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第１分科会

第 53回　川崎市幼児教育研修大会
第１分科会　統合保育研究会
月　日　平成 25年 1月 30日（水）
場　所　生涯学習プラザ大会議室
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
「1人 1人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 1
―対象児年中男児　広汎性発達障害―
●相談医療機関―川崎市北部地域療育センター
●入園前
・平成 23 年度の年少組からの入園を希望し
て相談に来るが、対象児の様子から 1年
間療育センターに通園し、平成 24 年度よ
り受け入れた。

　入園当初のようす
・�視界に入るもの全てに興味を示し、動きまわっていることが
多い。着席はむずかしい。

・�言葉が不明瞭で単語やオウム返しが多い。
� 自分の世界に入り、独り言のように話をしている。
・�ドアを閉める、椅子をきちんと並べるなど、こだわりがある。
・�感覚過敏で、手が汚れることをいやがったり、耳をふさぐな
ど音に敏感である。

・�1 対 1 の関係は多少とれるが、集団生活のなかでは指示が入
らず、常に補助教諭の援助を必要としている。

　実践　1学期②
　朝の身支度を保育者と一緒に行う

取り組み後

・1対 1で寄り添い、声をかけながら支度をする。
・毎日の生活習慣であるカバンをかける、靴を置くなど
は、手を添えて保育者も一緒に行う。

・絵をかくなど視覚で伝え、1番○○ 2番○○と順番を
つけて、手順を明確にする。

・飼育物や興味が移りそうなものは、視界から取り除き、
身支度に集中できるようにする。

・生活習慣が大切 !!
・100%の援助から徐々に保育者の手を減らしていくこ
とで、身についた。

・場所やマークをわかりやすくしたことで、覚えてでき
るようになった。

・身支度の流れを書いたことは、クラスの子どもにも効
果があった。

取り組み後

・1学期に手順にそって支度を一緒に行ったことで、身
支度は自分でできるようになった。

・まわりを見て行動することも見られるようになってき
た。

　実践　1学期③
　一斉活動の時間は他児と同じ場所にいる

取り組み後

・興味が持てるよう、視覚で指導していく。
・ドアから遠い席にし、外の刺激が目に入らないように
する。

・保育者の立ち位置の背景を整理する。
・できたこと、頑張ったことをほめる。

・無理をせず、スモールステップを心がけたことで、朝
の会までは部屋で過ごせるようになった。

・表現遊び、劇遊びなどイメージを伴う活動は、部屋を
飛び出すこともある。

　実践　1学期①
　新しい環境に慣れる

取り組み後

・バス到着後は正門まで迎えにいき、手をつないでクラ
スまでいく。

・1日のなかで 1対 1の時間を必ずつくる。
・個人的に声をかけ、次の活動にスムーズに移れるよう
にする。

★園生活の流れ★
　登園⇒自由遊び⇒朝の会⇒一斉保育⇒昼食⇒自由遊び⇒
帰りの会

・自分でクラスまで登園し、入室するようになった。
・スキンシップも多くとったことで、担任の保育者とし
て認識するようになった。

・安心できる存在が幼稚園にできたことで、人との関わ
りが増える。

　実践　2学期①
　身支度を一人で行う

・できるようになったことは見守り、こまかいところ
（シールを貼る場所）のみ一緒に行う。
・補助教諭にも目標を伝え、見守る部分を少しずつ増や
してもらう。

・できたことをほめ、成功体験を積み重ねる。
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<まとめ >
・療育センターで 1年間少人数で、基本的な
ことを積み重ねたので、幼稚園という大きな
集団でも大きく混乱せず自然にできることが
多かった。対象児には、センター、幼稚園の
それぞれが大切な場である。

・自然に対象児と接する姿が見られ、他児の育
ちを感じた 1年だった。

・保育者が悩んだ時に、相談できる先輩方や発
達コーディネーターの資格を持っている保育
者がいたことが自分を支えてくれた。

事例 2
―対象児年長男児　非定型自閉症
� （特定不能の広汎性発達障害）―
●相談医療機関―中部地域療育センター

●発達の特性
・痛みに鈍感
・他児とのコミュニケーションを取るのがむ
ずかしい。

・視線が合わず、名前を呼んでも聞こえない
かのように、振り向かないことが多い。

・人に合わせて行動することが苦手である。
<1学期目標　①支度をする >
● 4月から支度の手順表を見せて一緒に行う。
取り組み中は、集中力が持続しないので保育
者がそばに付き添う。

