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　現代は子どもが育ちにくい時代だと言われ、
昔の方が子どもが子どもとして育っていた。昔
とは違って保護者も子どもを育てにくい。それ
はなぜか・・・
・ 少子化のため子どもへの注目度が高い。
親の過保護、過干渉により子どもが探索・興
味・関心を持つ時期に手を出しすぎてしまう。
・情報過多の時代。
たくさんの情報のなかから選ぶ力がないとふ
りまわされる。
・不規則な生活。
夜更かしなどで、からだのリズムが狂い、身
体感覚が育たない。
※ それらのことをきちんと説明できる専門性が
問われる。
また、子どもが生きているということは人工
的なことではない。自然は日々変わり、人間
はその自然のなかで生き、それに対応しなが
ら感性が育っていく。同じように日々変わる
のが人間関係で、人間関係はいつも同じ状態
ではない。同じ人と会話をしてもその日の気
分によって違うので、そのなかで対応する力
を身につけていく。多様な人々との関わりの
中で自分が自分らしく生きていくことが大切
であり、そのためには集団と家庭の両方が重
要であると言える。

○子ども理解
　子どもが育つとき、子どもをみる時に大事な

ことは、言語・行動・エピソード・発達・気質。
・気質
生まれながらにあるもの。
接近→積極的（新しいものがあったら飛びつく）
回避→消極的（遠くから見て納得したら近寄る）
順応性→環境に慣れやすい子と慣れにくい子。
親和的→穏やか。その子がいるだけで安心する。
※親は別の気質がうらやましいが、持って生ま
れた気質はそれほど変わっていかないので持っ
ている気質を活かして伸ばしていくことが大
事。
・発達
（０歳から６歳くらいの発達を知っておく）
０から６・７カ月→愛着関係
８ヶ月→人見知り行動
１歳から２歳→立つ・言葉・自我
「自分でやりたい」ことをさせる。「できた」
ことで成功体験できる。
子どもがしたいことをどこまで自由として
認めるか。

例えば・・・
降園時、「かわいい」と言われた上履きを「脱
がない」と言ったらどうするか？
→「持ちかえる」か、「説得させて持ち帰らせ
ない」か。我慢を先に教えるのではなく、「こ
うしたい」が先で、その時に育てたいのは社会
性である。したいことをすることは大事なこと。
でも、それだけでは社会が成り立たない。そこ
で、少しの我慢が必要。
自我・自己主張は必要だがそれだけではわがま
ま。自己主張＝わがままではない。その違いは
社会のルールがあてはまるかどうか。自己主張
をして、人の意見を聞きなが調整していく。受
容・あたたかみ・やさしさ・思いやりの母性と、
割り切る・断ち切る・思いきる・判断力・厳し
さの父性どちらも大切だが、現代は父性が不足
している。バランスが大切である。
３歳
　みんなのなかでの自己主張が出てくるので、
できれば満たしてあげる。欲求は満たしてもす
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ぐでなくてよい。
４歳
優位性
友達の絵をけなしたりするが、本当に変と思っ
ているわけではなくプライドがある。
５歳
みんなでするにはどうしたらいいか→協同性。
同じ目的に向かって活動すると意見がぶつかっ
て悩む。そこで、ほかの意見に耳を傾け認める。

○DVD（七夕・生活・あそび）
園でそれぞれの学年で撮ってみることもよ
い。そうすると成長の違いがわかる。例えば
生活の面では帰りに３年間同じ歌を歌ってい
るのは発達を理解していないのではないか。
子どもの要求や成長に合わせて何を変えて
いったらいいか考えることが大事である。ま
たあそびの面では、５歳児では自己目的性を
もてるようになるので、こうなりたいと思う
ようになる。そうすると、したいことを我慢
する「人から教えられる我慢」ではなく、し
たくないことでも我慢してやる「目的がある
ための我慢」なので、質が違い我慢できる。

○保育者とは
☆子どものよりどころとなる
　楽しい時だけでなく、困ったときよりどころ
になる。
☆理解者となる
　子どもの行動や言葉の意味を知る。
☆援助者となる
　あそびを広めたり、深めたりする。
☆協同作業者となる
　同じように遊んでみてその子の気持ちにな
る。
☆モデルとなる

