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第39回　夏期宿初研修会
全体会
月　日　平成22年８月26日（木）
場　所　大磯プリンスホテル
日　時　平山　許江　先生（文京学院大学教授）
テーマ：学級経営のポイント
俯瞰図番号　Ｂ２－Ⅰ

【本題】
学級経営、クラス経営
１．学級経営ってなに？
言葉を調べてみると基本になった意味がわか
る。
・「経営」の意味
①�力を尽くして物事を営むこと。工夫を凝
らして建物などを造ること。
②�あれこれと世話や準備をすること。忙し
く奔走すること。
③�継続的・計画的に事業を遂行すること。
特に会社・事業など経済的活動を運営す
ること。またそのための組織。

・「経」の意味
織物のたて糸。たて。物事のすじ道をつけ
ること。はかり、治めること。管理するこ
と。「経営・経済」
・「営」の意味
仕事をすること。いとなむこと。「営業・
経営・営営」
「営」のなかの「呂」とは「いろり」と同
意味。家の真ん中、人の集まる場所。暖か
い物。新しい考え。
・�保育にハプニングはつきもの。指導計画・
保育計画のとおりにはならない。
・�保育の目的のために力を尽くす。子どもに
とって最善の場・時間を作り出す。
予定外のことに流されすぎてもいけない。守
るべき筋はキチンと守る。
２．幼児理解を確かにする。
「子どもをよく見なさい」
・�見ようと思わないと見えない

（見る・観る・視る・診る・看る）
・�みえる援助とみえない援助
・�子どもの様子をなるべく具体的に「みる」
事

３．先入観を持たずに理解する
・そうかもしれない
・でも違うかもしれない
・即答するのがベテラン・専門家ではない。
４．園の教育方針・教育目標と照らす。
・�保護者は園の教育に期待をもって子どもを
預けている。
それに応えるために。

５．�子どもの実態に合わせた「ねらい」をたてる。
・�子どもが実際に何を経験するか。
・�遠い目標ではなく実現可能な目標をたてる。
・�明日（次）は何をするか、具体的な行動、
援助を明確にする。
・�子どもの側にたって見直す。
６．�実践を通して専門性を身につける。
・�事実を解釈する。
のぞましい行動、のぞましくない行動。
・�反省→仮説仮説→失敗
失敗の多い保育で、その先生の専門性が高
まる。根気よく、反物を作るような考えが
「経営」
・�他人に見てもらう
同じ保育をしている人はいない。
画一的な保育は悪い保育だ。
→�対象となる子どもが異なるのに同じ保育
はあり得ない。
保育の仕事は専門性が高いが、残念な事に
他の人にみてもらえる機会が少ない。
「園長」「主任」に保育を見てもらう。他の
目でみてもらえる。自身では気がつかな
かった「見方」がみつかるかもしれない。
・�新しさ・自分らしさを加味する。
①活動や教材選び
②学校スタイル以外も考える。
③必ず自分で試す。
④シミュレーションをする。
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流れ
あの子ならどう動くかな？
どうやったら失敗しないか？
パターンをきめない
⑤挑戦や工夫が保育の醍醐味
⑥保育誌の指導計画は机上のもの。子ども
たちに合った内容を。

【おわりに】
　今年はどうしようか考える。
・�苦労の方向を変える（消耗より新規）
・�結果として昨年と同じでも良い。
経営、年間行事などの縦糸は決まっていても、
模様を作るのは横糸。保育者の工夫で模様は
作れる。挑戦や工夫を忘れない。
行事も
「しなければならない」
「消化しなくてはいけない」ではなく、
新鮮な思考で捉える。
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第39回　川崎市幼児教育研修大会
第１分科会
日　時　平成22年８月26日（木）
場　所　大磯プリンスホテル
講　師　平山　許江先生（文京学院大学教授）
テーマ：「保育者の役割」
俯瞰図番号　Ｂ１－Ⅰ　Ｂ２－Ⅰ