　　　↓
●取り組み経過
・手順表を見て行うが、その日によって 1
番からではなく、5番からだと自分で身支
度を見て決めてしまう。

<1学期目標　②他児と一緒に部屋にいる >

　　　　↓
●取り組み経過
・補助教諭が 5月から入り、常に会話をす

　実践　2学期②
　友だちとの接点を持つ

取り組み後

・入室の促し、着替えなど保育者が援助をしていたとこ
ろを子どもにお願いをする場面をつくる。

・室内遊びでは、好きな遊びを他児と一緒の場所ででき
るよう保育者が間に入る。

・「○○ちゃん、ありがとう」など、保育者と一緒に言
葉にして相手に伝える。

・クラスの子どもから声をかける姿も見られるように
なった。

・友だちの名前を呼んだり、行動を真似たりもしている。
・自分の思いを伝えるようになった。
・行事のなかで友だちの真似をして踊ったり歌ったりし
ていた。

●入園してからのようす
▶年少の頃：
　3月生まれで、幼いがおしゃべりはよくできる。
▶年中の頃：
　ぐるぐると上を向いてまわり、高い場所に登る。
▶年長になってから：
視線が合わない、大人とのコミュニケーションを好むが、
他児との関わりが少ない。
興味あるものが次々と変わり、集中力がない。
知っている言葉は多いが、一方的に話して会話のキャッ
チボールが成り立たない。
着席が苦手で、見通しが立たないと不安になる。

手順表
あさの　したく

①あそびぎ　とる
②せいふく　ぬぐ
③せいふく　かける
④あそびぎ　きる
⑤ぽけっとに　はんかち　てぃっしゅ　いれる
⑥かばん　かける
⑦こっぷ　たおる　かける
⑧てがみ　だす
⑨しーる　はる
⑩からーぼーし　かぶる
⑪おしまい　あそぶ

ストラデジーシート
状況を整理する

・次の活動、作業に入る合間
・活動に興味がない時
・担任が対象児から離れた時

Ａ：事前

部屋から出ていってしま
う

Ｂ：行動

・職員室で先生達と会話を
楽しんだり、磁石、クリッ
プ、紙で遊んでいる

Ｃ：事後

・	部屋から出ていっても無理に
追いかけない（他のクラスの
先生にも協力してもらい、ど
こにいるのか把握しておく）

・	興味ある物を教室に置く
・	今、取り組んでいることが終
わったら遊んでもよいことを
伝える。

・	職員室に居ることが多いの
で、先生達に部屋に戻ろうと、
こまめに声をかけてもらう

事前の対応の工夫

他児と一緒に部屋に居
る（1学期の目標より）

望ましい行動

・	 少しの時間でも部屋に居ることが
できたら、オーバーにほめる

・	 遊びのなかでつくったもので遊ぶ、
紙で魚を折ったので、それにクリッ
プをつけて魚釣りをして遊ぶ

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!

・	部屋に戻るように声を
かける

起こってしまったときの対応
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ることができ、気持ちが安定するようすで
部屋にいる時間が長くなった。

< 2学期の目標　①支度を自分で行う
� ②運動会の組体操の練習に参加する >

●現在の対象児のようす
・好きな物が部屋になくても、自分が持ってい
るハンカチで遊び、補助教諭との会話を楽し
めることで部屋にいて、着席をして過ごして
いる。

・他児が対象児を理解してきたので、対象児を
遊びに誘ってくれるようになった。みんなで
おもちゃで遊んだり、他児に「遊ぼう」と誘
えるようになった。

<まとめ >
・非定型自閉症という診断名の意味がわからず
障がいの特性について知った。

・園全体でサポートするために、対象児への対
応を共有した。その結果、対象児のようすの
情報を得ることができた。

・学期ごとの支援目標を立てることで保育が取
り組みやすくなった。

・�対象児がいたことで対応の大切さを実感した。

事例 3
―対象児年長男児　広汎性発達障害―
●相談医療機関―�船橋市こども発達相談セン

ター
� 平成 24年 4月より、南部地域療育センター
●対象児のようす・特徴
・泣いて自分の要求を通そうとする。
・経験したことのないことに関して頑なに拒否
する。