○保護者対応
　例えば・・・
・保護者から「絵をかけなくなりました」と相

談をうけたら・・・
→年長になってまわりがみえるようになってき
たので（社会性）必要以上に過小評価してしま
う時期です。誰もが育つ家庭なので、私は、得
意なことをして自信を回復させたいと思いま
す。
・けんかについて・・・
→自己主張をして他者との関わりが育ってきた
からトラブルがおこります。１人でぽつんとし
ていたらけんかにはなりません。
※その時期の発達を話し、「こういうことが育っ
てきたからこういうことがおこる」と話すと保
護者は安心する。

○最後に
　保育は保育者がワクワクしてうれしそうに楽
しくしていると子どもも楽しくなってきます。
　メリハリをつけることも大事です。うるさい
クラスは、「今話ができるようになってきたか
らうるさいんだ」と発達を理解して保育をおこ
なえば楽しく保育ができると思います。
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■気質の９つの側面→トマス
①稼働水準　身体運動の活発さ
②接近／回避
新奇な刺激に対する積極性／消極性

③周期性　 睡眠・排泄などの身体機能の規則
正しさ

④順応性　環境変化にたいする慣れやすさ
⑤反応閾値　感覚・刺激に対する敏感さ
⑥反応強度　 泣く・笑うなどの反応の現れ方

の激しさ
⑦気分の質　 親和的行動／非親和的行動の頻

度
⑧気の散りや すさ　 

外的刺激による気の散りやすさ
⑨注意の範囲と持続性

特定の行動に携わる時間の長さ／集中性

事柄・発達・気質

言語と非言語を読み取り適切に関わる。

非言語（内面を読み取る）
歩き方・表情・絵・歌い方・姿勢・首の傾げ
方等
・乳児期
・幼児期
・児童期

■DVD鑑賞 「やっぱりそうだよね」 
～認め合う友だちとの生活～

港区立青南幼稚園

１． 子ども達と発表会の出し物について教師は
後から後から話をするのはなぜか。
→ 子ども達の意見を素通りしないようにも
う一度確認している。

２． なぜ先生がもっと決めないのか。
→ 子どもが決めることで子どもが主体的に
なるとうに進める。

３． ５歳で話し合いができるようになるには３
歳からの積み重ねが大切。

４． ３歳からどういうことが必要か。
１）皆の中で声を発する機会を多く持つ。
「みんなどうだった？」
「楽しかった！！」
「あなたのお名前は・・♪」
「あら素敵なお名前ね♪」
「とーんだとんだ・・・・」
などの活動を通して、みんなの中で声を
出す楽しさを実感することをたくさん経
験すること。

２）友だちの話を聞くこと。
５．その他DVDから学んだこと
１） 明日の予定を子どもと一緒に決める。→
主体性を大切にする。

２） 子どもたちが自分たちで決めたことなの
だが、遊びたくなって遊びを優先した。
どう指導するか。

→何かを受け入れ、何かを入れる。自分で考え
させる。
カレンダーなどを用いて見通しをもたせて判断
させる。
先生が作ったものを貸してあげるよ。
イメージを広げてあげる。
当日のことを教えてあげる。「当日きっと後悔
するよ」
本人の意思を促す。
教師は入るべきときは入る。
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納得をしながら進めていけるように。
～らしく・・・５歳児の特徴。
教師は、受容と切断を持ち合わせ、交通整理を
行う。

食べ物をなげるのは気になると話し合いをする
ことに。

嬉しいがいっぱい独唱。

話し合いで大切なこと。
１人がいつも提案するのではなく。ほかに意見
がない場合も「みんなの意見なのかを意識して」
進めるよう教師が促す。
相違工夫できるところを大切に。