○新任の保育者に求められる事
「報告・連絡・相談」
　新任の保育者にまず求められる事は、「ホウ
レンソウ」である。
　「報告」とは、１日の保育がどうであったか、
ケガをした子ども・気になる子どもの状況がど
うなのかを先輩に報告する事で対応の仕方や保
育の内容を改めていく事が出来る。
　担任を持ったとしても、幼稚園での仕事は沢
山ある。もちろん担任として以外に、園全体で
回っている事を意識しなくてはならない。変
更事項等は全職員で把握していく事が必要であ
る。そこで「連絡」が大切になってくる。自分
の知っている情報を伝え、聞き漏れが無いよう
にしなくてはならない。
　最後に「相談」である。初めての事で分から
ない事は当然である。分からない事は先輩に聞
き、自分ひとりで抱え込まない様にしていく。
園児や保育の事はもちろん、その他運営してい
くに当たって相談を持ち込むようにしていく。
しかし、ただ聞くのでは自分の成長にも繋がら
ない。例題を出され、各テーブルで話し合った。
　Ａ先輩に「４時から打ち合わせね」と言われ
た。しかし、４時までに掃除が終わらない場合
はどんな言い方をしたらいいか。
ａ・・・�「掃除が終わらないのですが、どうし

たらよろしいですか」
ｂ・・・�「簡単清掃にしてしまう」
ｃ・・・�「掃除が終わらないのですが、打ち合

わせが終わってからやってもいいで
しょうか」

　３パターンの解答が出た。平山先生はｃの解

答が最も相応しいとのことだった。ａの聞き方
は自分がこれからどうしたらいいかが入ってい
なく、ｂは一人で抱え込み、今の状況がどうなっ
ているか報告も相談もなく自己解決になってい
る。「こうすればいいだろう」はいけない。ｃ
は今の状況と自分の考えが入っていて質問に対
して丸投げにはなっていないので相応しい。
　この「ホウレンソウ」を軸に連携をとってい
く。

○保育者の前に社会人である
　保育者である前に社会人である事を認識す
る。全てにおいて自分の責任の元で仕事をして
いくべきである。例えば、体調が悪くならない
様にする事や、もし欠勤するとなっても無断欠
勤は絶対にやってはならない事である。
　自己管理をしながら、社会人として自立して
いかなければならない。

○これからの保育
　これから様々な年齢の子ども達を見るが、そ
の年齢に合わせた言葉掛けや指導が必要にな
る。個人の成長と共にクラスの成長を見なが
ら、自分カラーのクラスを作っていけるように
する。また、自分が辛くなった時、大きな壁に
当たった時大切な事は「夢を思い出す事」と指
導頂いた。初心に戻る事は、本来自分が何をし
たかったのかを、見つめ直せるチャンスである。
目先の事と夢とを比べた時の比重はどちらが大
きく、諦められないかを考えれば一目瞭然であ
る。自分の目指す保育を頭に入れ、他の先生と
も協力して園生活を送っていく。
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第39回　夏期宿泊研修会
第２分科会
月　日　平成22年８月26日（木）
場　所　大磯プリンスホテル
講　師　�久保山　茂樹先生（国立特別支援教育

総合研究所企画部主任研究員）
テーマ：�「特別支援教育の視点で保育を見直す」�

－「気になる子ども」は先生の保育を
どう思っているだろう－

俯瞰図番号　Ｄ３－Ⅰ　Ｄ４

○VTR　Ｓくんのビデオを見て
・�Ｓくんはどんな子だと思うか。
→�目は合うが、自分の思うように体が動かない。
歌に合わせて口を動かしたりしていたので、
歌が好きなのではないか。
・�医者や心理だったら、Ｓくんのことを何て言
うだろう。
→�苦手なこと、弱いことに目が向き、何とかし
ようと考えてしまう。
・�ビデオのなかで、初めは、Ｓくんは何もでき
ない、表情がないと思っていたが、Ｓくんと
の関わりを変え、信じて待つようにした。
・�Ｓくんの表情を見ることができ、豊かな表現
力を持っていることに気づいた。
・�できないことに目を向けるのではなく、その
子が好きなことを行い、できることを増やし
ていくこと、多面的に子どもをみていくこと
が大切である。

