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事例発表１
―対象児年長男児　非定形自閉症（特定不能の
広汎性発達障害）
●相談機関―川崎市中部地域療育センター

＜１学期の保育目標＞
○目標１　幼稚園生活の流れを身につける。
●具体的な取り組み
・ 流れが変わらない身支度等を中心に、担任
や補助と毎日繰り返し行う。

●取り組み経過
・カバンをかける、コップとタオルをかける
→指さし

・スモックや、体操着等の着替え
→ボタン手伝い、指さし

・出席シール→ 保育者の手をひっぱり「貼っ
てほしい」と要求する。

数字が好きということを活かし、出席シー
ルに数字で日にちを書き、おたより帳の同
じ数字の場所にシールを貼る。

●３学期、改善すること
おたより帳が次の月に変わったことがわかり
づらいため→
・あいているマスにもシールを貼る。
・ 月が変わり、次のページになったことを家
庭でも確認してもらう。

○目標２　クラスの友だちと同じ場所で過ごす
●具体的な取り組み

・ 違う場所へ行ってしまった時は、クラスの
友だちがいる場所へ戻れるよう、手をつな
いで戻るという行動を繰り返し行う。
・ うがい、手洗い、排泄は、クラスの子ども
たちと同じ時間に補助教諭と行う。
・ 活動している場所にも楽しみをもてるよう
興味のもてる玩具を増やす。

●取り組み経過
・ 活動場所へ戻れるよう手をつないで戻ると
いう行動を繰り返し行うことで、クラスの
子どもたちと同じ場所で過ごすことができ
るようになった。

○目標３　 高い所へ登らないで、好きな遊びや活動に参加
をして過ごす（ストラデジーシートを活用する）

遊んでいるものや活動してい
ることなど、その環境に飽き
てしまった

Ａ：事前

高いところへ登ってし
まう

Ｂ：行動

・高い場所で歩きまわる
・ バランスをくずして、
転倒することもあった

Ｃ：事後

・ 保育室ではできるだけ、机
と椅子を出しておく

　（落ち着いて座って遊べる
ように）

・興味のある玩具を用意する
・ 机や椅子など危険な高い所
ではなく、園庭の山など、
行っても良い高い所で遊べ
る時間をつくる

・ 担任と補助で協力し、行動
を把握する

事前の対応の工夫

高い所ではなく、
玩具や遊具で遊んで過
ごす

望ましい行動

高い所へ登らず過ごすこ
とができたら、活動の区
切りごとにほめる

ほめ方・楽しみな活動

事前・事後の環境の工
夫を行ってものぞましく
ない行動が起きたとき！

・ 高い所へ立ってしまって、手で
×マークを作ったり、表情を変
え「ブー」と繰り返し伝える
・ 高い所から降りることができた
ら、だっこをしたり抱きしめた
り、拍手をしてほめる

起こってしまったときの対応

＜２学期の保育目標＞

○目標１　 カラー帽子をかぶる（ストラテジーシートを活
用する）

園庭遊びへ行くとき

Ａ：事前

保育者がカラー帽子
の写真を見せても、
帽子をかぶらない

Ｂ：行動

カラー帽子を一度手にとり、ま
たロッカーへかけることがあった
り、写真をさわったりしているた
め、「カラー帽子をかぶるよ」と
声をかける

Ｃ：事後

・ ロッカーの前へ一緒に
行き、「カラー帽子を
かぶるよ」と伝えなが
ら写真を見せる

・ カラー帽子を一緒に手
にとり、頭にかぶるな
ど身体プロンプトを行
う

事前の対応の工夫

カラー帽子の写真を
見て、カラー帽子を
かぶる

望ましい行動

かぶることができたら、
だっこをしたり、抱きし
めたりなどをしてほめ、
園庭へ遊びに行く

ほめ方・楽しみな活動

事前・事後の環境の工
夫を行ってものぞましく
ない行動が起きたとき！

手をとって一緒に帽子をか
ぶる行動をしたり、指さし
で帽子をかぶるということ
をつたえる

起こってしまったときの対応

○目標２・ 食事の際、フォークやスプーンを使
う。

　　　　・口に入れたものを出さずに食べる。
●具体的な取り組み
・ 保護者、療育センターと連携をとり進めて
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いる。
・ 保育者が一緒に食具を握ったり、渡すこと
で使用を促す。