教師が隠し部屋からマント出す。
先生ずるい！→時に言葉無しで促す方法も。

教師は、子どもの葛藤を支え、温かい繋がりの
ある集団を育てるという役割がある。

教師が先にいかない。

行事というのは園によって違う。
自分の保育の中ではどんなところが子どもたち
が主体的になる。
～DVDを見ての感想～
・子どもの言葉を拾えるようになる。
・先を見越して用意周到。
・否定の言葉がなかったのがすごい。
・褒めるは多くないが認め言葉が多い。
・ 自主性がはったつしているな。それを教師が
上手く支えているなと思った。
・環境づくりがすごい。
・発表会の題材は子どもの意見で決めたい。

言葉と人間関係から関係性を読み解く
主体性を育むとは
・自己選択と自己決定

・自己発揮
・自己主張と自己抑制
・創意工夫・・想像性から創造性へ
・共同性から協同性へ
・話し合う―認め合い―
・葛藤体験―葛藤を乗り越える―

　親は葛藤体験が一番見ていられない。可哀想
と思ってしまう。それが自ら掴む力を育みづら
くなってしまう。
■保護者について
「今日どうでしたか？」と聞かれたらどうす
るか。
姿勢
お辞儀
コミュニケーションの言葉
「暑いですね」
「５w１Hを質問形式で」
「お話しできて嬉しかったです」
共感―お辛かったですね。
支持―私でも感じると思います。
質問―その様子は朝からですか。

先生は２．３割　保護者が７．８割。
先生が話して説得させるのではない。

生活者として尊敬する。

子どもを見てイライラするんです。
→褒められたい。
お母様は一生懸命やってらっしゃいます。
正直に尊敬する。
○ 子ちゃんは頑張っていらっしゃるお母様を
しっかりみていらっしゃるせいか、一日本
当に大変だと思います。お疲れになってい
るのではないですか？
でも○子ちゃんとっても素晴らしいお子さん
です。と抽象的でもいいからしっかり答える
ということ。
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今、子の人が必要としていること。

何か一つでもいいから具体性を入れる。

依存を切ることも大切。時間できる。

障害がかかっているというような時は必ず主
任や園長と相談する。
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●この四半世紀の子どもたちの変化
●文部科学省の通知最新版　2007 年４月
●この四半世紀の障がい像の変化
●早期療育の基本
●幼稚園の仕事の中心となる内容
＜自閉症・・・３代特徴＞
＜広汎性発達障害（PDD）＞
＜注意欠陥多動症候群（ADD）＞
●園内での対応
●配慮の必要な子どもたちの未来
―参考文献―
○あなたのクラスの気になるあの子
―要配慮児への適切なアプローチ―　

上原　文著
○「気になる子」にどう対応すればいい？

上原文著
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表現＝表＋現
表はあらわす、おもて
・先生、見て！来て！聞いて！→意志
現は自然にあらわれる
・内的変化

これらの意味を持つ表現であるのに、表現＝絵
が上手というような見方になってしまってい
る。

周りを見てごらん。誰一人同じ人はいないよ
ね？個性が大事と言っておきながら、みんな一
緒がいいというような見方がある。

感じとる・読みとることができて、初めて現に
なる。大人こそ、人の気持ちを感じとることを
忘れていないか？

『紙目を探そう』（画用紙）
①紙目が横になるように持つ。
ゆっくり破る。→曲がった切り口になる。
※ 紙目が影響しないように作られている紙も
ある。

②破った紙２枚を組み合わせて、おもしろい形
に出会うように探す。耳・手足などを貼る。

情報・刺激を受けて、頭にインプットする。感
覚を使ってインプットすると、イメージが沸く
ようになり、行動できるようになる。このよう
に、内的循環を繰り返すことで前頭葉が動く。
我慢する力も、前頭葉から来るものである。

１人６枚の白画用紙を用意し、アバウトに半分
に折る。次に全て立てる。そのうちの１枚を選
び、好きなように切る。（４・５枚にする）大
きい紙の上に、紙を立て、線接着させる。（で
んぷんのり、ボンド、スティックのり）

