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夏期宿泊研修会

第41回	 夏期宿泊研修会
第 1分科会
月　日	 平成 24 年 8月 27 日（月）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 横山　洋子先生
	 （千葉経済大学短期大学部教授）
テーマ：	「絵本の読み伝えと子どもの育ち」
俯瞰図番号　E6－Ⅲ　E4－Ⅲ

1 ．絵本の必要性
　○疑似体験
　　・登場人物と同化、共感
　　・客観的観察
　　　　　　↓
　　　感じる、考える
　　　　　　↓
　　・豊かな感情表現（喜怒哀楽）
　　・豊かな言語表現
　　・想像力の育ち
　＊思いやりや気配りは想像力から生まれる。
　　知識・経験・考える→想像力（経験が必要）
　　　　　　↓
　　怖い話も子どもにとっては大事な絵本
　　ex�『かちかち山』　『赤い靴』
　　　・人生は楽しいことばかりではない。
　　　・失敗は誰でも経験す。
　　　・�親はいつまでも守っていけるわけでは

ない。
　　　　　　　　　↓
　　　　　　人生の予防注射
　　　　　　怖い　悲しい　残酷な絵本
　　　　（身近な信頼できる親、先生が読む）
　＊まだ眠っている大人の可能性を引き出す。

2．読み伝えはコミュニケーション
　①�子どもにとって信頼し安心できる人が目の

前で肉声で読む温かみ。
　　 プロの声優の声が良いわけではない。
　②子どもの反応を見ながら読み進める。

　　 その時の子どもの姿に対応できる。
　　　（テープでは無理）
　③子どもの疑問や質問にはその場で答える。
　　 無視されたと感じさせない。
　④�子どもに質問したり感想を聞いたりしては

いけない。
　　 �毎回聞く、言わせると本当の感想になら

ない。内容を理解しているのか確認する
必要はない。

　　　　　　　↓
　　　絵本嫌いの原因になる。
　＊読み伝えは聞き取りテストではない。
　　結果は日常生活の中にあらわれてくる。
　⑤読んであげるのではなく一緒に読み合う。
　　 �上から目線ではなく、一緒に絵本の世界

を旅する仲間になる。

3．よりよい読み伝えをめざして
　～絵本の読み方～
　　絵本『100 万回生きたねこ』
　　　・タイトル：はっきりと大きな声で！
　　　・作、絵：3才児にも伝えて！
　　　・1ページ 1ページ丁寧にめくる。
　　　・�次のタイトルは少し小さめに、でも

はっきり読む。
　　　・�表紙→見返し→本文→裏表紙→ 1周

させる→表紙（初めに戻す）
　　　＊�無地のページ（見返し）は、雑念が払

われる。

　○ �1 対 1、集団、時間、場所、天候、発達段
階、読書経験、目的

　　・�作者の名前も読む　見開き裏表紙もじっ
くり見せる。

　　・�まっすぐよりやや前傾　集中しにくい子
は特等席へ。

　○発音、発声の秘訣
　　・�芯のある声をめざす（腹式呼吸）語尾を

上げない。
　　・子音をはっきり発音する鼻濁音無声音



－ 108 －

夏期宿泊研修会

　　・�立てる言葉と流す言葉、強調とアクセン
ト、イントネーション

　○「間」で魔法にかける。
　　・何部構成かを考える。
　　　（場面転換、時間の経過）
　＊�どんな優れた絵本でも万人に合うとは限ら

ない。
　＊実年齢より経験年齢に合ったものを読む。
　＊鼻濁音　大切に！丁寧に！
　＊�「間」の取り方はとても難しいので、意識

して読んでみる。（余韻）
　　ex�『わたしのワンピース』3pで 1セット
　　　�『スイミー』『はじめてのおつかい』
　＊距離感（3D）
　・絵本（平面）を立体にして伝える。