○「障がい」という言葉の使い方
①障がい児
→�障がいがその子の全てのような言い回しに聞
こえ、適切ではないと思う人もいる。
②障がいを持つ子ども
→�障がいを持ちたくて持っているのではないの
で、適切ではないと思う人もいる。
③障がいのある子ども
④支援の必要な子ども
⑤○○な子ども

・�障がい名や困難さがその子の全てをあらわす
のではない
・�子どもをあらわす言葉を豊かにする
（例）
多動な子ども
→�元気で活発な /活動的な子ども
遊びが広がらない、パターン化する
→集中力がある。
・ネガティブな言葉をなるべく使わない。

○すべての子どもが過ごしやすい環境づくり
・バリアフリー
→�障がいのある人が、いま持っている力を発揮
できるための環境や状況。
・ユニバーサルデザイン
→�すべての人が過ごしやすい環境や状況
・�まわりが変わることで、障がいのある人が障
がいを感じなくてすむことがある。
・�障がいがある子どもたちにとって過ごしやす
い環境や保育。
→それは全ての子どもが過ごしやすい。

○�「気になること」ばかり気にしていると・・
・�部屋に入れない、入れようとすると腕を噛ん
だりする子。
→�たくさんの子どもが動き回る部屋に、自分の
身を置くことが怖い。
腕を噛んだのは、それがうまく伝えられな
かったから。

○自己肯定感を育むために
・まわりが変わるということ。
→物理的な環境を変える工夫
・周囲の人が見方（姿勢）を変える。
・得意を活かす、よさを見つける。
→できないことがその子の全てではない。

○発達障がいという見方
・生まれながらにある「特性」であること。
・�見え方、聞こえ方、感じ方が異なるかも。
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視力は正常・・・でも
→�見えにくいかも、違う場所を見てるかも（話
をする保育者の背後に壁面などがあると、
気になって集中できないこともある。）
聴力は正常・・・でも
→聞きとりにくいかも、音声だけでは理解で
きないかも。

（１つの文章を短くし、ゆっくり話す、わか
りやすい視覚的な提示も大切。）
知的発達は年齢相応・・・でも
→�刺激に敏感かも、自分ではどうしようもな
いかも。

↓
「○○かもしれない」と想像して試してみる。
寝台がなくても保育者の経験が活用できる。

○保育者の経験
①�子どもが走りまわったり、大声を出すなど落
ちつきがない時、落ちついてもらうにはどの
ような方法があるか。
・�走り回る時は、一定の場所で待ち、抱きし
めてやる（年少）
・�手遊びなど楽しいことをして集中させる。
・�あえて小さい声で話し、まわりの子を落ち
つかせる→走りまわっている子が気づく。
・�気づくまで待つ。
・�ピアノで普段歌っている歌を弾く。
②�子どもが話し言葉の指示だけでは理解できな
い時、どうするか。
・�話を聞く時のルールを確認する。
・背景に気を配る。
・�全体に説明したあとに個別に確認や説明を
する。
・�言葉のカードを使い、目で見てわかるよう
にする。
・�活動の見通しが持てるよう、次に何をする
かわかるようにする。
・保育者が見本となって、やってみせる。
③�子どもがスムーズに行動を切りかえられるた
めに、どのような働きかけをするか。

・�１日の流れをホワイトボードに書いておく。
・�「あと１回やったらおしまい」などと、回
数を提示する。
・�最初に時間を言っておく。
・�納得してもらえるように、自分で回数を決
めさせる。