のりしろ＝大人の考えからできたもの
　  面接着

次に２人組になり、持ち合わせた先程の紙を線
接着する。

円筒形を作る。 潰すと封筒になる。

切れ目を入れると、口ができたり。

　 切ったものをつけ
るとイメージしや
すいものとなる。

設計図は作らず、まず作ってみる。作りながら、
ここはどうしようと考えて、やってみる。子ど
も同士の人間関係もここで育つ。
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１　自己紹介
園名と自分の名前を言い、この夏一番の思い
出を話す。
２　ゲーム（１）
目が合った人と２人組を作り、お互い片手で
バンダナの端を持ち、言葉をかわさず固結び
や蝶結びを作る。
３　スキヤキハイク
合わせ鏡を使って、木の上を見ながら歩き、
ヤマネなど、日常木を見上げながら生活する
動物達の生態を体験する。

４　風の流れを感じる（展望台にて）
風を意識し、何色に感じるか各自発表する。

５　ゲーム（２）…仲間捜し
①アリ②ハチ③カタツムリ④トビ⑤セミの５
種類のカードが配られ、これらの生き物の特
徴を表わすジェスチャーをし、仲間を捜す。

６　音を聞く
目を閉じ、音を聞く意識を高め、何種類の音
が聞こえるか聞き分ける。
備考：セミが沢山鳴いていたのは、メスを
呼ぶ為、また難しい鳴き方をする方がより
生存競争に勝つことができる。

７　ゲーム（３）
ＡとＢのむチームに分かれて、一人ひとり順
番に葉を触り、どの葉っぱか当てる。

参考　葉の種類
①

 まっすぐ
全緑

分裂葉

 ぎざぎざ
鋸歯緑

不分裂葉

互生

鱗状葉

掌状複葉羽状複葉

針状葉

対生

②

 まっすぐ
全緑

分裂葉

 ぎざぎざ
鋸歯緑

不分裂葉

互生

鱗状葉

掌状複葉羽状複葉

針状葉

対生

③

 まっすぐ
全緑

分裂葉

 ぎざぎざ
鋸歯緑

不分裂葉

互生

鱗状葉

掌状複葉羽状複葉

針状葉

対生

８　ゲーム（４）…樹捜し
３本のロープの長さから、どの樹木か探す。

９　城山公園しぜん散策
下記の内容に従い個々に自然観察をした後、
３人ずつのグループになり、感想を述べる。
①一番すてきな音
どんな音
何の音
　音を絵に描く→

②一番遠くから聞こえる音
どんな音
何の音
③一番ちいさい音　 どんな音 

何の音
④一番すてきなにおい　何のにおい
⑤一番強烈なにおい　何のにおい
⑥一番印象的な手ざわり　 どんな感じ 

それは何か
⑦一番太い木　太さを計る
⑧ 一番美しい葉（形／模様／色）を拾う、ま
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たはスケッチする
⑨一番彩り豊かな自然は何か
⑩一番美しい模様の石を拾う
⑪一番夏を感じる自然は何か
⑫子の公園で一番印象的な自然は何か
⑬ 子の公園（または大磯）で一番川崎と違う
と感じる自然は何か

10　自然あそび企画シートの作成
＜作成与件＞
ねらいについて
・ 葉を生かしたあそびであること。今回行っ
たあそびや既知のあそび。「つながりたの
しむあそび集」参考

・ 葉がもつ自然の特徴（色や大きさ、形手触
り　他）を捉えてあそびを組み立てる
※楽しいだけではいけない。

あそびを作る条件
・ あそびの対象者は現在担当するクラスの数
名（５人程度）もしくは全員を想定する。

・ あそびのタイトルを考える
・ 実施時間はおよそ 10 分以内とする
・ 小道具の必要性の有無
その他
・ 作成時間は 20 分とする
・ 実施後、「評価シート（実施者用・体験者用）」
にそれぞれ記入し、体験者は実施者に提出
する

・ 実施後、ふり返りシートをもとに改善点を
添えて「自然あそび企画シート」にまとめ
る。

自然あそび企画シート

①自然あそびのタイトル フィードバックに
よる改善点②あそびのねらい

③実施する場所
④準備
⑤留意点
⑥手順・内容

自然あそび評価シート（実施者用）
①終了後の感想
② ねらいは充分達成されたか（４段階評価）
充分達成　　　　　　　　　全くされない
 ４　　　　３　　　　２　　　　１

