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第１分科会

第51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23年１月19日（水）
場　所　川崎市国際交流センター
講　師　�塚越　和子先生�

（つかごし療育コンサルティング代表）
基本主題：�『一人ひとりの子どもの育ちを支援

するために』
テーマ：「統合保育の実践を考察する」
俯瞰図番号　Ｅ７－Ⅰ・Ｅ７－Ⅱ

事例発表１
○�発達に偏りのある傷がい児の視覚的支援の取
り組み
―�対象児年長男児　自閉症障害中等精神遅滞

〈進級当初の様子〉
・�落ち着きがなく、何か嫌なことがあるとパニッ
クになる。
・�言葉はほとんど出ることがなく「おはよう」「こ
れ」等をまれに発する。コミュニケーション
は、ほとんどとれない。
・環境の変化が苦手である。
・身支度、衣服の着脱、製作は援助が必要。
〈１学期の目標・実践内容→結果〉
①朝の身支度を行う。
・�身支度の流れに番号をつけ、写真を貼り順
番を知らせた。又、幼稚園全体で順番を統
一した。
→�写真にすることで、視界から情報が入りわ
かりやすそうだった。
・�靴やかばん、タオルの場所にマークを付け
位置を知らせた。
→�すぐに場所を覚え、自ら行おうとする姿が
みられた。

②運動会に参加する。
・�リレーではバトンを投げてしまうため、絵
カードを見せて知らせた。
→カードには興味を示さなかった。
・�競技内容を知らせるため、DVDを自宅で
見てもらった。

・�行進や入退場は前後の友達に手をつないで
もらった。
・�徒競走は、スタート地点に担任、ゴールに
補助教諭が待機。お遊戯は、補助教諭が一
緒につき参加した。
→�当日は、落ち着いていたため全競技参加し
た。競技の合間は、散歩をして集中力が続
くようにした。
　お過ごしグッズを持っていった。
③活動中は保育室で過ごす。
・�保育室の横に対象児用のスペースをダン
ボールで設置した。
→�スペースを作ったことで落ち着いて過ごせ
るようになった。
・�保育者の机のまわりなど興味のあるものが
多かったので入らないように×印をつけた。
→とても効果があった。
④�名前を呼ばれたら、手を挙げ返事ができるよ
うにする。（保育者と一緒に考えた目標）
　やり始めた様子→�名前で呼ぶと、呼んだほう

を見ることがある。
　行ったこと→�保育者が横にいて、一緒に手を

あげる。同時に「はい」と返事
をする見本をみせる。�
現在も行っている。

〈２学期の目標・実践内容→結果〉
①姿勢よく座ることができるようになる。
・�１人用の机と椅子を用意し、気持ちが落ち
着けて座れる場所を保育室に用意した。
→�ダンボールの個室は、ほとんど使用しなく
なる。
・�対象児のおもちゃ箱をつくり、お過ごし
グッズから選べるようにし、机の上へ１つ
ずつ出し飽きたら次のものを出す。
→�お過ごしグッズは効果あり。10 分～ 15 分
座れるようになる。
　現在は 20 分位、座っている。
②話せる単語が増えるよう、繰り返し話す。
・�「ありがとう」「かして」「やめて」など保
育者が一緒に言葉を発するようにした。
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→保育者の言葉の真似をすることが増えた。
・�保育者が数を数えたり遊びの中で発した言
葉を真似することがあるので色々な場面で
言葉と実物が結びつけられるよう語りかけ
るようにした。
→歌のレパートリーが増えた。
③行事の練習に集中できるときに参加する。
・�対象児のマークを目立つ王冠にし、立つ場
所と座る場所につけた。
・�台詞は練習してもらうように、曲は家でも
流してもらうように保護者にお願いした。
・�練習に集中して参加できるよう、外遊びを
増やし、対象児の様子を見て取り組んだ。
→�当日は、友だちにサポートしてもらいなが
ら参加することができた。
　補助教諭は、舞台袖に待機し指さしで指示
をした。
　台詞は本番では言うことができなかった。