○�話し言葉だけが「表現」や「ことば」ではない。
・動作のことば（コミュニケーションの基礎）
→触れる・揺さぶる・表情・身体表現。
・視覚のことば（適切に使うと有効）
→実物・写真・絵・文字
・音声のことば（話しことば）

○見通しがあると安心
・予告・視覚的な手がかり。
→１日の流れを提示
時計を意識する
プログラムに印を付けていく（発表会など）

○�「居場所（落ちつくところ、基地）」をつくる・
認める
・あの場所が落ちつく（物理的）
・まずこれをしてから（心理的）
・あの先生のそばが落ちつく（対人的）

○幼稚園への期待
・�「障がいの専門家」ではないけれど、「保育者」
としての経験は豊富である。
・子どものよさ、得意分野に着目できる。
・うまくいかなくても、次がある。
・まわりの子どもの力をかりられる。
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第39回　夏期宿泊研修会
（夏期宿泊研修会兼新任職員研修会）
第３分科会
月　日　平成22年８月26日（木）
場　所　大磯プリンスホテル
講　師　�倉橋　たかし先生�

音楽家
テーマ：「音楽指導を教師自ら楽しもう」
俯瞰図番号　Ｅ６－Ⅰ　Ｅ６－Ⅱ

エコーソング
例）森のくまさん

・敏捷性をはかるゲーム
①�２人組となり、膝にハンカチを１枚置く。
②�「かみ」＝パー、「いし」＝グー、「チョキ」で、
ハンカチを取り、先に取った人の勝ち。
③�“むすんでひらいて”の手遊びを行いながら、
「チョキ」を合図に、ハンカチを取る。

楽譜『大きな夢を持とう！』
　上海万博のために、倉橋先生がつくられた歌。

　３歳児は、言葉が通じない。また、冗談も通
じない。３歳児は、音程や声質には重点を置か
ず、楽しく歌えればよい。感受性が、鋭いので
一番の怖がり屋でもあり、一番のうれしがり屋
でもある。歌のなかの登場人物によって、声色
を変えて歌うだけでも喜ぶ。
『こぶたぬきつねこ』（エコーソング）
こぶた（こぶた）たぬき（たぬき）きつね（き
つね）ねこ（ねこ）
ここぶた（ここぶた）たたぬき（たたぬき）き
きつね（ききつね）ねねねこ（ねねねこ）
歌詞より濁点を取ったり、鳴き声で歌ったりす
る。
手遊び　『ひげじいさん』
　　　　『アンパンマン』
『おはながわらった』
おはながわらったおはながわらったおはながわ

らったおはながわらったみんなわらったいっ
しょにわらった
女の子がわらった男の子がわらったドラちゃん
がわらった園長先生がわらったみんなわらった
げんきにわらった

楽譜『アライグマの親子』
あらいぐまの　おやこが　おふろにはいったよ
　　 まわす　 　× 2
いつでもなんでも　きれいに　あらうんだ
　　 まわす　 　× 2
おなか（くび）をあらおう　ゴシゴシゴシ
　　　　　　　　　　　　　
こんどはせなか（おしり）だ　ゴシゴシゴシ
　　　　　　　　　　　　　　
こんなにきれいになりました　ピカ

× 2　　 × 2　

　３番以降は、子どもに問いかけながら進めて
いく。「次は、どこを洗う？」

楽譜『もしもし虫々なんの虫？』

『あかいくつ』
『十五夜お月さま』
『からす』
　曲調が暗い、歌詞が怖い曲も歌うことで、歌
の中で疑似体験をさせることが大事である。

楽譜　『漕げよマイケル』
　　　『好きなの嫌いなの』
すきなのきらいなの　ヤマカンヤマカン
拍手　　　　　　　　
どっちにしよう　すきなら　まるをだそう
腕組み　　　　　拍手　　　　