4．読み手の解釈が与える影響
　　ex�「うらしまたろう」
　　　◎�乙姫はどういうつもりで玉手箱をあげ

たのか？
　　　・カメを助けてくれてありがとう。
　　　　（本当の親切心）
　　　 ･ きっと誘惑に負けるだろう！えっへへ。

　　　◎たろうがお爺さんになった場面
　　　・玉手箱を開け不幸になったのか？
　　　・開けなければ、幸せだったのか？

5．絵本はいつも身近に…絵本環境
　①子ども自身に発見させよう。
　　→本棚の中から　・取りやすい
　　　　　　　　　　・見つけやすい
　　　　　　　　　　・片付けやすい
　　　　　　　　　　・量を整える
　②なめる・かじる・持ち歩くは、第一歩
　　 2～ 3歳児の姿
　③子どもと一緒に発見、感動する。
　④絵本は消耗品とわりきる。
　　 （とは言え）
　　　・めくり方は丁寧にする。

　　　・�扱い方も大切にする姿をしっかり見せ
ることが必要である。

6．絵本で広がる子どもの世界
　　ex�『3びきのこぶた』
　　　�『おおかみと 7ひきのこやぎ』
　　　�『せんたくかあちゃん』
　　　・主人公と同じ気持ちを味わう。
　　　　 疑似体験
　　　・劇遊びへの発展
　　　　 やり取りを楽しんでみる。
　　　・演じることの意義
　　　　 �上手に演じるように促すのではな

く心を解放できるように援助する。

☆　実　践
　○読み伝えしたい本を読んでみよう。
　　　　　　　　（指名された参加者 8名）
　1）『くもさん　おへんじどうしたの』
　　　　　　　　　　　作　エリック　カール
　　＊繰り返しのおもしろさを伝える。
　　　 間の取り方を工夫するとよい。

　2）『ぐりとぐらのかいすいよく』
　　　　　　　　　　　作　なかがわ　りえこ
　　　　　　　　　　　絵　やまわき　ゆりこ
　　＊強調すべきところをしっかり主張する。
　　＊擬音もはっきりと言う。
　　＊�手紙文は前後に間、書いているように

ゆっくり読む。

　3）『まあちゃんのながいかみ』
　　　　　　　　　作・絵　たかどの　ほうこ
　　＊�登場人物が多い、似ているときは、指さ

して示すとわかりやすい。
　　＊�絵本の向きが変わるときは、次のページ

に入る前に向きを変えておく。

　4）『3びきのくま』
　　　　　　　　　　　作　ポール　ガルトン
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　　＊�小・中・大の大きさに合わせた表現をす
る。（字の大きさも変わっている）

　　＊第 2章「あるあさ～」で間をとる。

　5）『いいから　いいから』
　　　　　　　　　　作・絵　長谷川　義史

　　＊�笑えるところ、盛り上がるところは表情
を出す。（かみなり親子の登場、おへそ
をつけるところ）

　　＊�繰り返しの言葉 “いいから　いいから ”
は、温かい言葉である。

　6）『ないた』　　　　　作　中川　ひろたか
　　　　　　　　　　　　絵　長　新太
　　＊�全て一人称：主人公の気持ち一つ一つを

大事に読む。
　　＊犬の死の場面は、暗く、間も大切にする。
　　＊カラス～第 2章広がりを表現する。

　7）『はっぱしゃないよ　ぼくがいる』
　　　　　　　　　　　文・写真　姉崎　一馬
　　＊�写真絵本：人数を考えて、見やすい工夫

をする。

　8）『ぼくがきょうりゅうだったとき』
　　　　　　　　作・絵　まつおか　たつひで
　　＊戦いの場面は緊迫感を表現するとよい。

☆質疑応答
　　○�絵本を動かしながら読み伝えを行っても

よいのか？
基本動かさないが、意図的に効果的に

　動かすことはよい。迷うことはしない。

　　　＊絵本が保育を楽しくする。
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第 41回　夏期宿泊研修会
第 2分科会
月　日　平成 24年 8月 27日（月）
場　所　大磯プリンスホテル
講　師　塚越　和子先生
� （つかごし療育コンサルティング代表）
テーマ：「子ども達が取り組みやすい環境を整

える」
―ストラテジーシートを使い、状況を
整理する―

俯瞰図番号　D3－Ⅰ　E3－Ⅱ

○発達障がいについての考え方
・�脳機能の障がいであり、そのあらわれ方は、
さまざまで通常は低年齢児の行動に特徴があ
らわれる。（統合保育へのとびら改訂 2版 P3
～ 8参照）