〈３学期の目標・実践内容→結果〉
①作品展の作品作りを集中できるときに行う。
・�３学期が始まり２学期同様、落ち着いて生
活している。
・集中力のある午前中に行うようにする。
・�手が汚れることを嫌がるため、嫌にならな
いように配慮していく。

〈取り組みを終えて〉
・�研究会に参加したことで、障がい児の特性を
知ることができ、他園の保育者との意見交換
が参考になった。
・�研究会で学んだことを実践することで、１日
１日成長し落ち着いていく対象児をみて環境
を整える大切さを感じた。

〈質疑応答・感想〉
・�保育室に専用スペースをつくることで成果が
出ていることがわかったので自園でも参考に
して考えていきたい。
・�当日、発表会で台詞が言えなかった時の対応
は？
→�同じ役の子どもに台詞を覚えてもらい代わり

に言ってもらった。

事例発表２
○知的発展に遅れのある子の支援
　－対象児年中女児　ダウン症－
〈対象児の概要〉
・人なつっこい性格である。
・歌や踊りを好み、曲がかかると体を動かす。
・体が小さく、言葉は語尾しか出ない。
・身支度や排泄、製作面では援助が必要。
・�保護者は、対象児についてよく理解し、園に
対しても協力的である。
・２年保育。
〈入園当初の様子〉
・�慣れない環境で緊張からか表情が硬く、言葉
を発したり、要求したりは少ない。
・身支度は保育者が援助しながら行う。
・�排泄はオムツを使用しているが、トイレに促
していくことができることが多い。
・�他児の動きをよく見ており、真似をして行動
しようとする。
・砂場、固定遊具が好き。

〈１学期の目標　前半・実践内容→結果〉
①�身支度の手順を覚え、保育者と一緒にしよう
とする。
・�所持品を収める場所にマークを大きく貼る。
・�言葉や手を添えてモデルを示し、一緒に繰
り返し行う。
・�やる気がでるような声かけをし、できた時
はほめる。
→�身支度の順番が身についてくる。
　�まわりに友だちがいると集中がとぎれてしま
い止まってしまうため声かけが必要である。

②日常の挨拶をしようとする。
・保育者が率先して挨拶する。
・�クラスの友だちや他クラスの保育者にも、
担任と一緒に挨拶できるように促す。
→�少しずつ自分から「よう、よう。」と言っ
て挨拶する様子も見られる。
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③�自分の気持ちを表そうとする。（要求を伝え
る）
・�言葉の表現だけではなく、ジェスチャーや
絵カードを使って表す方法を伝える。
→�トイレに行きたい時は、絵カードを指さす
ようになる。
・�対象児ができにくことをすぐに手伝ってし
まわないようにし、対象児から発信する状
況を作っていく。
→�対象児が「やって」というまで見守っている
と、少しずつ手伝ってほしい時は、保育者
や友だちの肩を叩いて要求するようになる。

〈１学期の目標　後半・実践内容→結果〉
①身支度の手順を覚え、一人で行う。
・�少しずつ身支度の流れも覚えてきたので、
保育者の声かけを減らし、対象児が行おう
としている時は近くで見守る。
・�気持ちが集中していない時は、声をかけた
り手をとって一緒に行う。
・�友だちとする方がスムーズな場合は、友だ
ちの手を借りて一緒に行う。
→�自分のマークを１つ１つ指さして、探しな
がら荷物をおさめようとする姿がみられ
た。

②排泄をトイレでする習慣を身につける。
・�オムツで登園しているが、トイレでできる
ように、朝の身支度後、活動の合間など、
毎日時間を決めていく。
・�出なくても、トイレットペーパーを取る→
拭く→流すの一連の流れを行う。
→�トイレに行く習慣は身についてきた。�
声かけをしないと１人で行くことはない。