やなものでそうとおもったらバツをだそう
　　　　　　　　　　　　　　　
ソレどっちかなハイ！（絵カードを見せる）

か
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楽譜『大きな歌いろいろバージョン』
倉橋先生と子どもたちとの対話
先生「ジャイアンの歌ってどう思う？」
子ども「迷惑」先生「なんで？」子ども「うる
さい声だから」先生「そうだね」
大きな歌での“うるさい”の歌詞部分は、お母
さんのいないところでやろう・・・幼稚園では
１回だけにしようね・・・うるさく歌うと喉が
痛いよね・・・きれいな声を出してみようと指
導している。

楽譜『なぜだろうエコー』
鍵盤ハーモニカで、コードの主音を弾く。

楽譜『デバラデジソブー』

『猛獣狩りにいこうよ』→２人組になる。
『アルプスいちまんじゃく』
アルプスいちまんじゃく　こやりのうえで
　前に４歩　　　　　　　　後ろに４歩
アルペンおどりを　さあおどりましょう
　まわる　　　　　　足ジャンケン
勝ったらその場で拍手、負けたら阿波おどり
あいこは、お互いの肩をたたく。
『どんぐりころころ』にも合わせて行える。

楽譜『なべなべダンス』
ひざをうちてをあわせ　まわりましょう
　　 　　 × 2　　まわる
ひざをうちてをあわせて　おどりましょう
　　上記と同じ　―→
トンネルくぐり　もどりましょ　ララランラ
なべなべそこぬけ　―→
ンランランさようならまたあいましょう

次の相手を探す

楽譜『反対・逆さまことば』
白い（黒い）広い（狭い）いす（つくえ）赤信
号（青信号）進め（戻れ）たけやぶやけたわた
しまけましたわ世の中バカなのよねこのこばん

ばこのこね等

楽譜　『ゆきんこ』
　　　『さみしいのにおめでとう？』
　倉橋先生が、小学校の教員をされていた頃、
授業で思い出のアルバムを歌うと、どのクラス
も必ず泣く子がいた。その子たちの共通点を調
べたところ、同じ幼稚園の卒園生だったことと、
担任の先生が共通であったことがわかった。泣
くということは、素晴らしい感情表現である。
さびしいから泣いているのではなく、みんなが
大きくなったことがうれしいから泣いていると
いうことを伝えてほしい。

楽譜『ほんとにほんとにありがとう』
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第39回　夏期宿泊研修会
第４分科会
月　日　平成22年８月26日（木）
場　所　神奈川県城山公園
講　師　神田　浩行先生

（みどり環境共育事務所所長）
テーマ：「自然あそび」
俯瞰図番号　Ｅ４－Ⅰ

１　自己紹介
　自分の名前を次の人に伝え、次の人は自分の
名前と前の人の名前を伝える。どんどん伝える
名前が増えていく。
２　伝言ゲーム
　「大磯の海は日本の元祖海水浴場です。海辺
にはアオバトやアオウミガメがくる。」
この言葉を順番に伝える。
３　まわりの音を聞く
・どんな音が聞こえるか
・いくつの音が聞こえるか
　気持ちのいい音、不快な音など、目をつぶっ
て聞くことにより意識が高まる。（まわりに意
識をむけること）
セミがたくさん鳴いていた。鳴くのはオスだけ
でメスを呼んでいる。（子孫を残すため）
４　見つける
・ざらざらするもの

　見た目や感触など「ざらざら」でもみんな違
う感覚
・ピカピカするもの

　言葉はイメージを膨らませる
・同じ色のもの（色紙を見ながら）
・同じ色のもの（色をおぼえて）

　微妙な色の違いがあるのでむずかしかった。
　自然にはたくさんの色がある。
　集めてきたものをみんなで見て、一押しのも
のを決めたり、見本に近い色は３点・遠い色は
１点など合計点で競うゲームもできる。
５　自然のビンゴ（あそび集 P11 参照）
　グループごとにお題を考えて行なう
※�公園にイロハモミジの種があった。（あそび
集 P37 参照）プロペラ種とばしができる。
　種は子孫を残すため、種を他の場所に散布す
る方法を身につけている。
　動物に食べてもらう・風の力で飛ぶ・水の力
で移動・自分の重みで落下など。
６�　セミと関わっている自然に関するものをあ
げていく。
　空・地中・木・樹液・土・夏・飛ぶなど
→さらに関連するものをあげる