・�定型発達（健常児）との見分けは、むずかし
いが、環境や対応、又子どもの体調で、特性
が顕著にあらわれる。

・�発達障がいの子が、やろうとしている時、で
きた時のまわりの環境がどうだったか見るこ
とが大切である。

○障がいがあるのか、ないのか
・定型発達と発達障がいは陸続きであり、どこ
からが障がいであるかは、
“ 社会で生きていく時に困難さ（生きにく
さ）” がある場合を障がいがあると考える。
（診断名を出すのは医師のみ）
　　　⇒
苦手なところを持っている子ども達がいたら
すぐに支援（対象児の特性に合った対応）を
する。
支援をする→�これはできるか ?できないか ?

時間的に余裕があるか ?
人手はあるか ?等、考えること

・保護者はだんだんと園に期待を持つようにな
るため、できること、取り組めなさそうなこ
とを伝える。

○保育者は、今何をすべきか

・定型発達と発達が気になる子どもの違い
①学び方が違うので、どのような学び方があ
るのか知ること。（統合保育へのとびら参
照）

②対象児の「○○さんは、～の特性を持って
いるのだから、こう教えていけばいい」と
うまくいきやすい環境を整える。

○保育者は、何をしない方がいいか
・適切でない対応の仕方
①できない時だけ注意する、叱る。
理由：注意、叱るだけでは対象児は何をし

たらよいかわからない。やってほし
いことは、短い言葉で伝える。

②みんなと同じようにさせたいと思い、他児
の立場になって考えさせようとする。
理由：人の立場になって自分を振り返るこ

とが苦手である。
「たたく」かわりにどうすればよいか
実際によい方法をやってみせて、具
体的に教えていく。

「こうすればよい」と伝え、約束・
ルールとして教える。

○大人が子どもに関わる基本
①大人と一緒にやる。→目で見て、一緒に
やることで、体で覚えていく。

②教え方の工夫が必要である。
　→絵カードや写真を使うのもよい。
③支援の手厚い場面から始める。
　→ �1日の中で関われる時間を決めて、

できることから指導する。
④スモールステップで教えていく。
⑤できたこと、取り組もうとしている行動を
ほめる。

⑥対象児が成功体験してほめて終われるよう
に配慮する。

○気にならない行動をほめる
・新人の先生より
“クラスでいつもできていることについては
特にほめませんが、できない時には注意す
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る ”
　　↓
できていることからほめていく。

　理由：気になる子は、ほめられることが少な
い。

　　　↓
ほめられると「もっとやろう」という気持ち
になり取り組める。→それが練習の機会に
なり、チャレンジするとできることが増えて
いくようになる。

○気になる行動をほめる行動へ変えるための
ツール=ストラテジーシート

・知っておくこと
①気になる行動には必ず理由がある。
②気になる行動があった時には、その前後の
状況を整理する。

③環境の整理をした後に、望ましい行動をす
るための環境を整える。
⇒ストラテジーシートを活用する
　　（統合保育のとびら　改訂2版�P18 参照）

●質問①
―対象児が食事中に席から立ってしまい、「走
りません」と何度注意しても部屋の中を走
りまわってしまう。どのように声をかけた
ら、「ごちそうさま」になるまで、他児の
ように座っていられるか ?―

※数字は、記入する順番

●質問 2
―年長児で早生まれ、長い時間座っているこ
とがむずかしく集中力も短い。同じことを
何度注意されても、3分後には同じことを
している。仲良しの友だちとは一緒に遊ぶ
が気に入らないと手や足が出てしまう。

　どうしたらよいのか ?―
　　　↓
　具体的にどんな時に、どの場面で座ってい
られないのか等、考えてみる。

　　　＝
―朝の会になると、椅子に座っていられない
ので、部屋から飛び出し園庭にいってしま
う。皆と同じように朝の会の時に椅子に
座ってほしいが、どのように関わったらよ
いか ?―

