。

・�対象児が泣いている時に他児がハンカチを
出し、涙を拭いてくれたことがうれしかっ
たようで模倣してやるようになった。

●Ｄグループ
・�対象児に対して一方的な関わりを持つ子供

の対応がむずかしい。
・�対象児が気に入っている子の話は聞いたり
真似をするなど関わりが見られる。

●Ｅグループ
・�対象児に対するまわりの子どもたちの態度
→�年少は対象児に声かけする子どもがたく
さんいるが、年齢が上がるにつれて友だ
ちと遊ぶことが楽しくなり、対象児への
関心が離れる子どもが多い。
保育者がどのように導いていけるか、課
題である。

●Ｆグループ
・�排泄面に手がかかる対象児に好きな子ども
と席を近づけ、一緒にトイレにいくことで
オムツがとれた。
・�対象児にかかりきりになってしまうと他児
との関わりが少なくなってしまう。
保育者が対象児から離れることも大切では
ないか。
→�全部をやろうとすると中途半端になって
しまうため、個々への対応や抱えている
問題を順番に改善していく。
１年を通してクラスを見れるとよい。

○塚越先生より講義
・�他児と対象児が一緒にいることが本当によい
ことなのか？
→療育センター…�小さいグループで丁寧な対

応で繰り返し行う。
幼稚園…�たくさんの刺激があり、よいモデ

ルがある。保育者が全体の中に指
示を出すところ。

↓
・�役割が違うのに、幼稚園には対象児が多すぎ
る。
・�それぞれの子どもたちの育ちを支援していく
には役割分担があって育つ。

・�週５日間幼稚園にいることが支援につなげら
れているか、園長・主任を含めてもう一度考
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える。
→�できること、できないことをはっきりさせて
いくことが子どもの支援につながってい
く。
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第５回　統合保育研究会
月　日　平成22年11月 17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�

（つかごし療育コンサルティング代表）
テーマ：�今までの取り組みを振り返る�

「成果と課題」
事例検討�（おたずね FAXより）�

グループバズセッション�
「４月と現在、統合保育について考え
方や感じ方に変化がありますか？」

俯瞰図番号　Ｄ３－Ⅲ・Ｅ８－Ⅰ

○今までの研究会の内容を振り返る
・�保育者からの質問…対象児の困った行動に対
して具体的な対応を知りたい
・�保育者の思い…対象児が園を嫌いにならない
でほしい。対象児の発達の特性がつかめてい
ない。行事に参加してほしい（みんなと一緒
にやってほしい）

○今までの内容
・特別支援教育について
・対象児の発達の特性を知る・障がいの捉え方
・診断名について
・統合保育の心構え（とびら参照）
・具体的な対応・実践記録
発達の特性にそった対応
時間・人・場所を考慮にいれた対応
→（限られた支援ということ）

・保護者との連携の仕方を探る
・地域療育センターの役割を学ぶ
・他児との関わりから見た対象児の変化

◎事例検討１－おたずねFAXより－
－対象児４歳非定型自閉症・精神発達遅滞
●運動会に参加するための手立て
・事前の準備
→保護者との事前の話し合い

・�待ち時間の時間の過ごし方－待ち時間を
減らすため絵本を読む。
・必要であれば保育者やフリー教諭と参加
・対象児用のプログラムを作成
－�出番・応援・水筒・トイレ等待ち時間
のプログラムも作成。

・お遊戯のビデオを見る。
・運動会
→対象児にとって自信となった。
保育者との信頼関係が広がり、安定した
園生活を送っている。

・�対象児にとって、普段と違う場所、待つ時
間が一番混乱しやすいため保育者は配慮す
ること。

◎事例検討２－おたずねFAXより－
－対象児４歳広汎性発達障害
●�注意獲得行動－保育者におもちゃを投げるな
ど反応を試す行動が増えている。
・�対象児が困った行動をすると保育者は、注
意したり話して聞かせようとする。
そのため対象児は、困った行動をすると、
誰かきて反応してくれるということを学習
している。
→�無視をする対応（無視＝よい行動が出る
まで待つこと）で行うこと。