・ 口に運んだあと、食具を離さないように、
又反対のあいている手を口元へもっていか
ないように保育者が手を添える。

＜まとめ＞
・ 目標設定や取り組みへ向け、家庭や療育セン
ターと情報を共有し、すすめ方を統一するこ
との大切さを感じた。
・ スモールステップの計画を立て、取り組んで
いくことで、対象児の理解やできることがわ
かり、必要な配慮や次なる目標が見つけやす
くなった。
・ ストラテジーシートを使用することで、困っ
た行動への対応が整理され、事前に出来る配
慮や原因などが見つけやすくなった。
＜質疑応答・感想＞
・取り組みを聞いて、参考になったことがたく
さんあり是非やってみたいと思った。
・ 他児との関わりはどうなのか？教えてほしい。
→ 年少児の時に同じクラスだった子どもた

ちから対象児の様子を教えてもらいなが
ら接することで、まわりの子どもたちも
興味を持ち関わりを求めるようになっ
た。しかし、対象児は大人には興味を示
すが他児にはまだ興味がいかない。

事例発表２
―対象児年長女児　診断名なし―
●相談機関―川崎市南部療育センター
●入園当初の特徴
・ 語彙が少なく、言葉があまりでない。
・ 集中が続かず興味のある物の方へ行き次々
と触ろうとする。

・ やっていることを途中で静止すると、大泣
きになり奇声も出す。

＜１学期の保育目標＞
目標１　 クラスの集まり（朝・帰りの会等）の

時間には椅子に座って参加する。
●具体的な取り組み
・ 対象児専用の椅子（背もたれにキティちゃ
んの絵をはる）を用意した。
・ 自分で用意ができるよう、床にビニールテー
プで目印をつけ対象児の定位置をつくっ
た。
・ 集まり時に対象児の気が散らないよう遊具
があるロッカーには布をかけた。

●取り組み経過
・ ６月中旬頃から対象児自身が椅子を用意し
保育者の隣に座るようになった。
・ 保育者の隣に座ることで他児から注目され
楽しく感じ、保育者の動作を真似すること
が多くなった。

目標２　お弁当を座って最後まで食べる。
●具体的な取り組み
・ 保育者が横に座り、一緒にお弁当の時間を
過ごす。
・ 食べきる量を弁当箱に入れ、残りはフタの
上に置いた。様子を見ながら少しずつ弁当
箱の中に入れる量を増やしていく。
・ 食べ終わった後の活動を伝える。

●取り組み経過
・ 食事中、水遊びが好きでたびたび手洗いに
行こうとしたが、保育者が隣に座っていた
ので、すぐに行動を静止することができ立
ち歩く回数が減少した。
・ お弁当の量を少しずつ分けて出すことで、
食べきる喜びを感じ、保育者が食べさせる
こともなくなった。

●今後の課題
・ 手で食べることが多いので、食べようとす
る前にスプーンを持たせるようにする。

＜２学期の保育目標＞
目標１　 要求を言葉で伝える。（んー！んー！

と言っていた）
●具体的な取り組み
・ 「やってください」「ちょうだい」等、その
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場に適した言葉を保育者が見本を示し、復
唱する。

・ 対象児が言葉で要求した直後に、保育者が
要求に応じ、「伝わった」「言えた」という
成功体験をつむ。

●取り組み経過
・ 初めは指さしで訴えることが多かったが、
「～ください」と行動と言葉が重なるよう
になってきた。

・ 発音が曖昧な場面があった。
●今後の課題
・ 正しい発音で言えるように、正しい見本を
示す。

・ 「～してもいいですか？」等場面にあった
言葉も使えるように、少しずつ教えていく

目標２　友だちの名前を覚える
●具体的な取り組み
・おたより帳の名前を呼び手渡しする。
・ 対象児の手伝いをしてくれる子の名前を言
う。（例）「～ちゃん、ありがとう」