・ストラテジーシートを使い、グループの仲間
と状況を整理し、どのように支援したらよう
か、具体的なアイディアをたくさん出す。

―ストラテジーシートの進め方―
�1．�グループで相談して、B 行動→ A 事前

→C事後の順で模造紙に書く。
�2．�④望ましい行動からは、各自、付箋に考え

を書いて貼る。
　�（付箋 1枚に 1項目のみ書く。）
�3．�他グループのまとめを読み、コメント、質

問を書き入れていく。�

ストラテジーシートを使って状況を整理する

食事中

②Ａ：事前

席から立つ

①Ｂ：行動

先生が何度も「走りませ
ん」と注意しても走りま
わる

③Ｃ：事後

●	先生が隣に座る
●	食事が終わるまで座っていた
ら、デザートを食べる

●	フォークに刺した食べものを
見せる

●	ひっきりなしに食べものを与
える

●	部屋の隅で落ちついて食べら
れるようにスペースを設ける

●	席を立ったら片付ける
●	前もって時計を見せて、いつ
になったらごちそうさまにな
るか、伝えておく

⑤事前の対応の工夫

食事が終わるまで席に
座っている

④望ましい行動

●	たくさんほめる
●	今日は頑張って最後ま
で座って食べたことを
皆の前でほめる

⑥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!

●	席に連れ戻して、先生
が横に座る

⑦起こってしまったときの対応

ストラテジーシートが書いてある模造紙を
グループに渡し、状況を整理する

②Ａ：事前 ①Ｂ：行動 ③Ｃ：事後

⑥事前の対応の工夫 ④望ましい行動 ⑤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!

⑦起こってしまったときの対応
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・ストラテジーシートを使っての感想
◦書いて表にすることで、気になる部分と前
後の行動を明確にできるのであらためて新
しい工夫を発見できたり勉強になった。

◦グループで話し合うことで、色々な考えを
聞ける。

○塚越先生より
・ストラテジーシートを園で 1枚、模造紙で
つくり活用するとよい。

・図式にしたり、整理することができる。
・付箋を使用することで 1つの意見として捉
えやすい。

・ストラテジーシートから読み取る。
→◦気になる行動を繰り返しする時の理由を

知りたい時は、③事後をみる。
　◦⑦起こってしまった時の対応のきっかけ

は②事前にある。

―参考文献―
・統合保育とびら　改訂 2版

川崎市幼稚園協会
障がい児教育研究委員会・統合保育プロ
ジェクト

・発達障害のある子どもができることを伸ばす
幼児編　杉山登志郎・辻井正次　監修

� 日東書院　　
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第41回	 夏期宿泊保育研修会
第 3分科会
月　日	 平成 24 年 8月 27 日（月）
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：	『学年別　楽しいうた』
俯瞰図番号　D1－Ⅱ

年少組
1．「森のくまさん」
歌い方
①　ナレーターの声→音程をしっかりとる
②　くまさんの声→音程をはずす
③　お嬢さんの声→音程をはずす、高めの声
・�くまさん・お嬢さんは声色を変える。保育者
が演出することで「うた」が遊びになる

・�年少組で歌う時、テンポはゆっくりと、表情
を豊かに歌えることが大切である

・�「うた」は楽しんで初めて「うた」になリ、「音
楽」は音を楽しむことである

2．「こぶたぬきつねこ」「かたつむり」
ヴァリエーション（Va1）（変奏）
①オクターブ上げる
②言葉を増やす
　例）「こぶたぬきつねこ」
　こぶた→ここぶた、たぬき→たたぬき
③ら・り・る・れ・ろを入れる
　例）「かたつむり」
・ヴァリエーションで変化を楽しむ
3．手遊び「ひげじいさん」
ヴァリエーション
♪トントントントン
　ひげじいさん　モジョモジョピロローン！
　こぶじいさん　こぶがとれちゃった
　てんぐさん　　はなおれちゃった
　めがねさん　　ピロロローン！
　パンダさん　　みみがのびちゃった
　キラッキラッキラッキラ　ては○○○♪
などに変化させ楽しむこともできる