●�言葉の理解が苦手な対象児にどのように理解
させたらよいのか？
→�繰り返し対応していくこと。

●�他児との関わりのきっかけとなる言葉
「ありがとう」「ごめんね」
→�集団の中で、人とコミュニケーションに必
要な言葉を教える。
保育者が先に言い、対象児はオウム返しで
よい。

◎事例検討３－おたずねFAXより－
－対象児４歳　言語発達の遅れ－
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・言葉の数が増えてきた。
→コミュニケーション力がついてきた。
・ジャンケン遊びが大好き
→２学期になり他児との関わりが増えた。
・気になる行動の出現→友だちに水をかける。
→�保護者に医師の受診を勧めているが、まだ
受診するまで至っていない。

●言語発達の遅れを持つ対象児
・�言葉とは目に見えない、具体性がない。そ
して抽象的であるため理解するのがむずか
しい。
・�抽象的な理解とは、言葉の言っていること
を記憶にとどめて、言葉・事柄を自分の経
験と知識を合わせて、それを言葉で外に出
しコミュニケーションをとるということ。
それが対象児にはむずかしい。
・�抽象的なことの中に、もう１つ相手の立場
に立ってないということがある。

●言語発達の遅れを持つ対象児の対応
・�相手にやられたらどう感じるか、わからな
い時には保育者が同じようにやってみせ、
嫌な気持ちかを伝えるがなかなかむずかし
い。
→�これはやる、これはやらない、と保育者
が整理をする。

・�具体的に「こうするといいよ」と一緒に行
いうまくできたらほめる。
・�どうやったら人のなかに入れるか、何を言っ
たらよいのか保育者と一緒に繰り返し行う
ことで対象児も理解していく。

◎事例検討４－おたずねFAXより－
－対象児５歳自閉症－
・偏食－味覚に敏感さがある。感覚の過敏さが
あるため偏食をなおすのはむずかしい。�
全体の発達とともに改善される場合が多い。�
・言語面の遅れがある。＝人とのコミュニケー
ションの苦手さ。�

●�対象児に他児が手をかけすぎる時に、保育者
が言葉をかけて対象児が自分で行うようにし
ているがこれでよいのか。
→�対象児にやってほしいことをみんなが手
伝っているかどうか見ていく。
①�保育者が何をどこまで対象児に手伝ってい
るかモデルを示す。
②�対象児も自分から行動できるよう手順表、
写真、カードを貼り保育者とそれを見なが
ら行動し、少しずつ保育者の助けを少なく
していく。
・�何かをやってほしい時に、それを相手に
伝えるコミュニケーション方法を対象
児に学んでもらう。（オウム返し程度の
言葉ならば、「手伝って」と保育者が先
に言い、次に対象児も言い手伝ってもら
う。）
・�対象児ができることは、「大丈夫」「でき
るよ」と言えるようにし、対象児が言っ
た時はまわりの子どもたちは見守るよう
に教えていく。対象児と他児がお互いを
確認して関係を持つことで、一方的な関
わりを持つことはなくなる。
→�この関係をうまく成立していくには時
間がかかるため、朝のやりとり等場面
を決めて行うのがよい。

○グループバズ
テーマ�「４月と現在では、統合保育について

考え方や感じ方に変化はあったか」
●Ａグループ
・�研究会に参加することで１人で抱え込まず
専門機関を頼っていいことを知った。
・�保護者の協力の大切さ、共通理解、家庭と
の連絡を、まめにとることで、対象児との
関わりの参考になる。
・�グループバズや対象児の様子を文章化する
ことで対象児に対して関わり方の確認をす
るとてもよい機会になった。
・�対象児と保育者の関わり方を見ていたまわ
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りの子どもたちが変化してきている。
●Ｂグループ
・�周りの子どもたちが助けてくれるようにな
り、その成長をうれしく思う。
・�保育者が対象児によりそう姿勢、また、毎
回の研究会で障がいの特性、統合保育の考
え方を学び、保育者が成長させてもらった。