③その理由
自然あそび評価シート（体験者用）

①良かった点
②改善点

〔まとめ〕
自然あそびのつくり方のポイントと意味を知
る。自然の特徴から、自然のどこを見るのか
子どもに興味を持たせながら、気になる自然
を捜すことが大切である。

指導型―保育者が自然のゲームを考える
見守り 型―子ども主体で、一定時間自由に遊ば

せることで自然体験という種を蒔く。
○自然体験と子どものそだち（ねらい）
自然ふれあい 能動性

想像力
創造力
好奇心
興味関心　知的関心
探究心　科学性
感性　など

（こころ）

（からだ） 身体のうごき（バランス／指先）
五感（五官）　など

（たいど） 自然の見方・接し方　自然観
協同協力　など

川幼協平成 23 年度環境教育研修第 2回資料

○気になる自然さがし
草花・樹木・林・動植物　の他に
雨・風・雪・雷などの自然現象
土、石、川、海、山、雲、太陽、月、星な
ど自然や天体
多様な種類、姿（色合い、形、生態）
自然の織りなすドラマ

◎ 保育者自身の感性を豊かにし、気になる自然
を見出す力が必要であり、重要である。
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①幼稚園における特別支援
②幼稚園における特別支援計画

◎はじめに
・自己紹介
・手遊び　“ラララ　ぞうきん”
手遊びは子どもの様子がみられる。自閉症の
子どもはスーッと触られることを嫌がる。ど
の程度だったら大丈夫？の把握をすることで
理解でき、実体が見えてくる。

１、特別支援教育は「つながる」教育
○ クラスにいる「気になる子」「困った子」を
思い浮かべ、記述する。記述された表現を別
の表現で記述できないか？
→「あの子がいるから、私は困る、悩む」か
ら「あの子も困っているのではないか？生活
しにくさを感じているのではないか？」とは
考えられないか？
→一番「困っている」のは子ども。「子ども
が困っている」と考えられれば責任追放をし
なくてよい。先生も保護者も専門機関とつな
がることで子どもを放置せず、保護者を追い
詰めず、先生を孤立させないことができる。
○「つながる」ための仕組み
・ 園内委員会（職員同士つながる）
一人の子どものことを皆で話し合い共通理
解をし、知恵を出し合い視野（担任）を広
げる。

・ 特別支援教育コーディネーター（他機関や
保護者とつながる）

・ 個別の教育支援計画（「就学シート」の活用）
園の先生・保護者・専門機関の３者が記入

し、小学校教育に役立てる。
２、 苦手さがありながらも、いま　ここを懸命
に生きる子どもたちと共にあること

○ 幼稚園が、保育者が変わるということ
周囲の人が関わりを変える・物理的な環境を
変える・周囲の人が見方を変えることで、今
持っている能力や力で上手く生きていかれ
る。「どうして○○できない！」から「○○
できるのはなぜだろう？」と発想の転換をす
ることで「気になること」に隠れてしまって
いる、良さ・得意分野・共に楽しめそうなこ
と・役立つことを見つけられる。
○バリアフリーとユニバーサルデザイン
障害のある人が今持っている力を発揮でき
る為の環境・状況がバリアフリーであり、
全ての人が過ごしやすい環境・状況がユニ
バーサルデザインである。今社会が目指す
方向は、上手いく条件・環境を整えること
である。

３、 すべての子どもが過ごしやすい環境作りへ
の提案

○ 保護者も先生も子どもも「こうすればうまく
いく」を考え、試す。
・成功体験を積み重ねる。
・不必要な失敗経験を積み重ねない。
・誰かの役に立つ経験をする。
・家で上手くいったことを実践する。
○ 保育を少し変える・工夫することでみえてく
るものがある。当たり前になっていることの
点検を考える。
○ 大切にしたい！「ならぶ」関係
同じものを並んで眺める。気持が通じやすい。
対等な関係。
並んだ時の景色を見ることで気持ちが通じる
ことがある。
○ 子どもに伝わる「ことば」を使う。
音声のことば・視覚のことば・動作のことば
など、身体でのコミュニケーションを大事に
する。
○ 分かりやすい予告で見通しを持てるようにす
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る。
○「居場所」を作る。
○活動内容を分かりやすくする。
今すべきことを明確にする。
○いま　ここ　の子どもを認める。
・ できない自分もさらけだせる、ＳＯＳがだ
せる環境。