・きれいな発音で伝える。
●取り組み経過
・ 同じバス停の友達、ロッカーが近い友達の
名前を言うようになった。

・ 11 月頃、「ねえ、～ちゃん」と呼びかける
姿が見られるようになったが、名前と顔が
一致しないことも多い。

●今後の課題
・ 他児との関係が広がるように、少人数の遊
びの中に誘う。

＜まとめ＞
・ ４月当初は、クラスをまとめることに精一杯
で対象児は補助教諭に任せっきりだったが、
５月末頃から対象児に向かい合うことができ
た。
・ 配慮は思考錯誤で進めてきたが、結果が具体
的に現れてきたことに「やってきて良かった」
と嬉しさを感じている。

＜質疑応答・感想＞
・ 周りの保護者の理解は得ているのか？
→ ４月の懇談で対象児の親より自閉症傾向
と伝えているため、理解はしている。補
助教諭もついていることを伝える。

・ 同じ部屋にいることができない時にはどうし
ているのか？
→ 補助教諭と散歩する等、気分転換するよ
うにしている。

事例発表３
―対象児年中女児―
●診断名―中度精神遅滞、四肢体幹機能障害
●相談機関―川崎市西部療育センター
●対象児の様子
・ 足の関節が柔らかく歩行が困難である。（腕
の力のみで移動）
・身支度・食事など全介助を必要とする。
・単語～２語文を話す。
・ 自分の気持ちを言葉で伝えられない。（思
い通りにできないと自傷行為をする。）

＜１学期の目標＞
○登園後の身支度を保育者と一緒に行う。
●具体的な取り組み
・ 保育者の援助のもと、身支度を行う。
・ 身支度を覚えられるよう、順番を決めて行
う。

●取り組みの様子
・ 指先を器用に使えないので、カバンを開け
ることも難しく、１つ１つの動作を一緒に
行う状態である。
・ カバンのチャックがつまめない。
・ 視界に入る興味のあるもので遊びたい。
　　↓
自傷行為をする、それを受け止める、という
繰り返しが続き身支度を行えない日が多かっ
た。
・ 「○○する」「○○しない」と短い言葉、又
毎回同じ言葉で伝える。



－ 6－

第１分科会

＜２学期の目標＞
○登園後の身支度を保育者と一緒に行う（継続）
●具体的な取り組み
①保護者の協力
カバンのチャックにひもをつける。
身支度しやすいようカバンの中身を整理す
る。

②環境整備
移動が困難なので対象児がその場で行える
よう環境を整える。

③楽しく行えるようにする。
対象児の好きな歌を歌いながら身支度をす
る。

・ １学期、自分の気持ちが抑えられず、家庭で
も園でも多く見られた。
→ 夏休み中にセンターの医師と相談し、安

定剤を処方され、微量から服用する。
●取り組み様子
・ 「カバンを開けられない」ということが解
消され、自分でできるという自信がついた

・ 環境整備したことで、視覚に遊びたいもの
が入らないため集中力が持続し、スムーズ
に身支度を行えるようになる。

・ 好きな歌をうたうことで、楽しく身支度を
することができ、意欲もわいてきた。

●取り組み経過
・ 「できる」ということよりも、「できるよう
になるまで」の過程を大切に取り組んでき
た。

●３学期に向けて
・ 保育者の援助を減らして、身支度を行える
ようにする。

・ 意欲的に身支度を行えるよう工夫したい。
○他児との関わり
・ 対象児は歩けず、移動は抱っこかバギー、
ご飯を手で食べる等、目で見てわかる障害
を同じクラスの仲間として、これからも見
守っていくためにはどうしたらよいかクラ
スで話し合う。
→ 対象児ができないこと・いけないこと