他、「ひげじいさん」をアンパンマンに代えて
楽しむこともできる
4．「いちごがひとつ」
わらべ唄風「数のゆびあそび」
1番は、いちがつくことば［いちご］
2番は、にがつくことば「にんじん」になって
いるので 3番以降はそれぞれ子どもだちから
でてきたことばを取り上げて歌うと、うたがこ
とば遊びへと広がっていく
5．「アライグマの親子」
1 番おなかとせなか、2番くびとおしり、3番
以降はヴァリエーションで子どもだちとつくっ
ていく。子どもだちと対話しながら歌うと楽し
める。
年少向けのうたは？との質問があるが、うたに
は大きな決まりはない。テンポを考えれば各年
齢に合ううたになる。短めのうたが望ましい。
あえて言うならば、年少組が歌って違和感の
あるうたは 3歳児には合わない。言葉（歌詞）
が覚えられるものがよい。息の長い（ブレスの
長い）うたは合わない。何よりも子どもたちが
喜んで歌えるうたがよい。まだ音程が正しく歌
えなくてもよいと考える。
6．「てをたたきましょう」
懐かしい曲、古くから歌われているうたも子ど
もたちと歌ってほしい。
7．「どこでしょう」
表現の正反対のものを組み合わせる、普段の感
情表現を取り入れることも 3歳児には喜ばれ
る。

年中組
8．「漕げよマイケル」
言葉の理解、ダジャレの言葉遊びができる年齢
は 5歳頃であると言われている。子どもたち
は「ハレルーヤ」の部分を歌う。大きな声で・
小さな声で・悲しい声で・皆でそろって・カッ
コいい人だけでなどのヴァリエーションで歌
う。言葉の理解ができてきたらダジャレを取り
入れると子どもたちは楽しく歌える。
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例）今日の天気は　ハレルヤ
　　ハチに刺されてても　ハレルヤ
　　髪の毛全部抜けたら　ハゲルヤ
　　ガラスに石を投げたら　ワレルヤ　など
同じ言葉でも違う意味にも理解にもなる。年中
になると言語中枢が一気に成長してくる。形容
詞が通じるようになる。どんな声？きれいな声、
大きな声、小さな声、大きいけれどきれいな声
などが理解され、歌の表情と主張がわかる。
9．「大きな歌」
ヴァリエーションで、こわい歌（ジャイアンの
声）・やさしい歌・きれいで大きい声の歌など
に代えて歌う。年中（おおよそ 5歳）からは
形容詞がわかり比較もできるため、歌唱指導が
できる。

年長組
10．「小さな世界」
年長組になるとルールを理解し、自己の欲望を
抑えルールに従って行動・遊ぶことができる。
①二人組になって右手で握手
♪ララみぎて　ララひだりて・・・
②四人組になる
♪ララさよなら　　　→　メンバー交代
＊同じ人とは手をつながない（ルール）
③二人組になりまた四人組になってメンバー交
代を続ける
11．「アルプス一万尺」
①二人組向き合う
♪まえに4歩　うしろに4歩　ぐるりとまわっ
て　あしジャンケン！♪　
③負けた人は踊る　勝った人は手拍子
12．「なべなべ　そこぬけ」
二人組→四人組→八人組　人数を増やす
年長組になるとルールを頭に入れて行動でき
るようになる。
3歳児は匂いも未分化である。4歳児になると
匂いに敏感になる。5歳児になると匂いがわ
かっても気遣いが生まれるようになる。
13．「うそっこ　ジェイブ」