●Ｃグループ
・�対象児の変化があったことで保育者として
喜びが持てた。
・�対象児にどこまで援助するか、まわりの子
どもたちの関わり方のバランスがむずかし
い。
・�各園により対応が違ったり、対象児がいる
クラスといないクラスでは統合保育に対し
ての保育者の意識が違う。
そのため、職員間で連携を取って統合保育
の意識が統一されることが大切だと思う。
・�統合保育はどこまでやればいいか等、課題
や反省が次々に出てくるので、今度は「こ
うやろう」と次の意欲につなるためやりが
いがある。

●Ｄグループ
・�研究会に参加し他園の様子、どのように対
応しているかを話し合い自分なりに実践し
た。また先生方と話すことで自分の気持ち
に余裕がでてきた。
・�対象児だけではなくまわりの子どもたちに
も目を向けられるようになった。
・�色々するのではなく、焦らずゆっくりと、
１つずつ乗り越えていくことが大切だと
思った。

●Ｅグループ
・�４月は、対象児との関わり方がわからなかっ
たが、対象児の様子に合わせて対応できる
ようになった。
・�面談等で、気になる子をセンターにつなげ
るのに、統合保育で学んだことをふまえて
話したことで母親へ伝えやすくなった。
・�対象児への対応の幅が広がり、成長してい

る姿をみると、保育者の自信となっている。
●Ｆグループ
・�研究会を通して学んだことと保育がつな
がってきた。
・�バズを通して他園の保育者と共感し合うこ
とができた。
・�今の時期の方が、子どもたちとゆっくり関
われるようになり、対象児だけでなくクラ
ス全体が見られるようになった。
・�行事を経験してきたことも含めて個々から
集団への気持ちがまとまってきた。統合保
育があったからこそみんなの気持ちがまと
まったと思う。
・�研究会での情報が多岐にわたっていたので
どれがその子にあてはまるのか迷うことも
あった。

○塚越先生より講義
・�障がい児の担任は持ち上がりの方がよいのか。
→�どちらがいいとは言えない。
・�見通しを持つ、予想をたてるのは同じ保育者
がよいかもしれないが、持ち上がっても２年
まで。
・�子どもの特性、好きなこと、うまくいった対
応、これだけはやめた方がよいということを
次の保育者に引き継げば新しい担任でも、な
んの問題もない。

●お願いと今後の課題
○�統合保育研究会に再度参加してほしい。
継続参加をすることで、より統合保育を理
解できる。
○専門機関との連携の現状
→民間相談機関との連携も取り上げたい。
○�幼稚園の中の「チャレンジクラス」
全体の子どもの中で３グループに分けられ
る。
①療育センター通園の子ども
②療育センター通園＋幼稚園
（よいモデルの中で育つ子ども）
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③�幼稚園（園の中にいることで、よい方向
にいく子ども）
→�療育機関だけでは今、気になっている子
どもたちは指導しきれない。
療育センターの業務がまわらないのも実
状である。
→�そのため、幼稚園の「チャレンジクラス」
を作った幼稚園が茅ヶ崎にある。
－トムソーヤ・クラブ－
・�月２回、放課後の保育室で行われる。
・�気になる子を集めてスタートしたクラ
ス
・�６年目。１クラス６～７名に対し、ス
タッフ５名で約１時間、ゲームや工作
や手遊びを通して、成功体験をたくさ
ん経験させる。
・�指導に関して、最初の２年間、民間の
療育施設から指導員を派遣してもら
う。そこに職員が加わり、療育の知識
や技術を身につけた。
　�また、指導の待ち時間はソーシャル
ワーカーと一緒に母親の相談・指導に
当たった。
　�３年目より職員だけでの指導が始ま
る。

－参考資料－
トムソーヤ・クラブ
「できたね！スゴイ！」多くの成功体験を。
茅ヶ崎・浜竹幼稚園山田昇