・相手の気持ちを察することが苦手。
・自分のなかに行動の順序が決まっており、こ
だわりが強い。

・偏食がある。
< 1学期の目標　①登園したら身支度をする >
●登園後保育者と一緒に保育室までいき、自分
のバスマークのところに荷物を置く。

　　　↓
●取り組みのようす　
・保育者と一緒に行うことで不安がなくなる。
・支度の順序をくずすと「違う」と不安になる
ので、対象児のやり方にそう。

・着がえは自分で行うことができる。
< 1学期の目標　②着席して朝の会に参加する>
●バスマークのついた自分の椅子を持ってきて
座る。

バスマークをつけた椅子

●取り組みのようす
・自分のバスマークのついた椅子に座ることで
混乱が減る。

・自分でつくったものを机の上に置くことを約
束して保育者と一緒に参加する。

ストラデジーシート
状況を整理する

・練習が始まる時

Ａ：事前

練習に参加しない

Ｂ：行動

・園庭では、その場から走り去る
・砂遊びをする
・室内では、園内を走りまわる
・オモチャを出して遊ぶ

Ｃ：事後

・	体育の先生と相談し、対象児が参
加し易い組体操の位置を決める

・	視覚で理解できるように、組体操
を絵カードで見せながら、行動す
る

・	集中力が短いので、練習は 1～ 2
回で終わる

・	興味ある物を持って、練習にいく
・	お世話をしてくれそうな子とペア
にする

・	待機時間には、紙で遊べるように
持参する

・	補助の先生が個別対応する

事前の対応の工夫

運動会練習（組体操）
発表会練習に参加する

望ましい行動

・	1つでもすすめられたら、
たくさんほめる

・	練習後、対象児のやりた
い遊びを担任とする

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!

その場でみんなのようす
を見る

起こってしまったときの対応
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<1学期の目標　③一斉活動の時はクラスに居る>
● 1 日の予定をホワイトボードに書いて、事
前に伝える。
片付けの時間などを知らせる時には、時計の
針の横に印をつけわかりやすいようにした。

　　　↓
●取り組みのようす　
・ホワイトボードや予定カレンダーを見つめて
読みあげる姿が見られるようになった。

・時計を使って活動を知らせると、その時間を
他児に知らせるようすが見られた。

< 2学期の目標　①組体操を他児と一緒に行う>
●遊びを通し、体を使い他児と触れ合う。
・頑張った時、上手に取り組めた時には、たく
さんほめる。

・小石やドングリをお守りとしてズボンのポ
ケットにしのばせて体操に取り組む。

　　　↓
●取り組みのようす
・早めに友だち同士で触れ合う遊びを行い、2
人・3人・6人組の友だちを覚え笑顔で頑張
る姿が見られるようになる。

・事前に活動を知らせると安心して過ごせるよ
うになった。

・小石やドングリをお守りとして使えた。
<まとめ >
・クラスのなかで障がいを持った子どもを中心
に考えてしまいがちだが、対象児はけっして
特別ではなく個性と考えることで広く対応す
ることができる。

・クラスの子ども達 1人 1 人に対しても対象
児と同じように考え、よいところを見つけて
いく。

◎塚越先生より講義
● 3つの事例より
・対象児の診断名　広汎性発達障害

　　　　　　　　　㆘
2013 年から『自閉症スペクトラム障害』に
変更

・スペクトラム=連続性
　知的な面でも症状の面でも連続性（高さ　
低さや強さ弱さ）がある。

・自閉症スペクトラムグループ男性が女性よ
り 3～ 5倍多い。

●対象児のもつ 3つの特徴（三つ組）
①社会性の障害
・視線を合わせることが苦手
・体に触れることが苦手→�ハイタッチから始

める
・「～しながら、～する」ことは苦手
→一度に 1つの仕事
・何人かと対応することが苦手
・計画されていなかったことを突然する。
→パニックになる可能性大。
　　（予定は事前に知らせる。）

②コミュニケーションの障害

③想像力の障害
・その場に合わせた行動が苦手
・相手がどう思っているか、感じているのか
を理解することが苦手

　　　　㆘
　わからないから指示が必要である。

●困った行動を見つけたらどうするか。
・その行動をとめる、なくすを考えずに、そ
の行動がなぜ出たのかを考える。

　　　　㆘
　状況を整理するツールを使うこと
� =ストラテジーシート

●ストラテジーシートについて
・統合保育へのとびら <改訂 2版 >P18
・困った行動を環境のなかで捉えるためのお
助けツールである。

・このシートは、予防的対策を立てるために

言語によるコミュニケーション

話す、聞く、読む、書く

言語以外のコミュニケーション苦手
表情、声の調子、視線、身振り、

手振り
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有効である。
・このシートから、なぜ困った行動が繰り返
し出現するのか知ることができる。

●なぜ、予防策・肯定的な対応が必要か
・思春期の時期=自己評価が揺れ動く時期
・発達障害、その周辺の子が大事な幼児期に
注意・叱責・無視・わからないことが多い
環境のなかで育つと、思春期になり、「自
分はできない、バカだ」「学校なんか行き
たくない」「勉強わからない」「誰とも遊ば
ない」「私なんかどうでもいい」という形
で出てきてしまう。

　　　　㆘
対象児を受け入れた環境づくりが保育者の
仕事である。
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