Jive　①スウィング音楽
　　　②わけのわからない
　　　③ごまかす、だます、からかう
14．二人組ハンカチあそび
♪ハンカチあそび　クルクルポン！♪
①二人組になりお互いに左手でハンカチの端を
持つ。「クルクルポン！」で指の向きを決め、
ハンカチを持ちあげ指の向きで、同じならば「抱
き合い潜えば「くすぐる」あそび
ハンカチあそび応用編
①二人で膝を突き合わせて座る
石は？「グー」紙は？「パ－」
チョキは？　と言ったらハンカチを取るあそび
♪むすんでひらいて♪
歌う途中「チョキ！」と声がかかったらハンカ
チを取る
15．「ふくろう」
16．「あぶら虫が眠ったら」
17．「夢はでっかいほうがいい」
ワルツは日本人には苦手である。幼児期によく
聞いていると身体の中に入っていく。
音楽に合わせ動く→音楽が止まったらストップ
モーション→静かな曲で眠る→ワルツの曲に合
わせ踊る
表情は音楽に合わせた表情の動きをする。
血液型の A型の人は特にワルツが苦手と言わ
れている。
18．「ありがとう　年長さん」
19．「さみしいのにおめでとう？」
ある調査より
「思い出のアルバム」を歌うと小学校 5・6 年
生になっても必ず泣く子どもがクラスにいる。
その子どもたちは幼稚園の時、同じクラスで卒
園時に担任が泣いていた。曲を聴くとその光景
を思い出す。記憶に残っている。
泣くとは
感情の涙（悲しい涙、うれしい涙、悔しい涙、
痛い涙、感動の涙）の中に ACTHという物質
が入っている。副腎皮質ホルモンから分泌され
別名をストレスホルモンという。強いストレス
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を感じた時に ACTHが分泌される。微量では
あるが、量としては青酸化合物よりも強い毒
素を持っているといわれているが、泣く事で
ACTH が排出される。泣く事はマイナスでは
ない。男女の平均寿命を調べていたアメリカの
研究グループが発見した。泣く事も表現力であ
り、ポジティブな涙を流す子どもに育ってほし
い。
20．「ほんとうにほんとうにありがとう」
“ 愛される努力をしよう ”というメッセージ
21．「しあわせならてをたたこう」
♪しあわせなら…♪の後は自由にアレンジして
楽しむ。
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第41回	 夏期宿泊研修会
第 4分科会
月　日	 平成 24 年 8月 27 日（月）
場　所	 神奈川県立城山公園
講　師	 神田　浩行先生
	 （みどり環境共育事務所所長）
テーマ：		「自然あそびを体験して自然への興味

関心をたかめよう」
俯瞰図番号　E4－Ⅰ

1　自己紹介
　○�幼稚園名の 50 音順に円になり、園名で自

己紹介。
　○�血液型で分かれ、園名と名前で自己紹介。

4チームでクヌギの実を投げながらリレー
する。

2　上を向いて歩こう。
2人組で、1人は鏡を眼の下に置いて鏡を
見ながら歩く。1人は誘導。上のようすを
見ながら歩くことで、ものの見方を変える
ことができる。

3　北蔵ギャラリー見学。
（おもしろ生態写真展）
自然界には、いきものの日常が必ずどこか
にあり、それを感じられるかどうかが大事
である。いきものをずっと見ているとそれ
を捉えられる心の準備ができる。

4　ひかりの広場にて。
　○�グループで風に関するものを言い合う。　

例えば、風鈴・風車・うちわ・たこ・台風・
気球・など。

　　�これは、ブレインストーミングといって、
現場に出て頭を活性化させるための方法。
あそびを考えるステップである。

　○葉っぱじやんけん。（写真 1～ 3）
グー・チョキ・パーの形の葉を 2種類ずつ、
探す。

　○�グループごと、お題の葉を 5秒間見て同
じ葉を探す。

　○�グループごと、お題の葉をさわって、同じ

葉を探す。
　※�これらのゲームを子どもたちにさせた時、

「楽しいね」で終わりではなく、子どもの
育ちの何に繋がるのか考える。

　○�歩きながら、色画用紙・ヤマネのぬいぐる
みがどこに隠れているか探す。

　※�バッタやナナフシのように背景に隠れて見
えづらくなるいきものや、逆に目立たせる
虫もいる。テントケムシは食べたら臭いと
わからせるために目立った色をしている。
色にはそれなりの理由があり、動物も同じ
である。

　○�森の妖精をつくる。目玉シールに目を書い
て、草や本に貼る。（写真 4～ 7）

5　まとめ
「幼稚園と自然」というと、飼育栽培や園外
保育が大きな柱になっていて、園庭でのあそ
びがない印象がある。今回の研修の目標は「短
時間、少人数で自然あそびのできる保育者養
成」である。自然とは子どもの育ちの宝箱で
ある。自然の姿は、色々な木・葉・虫などが
あり、1つとして同じものはない。また、季
節でも変わる。それぞれのいきものは単体で
はなく「食べる」「食べられる」などほかの
ものと関わりながら生きている。
自然とはそのような要素を持っている。
園庭での自然あそびの手順としては‥