〈２学期の目標・実践内容→結果〉
①運動会に向けて
１．みんなで楽しく参加する。
・かけっこ→�カーブを走るため、遊びの中で

追いかけっこをしながら曲線の
走りに慣れておく。

・玉入れ→�保育者が手渡した玉を投げるよう
にし、自由遊びの中で玉入れの楽
しさを伝えていった。

・リズム→�担任の踊っているDVDを家庭で
も見てもらい一緒に踊ってもらう
ようにした。

→�毎日の遊びの中で走ったり、玉入れをす
ることで本番でも安心して参加できた。�
前日に、小学校見学に来てもらった。

２．並びっこで自分の番号の友達とつなぐ。
・�同じ番号の男の子にも「○○ちゃん一緒に
行こう」と声をかけてもらうようにし、コ
ミュニケーションをとるようにする。
→�男の子の顔と名前を覚え、自分から探し手
をつなぐようになった。

②育ちの目標
１．身支度の順番を覚え、１人で行う。
→�時間はかかるが自分でできることも増えて
きた。近くで声をかけたり、指でさしたり
して知らせる。

２．トイレで排泄する。
→�家庭と連絡をとり合い、パンツで登園する
ようにし、トイレで排泄する習慣をより身
につけられるようにする。

〈３学期の目標・実践内容→結果〉
①身支度を１人で行う（連続性を持って行う）
→�他児と関わる機会をつくり見守っている。
②�みんなと一緒にトイレへ行く習慣を身につける。
→�他児が誘ってくれているため見守りつつ、
個別の声かけをしている。

③順番を待てるようにする。
→�保育者が一緒に本児と並んで教えている。

〈取り組みを終えて〉
・�対象児の今をみることで精一杯で、１年間で
具体的にどのように成長させていきたいかを
考えていなかったことに気づかされた。
・�対象児にあった具体的な目標設定をすること
やスモールステップの大切さを実感した。
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・他児との関わりが多くなり、嬉しい。
・�１人で考えこまずに、保育者同士話し合い、
保護者と相談することで対象児とのよりよい
関わりを深めていくことにもつながった。

〈質疑応対・感想〉
・�１～３学期まで、少しずつ連続性を持たせて
目標を立てている。
・�目標を立てることが対象児をみていく第１歩
だと思う。
・�視角で訴える大切さ、何か１つ目標を持つ大
切さを感じた。
→塚越講師より
・目標設定について
→�対象児の行動をよくみること、対象児の発達
の特性を知ること、診断名が出ていれば障が
いの内容について勉強すること。
→�対象児の対応に時間がとれること、人的に余
裕があることを考え、達成できる目標を選ぶ
ことが大切。

事例発表３
○対象児にわかりやすい環境を整える。
　－対象児年中男児　自閉症－
〈対象児の概要〉
・１歳８ヶ月から療育センターに通う。
・認知１歳程度、言葉 10 ヶ月程度
・車、電車、音楽、食べることが好き。
・�保護者は対象児についてよく理解し、園とも
協力的である。
・２年保育。
〈１学期の様子〉
○前半
・保育室にい続けることが難しい。
・他児のお弁当を食べようとする時がある。
○後半
・�好きな物を持っていれば、保育室にいられ
る。→�座る場所を円で囲み目印としたが効

果はなかった。
〈１学期の目標〉
①靴を脱いでくつ箱にしまう。

〈環境設定と取り組み〉
・�くつ箱の周囲に赤いテープを貼りわかりやす
いようにした。
→�対象児の高さにあう場所に入園後、設置しな
おす。
・�くつ箱の写真を用意し、対象児が登園したら
写真を見せて保育者と一緒に靴を入れる。

〈２学期の様子〉
・�靴を自分で脱ごうとする（９月後半）
・�補助教諭が対象児の隣に座ってお弁当を食べ
ることで、他児のお弁当を食べようとする行
動を止めることができた結果、他児のお弁当
を食べようとすることが減った。
・�要求がある時には、保育者の手を引いて伝え
ようとし、表情も豊かになってきた。
・�他児が対象児との関わりが増えるようになる
〈２学期の目標→環境設定と取り組み〉
①靴の脱いで下駄箱にしまう。
→�赤いテープに加え、下駄箱に対象児の好きな
乗り物の絵を貼る。
　下駄箱の位置も覚え、入れるようになる。
②お弁当の準備をする。
→�□は弁当箱、○はコップを置く簡単なボード
を用意し、そこに合わせて物を置けるように
する。＝あまり成果はない。
③�名前を呼ばれたら、保育者の動きを真似て手
を挙げる。
→�活動に集中できるように、好きな本が置いて
ある棚にカーテンをして本を隠した。
　言葉と動作のつながりは、まだない。
　�好きな物がなくても座っていられるようにな
る。
④製作物など、作品を保育者に渡す。
→�対象児の前にいき、目を合わせて保育者が
「ちょーだい」と言ってもらうようにしてい
る。