を責めるのではなく応援してあげる。
友だちのよいところを見つけることで
他児同士の関わりもよくなった。

＜まとめ＞
・ 目に見える障害も、その子の個性と考えるこ
とで柔軟な対応ができる。

・ 固定観念にとらわれず、柔軟に保育をすると
同時に、『保育者は子どもの鏡』ということ
を心にとめ、言葉・行動１つ１つを丁寧に行っ
ていきたい。

・ 統合保育はどうしても障害を持った子を中心
に考えがちだが、クラスの中でその子が特別
ではない。

＜質疑応答・感想＞
・ 対象児が担任と接する時間、補助教諭が接す
る時間とどちらが長いか？
→ 朝の身支度の時間は担任と毎日行い、補
助教諭に１日保育を進めてもらう日もあ
る。総合的に考えると、担任と補助教諭
の接する時間は同じぐらいである。

・ 全てにおいて援助が必要ということだが、保
育は成り立っているのか？
→ 入園から１ヶ月間、母親についてもらう。
担任にもう少し援助してほしいと訴えて
くるが、園としてできることとできない
ことを伝え理解をはかった。補助教諭、
周りの子どもたちの関わりもあり保育は
成り立っている。

・ 統合保育、幼稚園で具体的な取り組みをして
も、小学校ではそこまで見てくれていない。
保護者と就学の話はしているのか？
→ ５月に話した時点で普通級に行きたいと
言ったため車椅子でないと小学校に行け
ない話をする。年長になったら車椅子を
使用する方向で話を進めている。

塚越先生より
→ 園として、どこまでできるか。できない
理由は何かを考え、保護者に伝える。園
でできることを精いっぱいやっていくこ
と
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◎塚越先生より講義
●３つの事例から学ぶこと
・ 対象児の発達の特性（行動の特徴）を知り
対象児にそったやり方を取り入れる。

・ 対象児が理解できる伝え方を工夫する。
例：短い言葉、具体的な言い方、
　肯定文（～しない×→～しよう○）
　視覚的な情報を使う。

やってはいけない伝え方×
→ 声かけのみの伝え方、注意する、皮肉、

何度も繰り返す

・対象児の興味があることを手段として使う
例： 数字、文字、写真、うた、キャラクター
グッズ、絵本他（お過ごしグッズとし
て使用可能）

・ できたらほめる、「抱きしめる」等自分が 
「ほめられているんだ」ということを対象
児がわかるように伝えることが大切であ
る。

●統合保育と特別支援教室の関係
・文部科学省の調査（平成 14 年）
→ 小・中学校の通常級に在籍する学習や

行動面で特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒は、約 6.3％いる。

●特別支援教育の始まり
①学習障害
②注意欠陥多動性障害（ADHD）
③高機能自閉症（アスペルガー症候群）
　　　↓
適切な支援のため、平成 19 年より特別支援
教育がスタートする。

●早期発見と支援の現状
・乳幼児健康診査（健診）
１歳半・３歳半では、学習障害、ADHD、
アスペルガー症候群の子どもたちを発見す

ることは難しかった。（平成 19 年度報告）
　　↓
幼稚園・保育所などの集団活動をする環境の
中で発見されることが多い。この結果から、
５歳児検診の実施、自閉症の早期発見の評価
表を使う試み（２歳前後で早期の診断可能）
が行われるようになってきている。

●発達障害児への支援モデル事業
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●保育者の役割
・ 「気になる子どもたち」が障がい児である
かどうか、判断をする必要はないが、発達
障害があるかもしれないということを念頭
において対応する。
・ 対象児の特性（特徴）を知り、支援環境を
整える。
・ 保護者には気になる部分を伝え、どう配慮
しているか伝える。なるべく園長、主任も
混じえて話すこと。

―参考文献―
・ 発達障害幼児等に対する支援ネットワークモ
デル事業の構築～発達障害の理解と早期支援
全国心身障害児福祉財団　2011 年

・特別支援教育をすすめる本１
こんなとき、どうする？
―発達障害のある子への支援―
内山登紀夫監修、諏訪利明・安部陽子二編
ミネルヴァ書房　2009 年