　①きちんと下見をすること。
　　（園にある木､ 咲いている花を意識する）
　②簡単な取り組みから始める。
　　（葉っぱじゃんけんなど）
　③子どもの言動を見逃さない。
　　（子どもの育ちにどうつながるか）
　　例えば、感性・表現力・行動力など。
　④回数を増やす。
　　（同じ木でやったあそびでも季節で違う）
自然あそびのできる保育者としての心得とし
ては、いつも自分の回路を開き、自然を意識
すること。「自然が少ないから」と聞くが､
量の問題ではなく、質である。あそびを通し
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て、子どもの言動を見逃さず自然あそびの評
価を導くこと。

6　最後に
・�学年でやると準備などが大変なので自分 1
人でもやってみよう。

・�いきものの種類がわからないといって立ち
とまらずやってみよう。

・�自分が感動したことを伝えよう。
・�子どもたちが自然の中に入っていき、あそ
びを広げていくことが理想である。

・�「外の自然」と「内なる自然」。自然は、頭
でなく、心で理解するもの。心のなかの自
然を大事に思っていると、外の自然も大事
にできる。

※将来的に，自然保護や環境保全ということに
つながっていくことが今の保育の課題であ
る。
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第41回	 夏期宿泊研修会
第 5分科会
免許状更新講習・10年教諭研究会
月　日	 平成 24 年 8月 27 日（月）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 武居　光先生
	 （川崎西部地域療育センター）
テーマ：	幼稚園における特別支援
	 ～統合保育の基礎知識～
俯瞰図番号　D3－Ⅱ　D3－Ⅲ

「早期発見と地域療育」
障害の種類
1．視覚障害

子どもの10％の割合

2．聴覚障害
3．知的障害
4．肢体不自由
5．言語障害
6．情緒障害
7．病弱・虚弱
8．発達障害

早期発見
・保健福祉センター
　3～ 4ヵ月児…身体障害、運動発達遅滞
　1歳 6ヵ月児…知的障害、自閉症　16.8*
　3 歳児　　　…発達障害、知的障害 26.2*
・市内協力医療機関
　7ヵ月児
　10ヵ月児
　4歳児
　5歳児　　　…ADHD、発達障害
* �川崎市､ 全乳幼児健診問診票調査「イライ
ラして子どもを叩いたり無視したことがある
と回答した人の割合」（益子まり：2008 年
11 月母子保健情報 58号）

乳幼児の健康診査の目標
・�乳幼児健診は文字通り、子どもの健全な発育
を確認し、疾病･異常の早期発見･治療（対応）

の場であるばかりでなく、保護者の育児不安
を共感的に受け止め助言や提言といった支援
を行う場であり、さらに適切な育児を支援す
べく様々な行政サービスを提供していくため
の入り口でもあります。・・・

［母子保健事業の手引き］より
・5歳児検診
　就学前に発達障害を発見
　�5 歳の誕生日から 2ヵ月以内に医療機関を受
診

　�区保健所→保護者→医療機関→（結果）→区
保健所

・問診票から
　−発音がはっきりしない心配があるか？
　−�生活に支障があるほどの強いこだわりがあ

るか？（ひどい偏食・くせなど）
　−�落ち着きがなくて困っていることがある

か？
　−スキップができるか？
　−ジャンケンの勝敗が分かるか？
　−1人で衣服を着たり脱いだりできるか？

発見から療育へ
　保健所→地域療育センター⇔幼稚園

川崎市内の 4地域療育センター
　北部　・麻生　　・多摩区
　南部　・川崎　　・幸
　西部　・多摩区　・宮前区
　中部　・中原　　・高津区

センター利用の流れ
初回面接（ケースワーカー：親の声を聴く）
→初診検査（Dr：発達検査、姿勢 ･認知 ･言葉）
→支援会議→療育提案→療育開始

療育の主なメニュー
・個別療育（診療所機能）
　−理学療法（PT）
　　歩行など身体機能の発達
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　−作業療法（OT）
　　生活動作など統合機能の発達
　−言語療法（ST）
　　構音など言語の発達
　−心理臨床（CP）
　　保護者支援、親子関係支援
・小集団療育（児童発達支援センター機能）
　−1日療育（10：00 ～ 14：00）
　−短時間療育（10：00～11：30／14：00～15：30）
　※親が同じ悩みを持つ親と出会う場