・ 「できる、できない」「○×」ではない、言
葉かけやまなざし。

・ 比べる相手は他者ではなく以前の本児。
○どの子どもにも大切なこと。
・今持っている力で何ができるだろうか？
　何が楽しめるだろうか？
→好きなこと・得意なことを伸ばして宝物に
する。

・誰かの役に立つこと。
○特別なことではない特別支援教育
こだわり過ぎて苦しくなっている大人や子ど
もがもう一度振り返ることが大切。必ず気に
なるお子さんや先生に「好きなこと」「得意
なこと」がある。子どもとの関わりに行き詰っ
た時、考えてみる。

４、 保護者の歴史を受け止め、つながりあうた
めに

○ 育児の合言葉は「それでいいよだいじょうぶ」
皆で考えていくことの大切さ、１対１でゆっ
くりはなすことの大切さ。
○ 保護者への対応の難しさ。
92％の保育者が対応の難しさを感じてい。関
わろうとする保育者の努力が大切である。
○保護者のおもいへの想像力を高める。
・ 保護者と分かり合えるためには、想像力が必
要。
→ 保護者の本音（困っている「現状」・頑張っ
てきた「歴史」を、話を聞くことで「こう
いうことかな？」と思える想像力が大切で
ある。

○子育て支援の必要性
密室保育・相談相手がいない・本音が言えな

い・育児評価が自分の評価・育児の責任は自
分であるとの思い込み・マニュアルの氾濫な
どが母親の孤独感や不全感を生む。
○本当に求められている子育て支援とは？
・ 個にしっかりと向き合うこと、話し合うこ
と。
・育児の責任を母親に押しつけない。
・ 孤独感や不全感を取り除き、今できといる
ことの確認・肯定。
・ 子どもから離れてみることも大切。
○ 「ともに考える人」がいることをしっかりと
示す。
・ 「専門機関へ行って下さい。」は「園を辞め
て下さい。」と同じ意味に感じる。
・ 園の大切な子どもであることを伝える。
・ 診断があれば支援します・・・ではなく園
として、今こんなことをしていますと伝え
る。
・ 支援充実のための医療機関・専門機関の利
用であることを伝える。

○ 子どもは皆で育てる。
子どもを「それでいいよ　だいじょうぶ」と
見つめる保護者・先生
保護者を「それでいいよ　だいじょうぶ」と
見つめる先生
先生を「それでいいよ　だいじょうぶ」と見
つめられる同僚・先輩・保護者
これらの「つながり」があると良い。
◎グループ協議（６グループ）
１、自己紹介

現在気になるお子さんについて
２、 グループで一人決め、そのお子さんについ

て話し合う
ワークシートを使用してそのお子さんの様
子を記入する。

３、グループ別に発表
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参考　ワークシート

○ワークシートの記入
・ 頭の中でもやもやしていても書いたり、皆
で話すことで前向きに考えられるようにな
る。

・ 直接的なことばかりが気がかりとなるが背
景にあるものが見えてくるようになり対応
して行かれるようになる。

・ 一日の流れがはっきりしてくる。
・ 文字で表現することで分かってくることが
ある。

平成　年　月（　）

さん　才　か月　男女　組

園での様子

 

保護者の思い

先生の悩み

　　

こどもの立場に立って

考えると

先生としての気がか

りなこと
　 　

どんな工夫や取り組み

がありそうか

どんなふうに過ごして欲

しいか？
　

計画：とりあえず明日

何をしようか
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☆キーワードは、２つの‘Ｃ’！☆
・Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ能力の向上
→なかよしの力
（※今、つながりが不足している。）

・Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ能力の向上
→身をこなす力
（※自分の体をコントロールしていく能力
を高める。）