土・・・肥料・水分・ミミズなど
空・・・虹・太陽・青など
木・・・実・水・土・糞など
→自然のつながり

まとめ
今の時代の保育の課題
・自然を見る目（自然観）の育成
・自然の存在に目をむける
・自然・環境を大切にすること
・科学性の芽生え



－ 123 －

�

・�人間だけでなく様々な物との関わり、自分
の命だけでなく生命の意義。

※今までと違うねらいを加えて行う
保育者に必要なもの
・�自分自身の気持ちの中で自然を感じとる
・�子どもが何か見つけた時に一緒に共感でき
る

※�自然との共生・・・「えさをあげる」など何
かをしてやるではなく、一緒にくらしている。
いろいろな自然があることを遊びながら感じ
ていき、自然につながりがあることを感じて
ほしい。
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第39回　夏期宿泊研修会
全体会
月　日　平成22年８月27日（金）
場　所　大磯プリンスホテル
講　師　藤本ともひこ先生（絵本作家）
テーマ：�『絵本とあそびうた』�

－子どもたちとの毎日を楽しく－
俯瞰図番号　Ｅ５－Ⅰ、Ｅ６－Ⅰ

<手あそび >
♪いっぽんばし
♪くらげ
♪のってけちょんまげ

　音楽に合わせて体を動かす。『いっぽんばし』
は、さまざまなものにかえることができるため、
子どもたちと楽しみながら遊ぶことができる。

<絵本 >
『いただきバス』
『いもほりバス』

　絵本は、一冊一冊が違うものなのでその絵本
に合った読み方で読む。子どもたちの前で読む
時は、絵本に書いていないことでも、その場面
に合った言葉を使って読むこともある。また、
子どもたちが、一緒に参加できる言葉や動作を
入れながら読むと、より楽しく読むことができ
る。

<造形あそび>
　絵をかく時に黒しか使わない子がいた。その
子にさまざまな色があることを遊びを通して伝
えた。

（必要なもの）
・クレヨン・紙

☆�言葉を聞いてその言葉から連想される色を紙
にぬる。（30 種類程）

例）りんご→赤いクレヨン

　人によってぬり方や筆圧が違うことが見てわ
かった。この遊びの発展として、外へ散歩に出
かけた。何色を見つけるか担当を決め、その色
を見つけたら写真を撮る。幼稚園に戻り、模造
紙に絵の具をぬる。そのまわりに撮ってきた写
真を色ごとにまとめて貼る。完成すると何色が
多いのか、何色が少ないのか見てわかる。

<カードあそび>
　２人組になり、カードを５枚ずつ持つ。１人
ずつ１枚カードを持ち、手のなかでカードを隠
す。どっちの手にカードが入っているか当てる。
当てた人はカードをもらうことができる。最終
的にカードが多い人が勝ち。
ほかにも、『だるまさんがころんだ』でも、カー
ドを使用して遊ぶことができる。
（遊び方）
鬼がカードを持っている。
鬼に１番にタッチした人はカードを５枚もら
える。
２位の人は２枚、３位は１枚カードがもらえ
る。

<劇あそびミュージカル>
　歌だけで物語をすすめていく子どもたちのた
めのミュージカル。セリフを覚えられない子で
も劇に参加することができる。

<まとめ >
　子どもたちのさりげない一言を拾い遊びを発
展するとより楽しい保育ができる。絵本では、
ただ読み聞かせをするのではなく、一緒に参加
することで絵本の世界がさらに広がる。