〈取り組みを終えて〉
・�障がいを理解しての関わり方が大切である。
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危険なこと、できないことをどう伝えたらよ
いか悩んだが、保育者の関わり方で事前に防
げる工夫、環境を作っていかなければいけな
いと思った。
・�環境に写真を取り入れたことで、対象児にとっ
て何をすればよいか、わかりやすくなった。
・�対象児の発達を考慮して、少しずつできるこ
とを増やしていけるよう支援していきたい。

〈質疑応答・感想〉
○�幸福先生より
・�その子のレベルを見分けて対応していかなけ
ればいけない
・�危険なこと、やってはいけないことを伝える
のに、保育者が工夫した子とはなにか。
→�補助教諭が１人つき、他の職員とも協力し
て行っている。

・�保護者から協力を得られているとのことだが
どのようなコミュニケーションをとっている
のか？
→�毎日、連絡帳に様子を書いて伝えている。
家での様子も聞き、一緒に目標を決めてい
る。
→�送り迎えのため、毎日園の様子を話し家で
の様子を聞き連携をとっている。

・�対象児だけ、「どうしていいの？なぜできな
いの？等、子ともたちが言った時はどうして
いるのか。
→�みんなにも苦手なことがあるように対象児
にもあるから、今、頑張っている途中とい
うことを話していく。
　�薬ではなおらない病気だけど、みんなが楽
しいことを教えてくれたり、一緒に関わっ
ていくことでできるようになると伝えた。

○塚越先生より講演
●�他児への対応について
対象児の苦手なことやできないことを他児が

言ったら、一度他児の気持ちを受け入れて、
共感してほしい。
●保護者に伝えること
・�保護者が受け入れられないというのは、障が
いか障がいじゃないかというところにあると
思う。
・�今、必要な支援を一緒にやっていこうと伝え
ること。
・�支援が必要なことを繰り返し話していくと、
保護者も理解していく。
・�対象児の様子をきちんと伝えたい時は、園長、
主任に入ってもらうとよい。

●統合保育研究会第１回目で勉強した内容
○文部科学省の報告
○発達障がいが疑われる子どもの支援
○発達障害について学ぼう
－第１回統合保育研究会に記載澄み－

●二次障がいとは
・�対象児が生まれ持ってきた障がい
・�対象児の育つ環境の中で出会った外傷的な
（否定的な）経験・対人交流がよい関係で
はない。

↓
　上記の２つが混じり合った結果
・�外に出す行為－暴力・家出・反抗・怒り
・�内に出す行為－�不安・対人恐怖、�

ひきこもり
→�すべての対象児が二次障がいを引き起こすわ
けではない。

●二次障がい出現のメカニズム
・�発達障がいの症状・気質→問題とみなさ
れる行動（乱暴・こだわり・孤立）→
周囲の否定的対処（叱る、いじめ、注意）
→自尊心のテイカ・無力感・不安・怒り
等→否定的社会行動の増加（反抗、暴力、
ひきこもり等）→周囲の怒り、無力感他
→問題とみなされる行動と、繰り返して
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いくことで二次障がいが出てくる。
・�二次障がいは、幼児の後半から小学校児童
期の前半に出てくる。
・�特に診断名のついていない子どもに出やすい。
・�何が気になるのか、どういう場面が気にな
るのか、保育者が子どもの様子をよく見て
知っていくこと。
その上で、目標を設定し「これだったらで
きるよね」ということを見つけ、その子が
できることを増やしていく。できたことは、
ほめて認めていく。
その対応を保護者に伝えていきながら反社
会的行動・否定的な行動をおこさないよう
にしていく対応を保育者がしていく。
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