そのためにも、子どもたちを夢中にさせる指導
力が最重要課題である。

〔本題〕
○ねこふんじゃった！
○どっこいげんき！
音楽に合わせて踊る。大きく動かし、掛け声
があるところは元気に言うことが大切であ
る。一人でもできるが、近くの人とふれあい
ながら行うことができるあそびである。
○じゃれつきあそび、アラカルト
①グーチョキごんべさん
・ ２人組になり行うあそび、両手を出して、ご
んべさんのあかちゃんのメロディーで、「グー
チョキパー」と言いながら手もその通りに動
かしていく手遊び。
＜発展させて…＞
・グーチョキパーの順をバラバラにする。
・足も一緒に動かして行う。
・ ２人組になり、両手つないで向き合い、ジャ
ンプしながら両足で行う。

※ 手遊びから運動遊びへと発展させていくこと
ができる。
②力くらべ
・２人組で行う。
・ １人は、床にお父さん座りをする。もう１人
は座っている人を「はっけよい、のこった」
の合図で相手の体制を崩す遊び。
・ 座っている人は“だるまさん”となり、倒れ
てすぐ起き上がる。
先生の合図で終了する。
＜発展させて…＞
・ １人は四つん這いになり、もう１人がその体
制を崩すため、押したりする。親子でふれあ
い遊びなどにも適している。
③おせんべやけたかな
・２人組で行う。
・ １人はうつ伏せになり寝る。もう１人が相手
をひっくり返す遊び。
・ 歌に合わせて相手とふれあい、歌の終わりで
ひっくり返す。楽しみながらスキンシップを
とることができる。
④バナナくん
・ ２人組で行う。
・ １人が両手を上げ、手のひらを合わせたポー
ズをとる。（バナナのポーズ）
もう１人はその相手の両手離す遊び。
※ 両手を離そうとする時、相手の後ろから行う
と危険である。必ず向き合って行うよう、始
めに伝える。
⑤ちえのわ
・２人組で行う。
向き合って、両手を繋いだ状態で、１人は座
り、１人は立つ。
・ 立っている人が手は繋いだまま、座っている
人の頭上をまたぐ。
手がねじれた状態になっているので、２人共
立ち“なべなべそこぬけ”ようにねじれをな
おし、元通りにする遊び。
○すずらんテープ　エクササイズ
①ひらひらキャッチ
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・ １人１枚、70 センチ程度のスズランテープ
を使用して行う。
・ まずは１人で、宙にスズランテープを投げて
キャッチして遊ぶ。
２人で行う場合、１人が投げてもう１人が
キャッチしたり、２人で投げ合い相手のスズ
ランテープをキャッチしたりなど発展させる
ことができる。
※ ボールだと子どもは難しいため、スズラン
テープで行い成功することで、達成感を味わ
うことができる。
＜発展させて…＞
遊んでいると、だんだんスズランテープが割け
てきてしまう。使用していたスズランテープを
半分に折り、手で何回かしごくことで、割けに
くくなる。
↓
これを行ったスズランテープはよくとぶため、
紙飛行機のように遊ぶことができる。
↓
しごいたスズランテープの真ん中に玉結びをし
その両端から真ん中まで割いたものを作り遊
ぶ。
＜遊び方法＞
・投げてキャッチ
・ 歌に合わせてひらひらさせたり、宙に投げた
りして遊ぶ。
↓
使っていたスズランテープの結び目のところに
ティッシュを巻き、半分に折る。ティッシュを
巻いているところに折り紙等を上から巻き、羽
子板の羽根のようにする。
紙皿等でラケットを作り、羽根つきのように遊
んだり等発展させることができる。
○ペンギンベイビー（親子あそび）
・音楽に合わせて親子でダンスする。
途中の間奏で他の親子とコミュニケーション
をとる動きもある。
○ ＤＶＤ「じゃれつきあそんでおおきくなーれ」
を見る。

・ 実際の現場でどのような運動あそびをしてい
るのかを映像で紹介する。

＜まとめ＞
・ 今回紹介したものは子どもが楽しみながら運
動能力を高めることができる遊びである。
・ どんな遊びも、子どもがルールを間違えたと
しても正しく直すのではなく、その発想を受
け入れることが大切である。又、保育者が楽
しめないと子どもは楽しめない。どの活動も
楽しく行うことが重要。