療育とは 5つの支援
1．保護者と子どもの情緒的に安定した関係
2．規則的な生活リズムの確立
3．遊びと経験の拡大
4．発達に沿った無理のない身辺自立課題
5．子どもの進路の検討

「障害の理解と対応Ⅰ」
特別支援教育の指導目標
1．身体の健康 4つの要素が大切

火 ･水・風・土か
ら支えられている
感覚

2．情緒の安定
3．基本的生活習慣
4．社会性・対人ルール
5．保護者支援

視覚障害
　・全盲と弱視 0.02�以上 0.04 未満
　・園の環境に慣れるのに時間がかかる
　・自己刺激行動（ブラインティズム）
　　→体を揺らす、手を動かす等
　　→�無理に取ろうとしない。自ら環境に働き

かける行動ができるに従い消失

聴覚障害
難聴児の聞こえの特徴
−補聴器は 100％ではない。（断片情報を自
己判断する場合もある）

−雑音に弱い
基本的なコミュニケーション法

　−近くで話しかける
　−表情とジェスチャーを添える
　−正確にはっきり、やや大きめの声で
　−環境音をできるだけ抑える

言葉の遅れ：いくつもの原因
・聴覚障害…聞き取りにくい様子が見られる
・精神障害・知的障害
　　…�全体に発達の遅れ、理解の乏しさが見ら

れる
・自閉症
　　…�言語を使うコミュニケーションに困った

様子が見られる。オウム返し
・言語障害
　　…�知的な遅れは見られないが、言語のみ遅

れている
・その他
　　…�保護者から十分にケアされていない様子

があるなど

言葉の遅れのある子どもへの対応
1．温かい結びつきを
2．教え込まないで
3．言葉かけはゆっくりと
4．目の高さで
5．注文を控えましょう
6．話しかけたくなる人に
7．楽しい関わり
8．食事の充実を
9．運動の充実を
10．言語は 7％

肢体不自由
1．呼吸を見る
2．姿勢を見る
3．見ることを助ける
4．身辺自立
5．お手伝い
6．少しでも経験
7．意志の確認
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8．挑戦が大切
9．色々な人の介助
10．保護者が先生

知的障害とは？
1．IQ75 以下
2．18 歳未満
3．生活への不適応

知的障害の原因
1．生理的要因
2．病理的要因
3．心理社会的要因

知的障害児への対応
1．スモールステップ
2．繰り返しの学習
3．興味・関心を大切に
4．よい人間関係を
5．わかりやすさ
6．視覚的な手がかり
7．ほめる
8．失敗を糧に
9．適度の休憩
10．運動を大切に

小児自閉症とは（ラター）
1 . 脳の器質的障害
2 . 発症は 3歳以前
3 . 言語またはコミュニケーションに障害
4 . 常同反復的行動が見られる

自閉症児への関わり方
1．見せる指導
2．言語を減らす
3．予告する指導
4．刺激を整理する
5．意志表示を助ける
6．興味関心を大切に
7．長所を見つけて伸ばす

8．禁止より指示
9．できたらほめる
10．よい関係を

ことばのトレーニング（大人）
1．否定形を使わない
　　−否定形を情報提供形に直す訓練
2．短い言葉
　　−言葉を短くする訓練
3．わかりやすい言葉
　　−�抽象的な言葉を具体的な言葉に直す

訓練
4．主語と目的語を省略しない
5．代名詞を使わない

「障害の理解と対応Ⅱ」
社会性の発達
○ 3歳児・自分と他人の発見
○ 4歳児・人間関係とルールの発見
○ 5歳児・真ん中の発見

発達障害（宮本信也）

発達障害全般の特徴
　①社会性の発達の障害
　②コミュニケーション行動の障害
　③想像力の障害
　④関心行動の融通性の障害

・自閉症（高機能）
　　①～④話し言葉の発達に障害がある
・アスペルガー症候群
　　①～④話し言葉の発達には障害がない
・その他の広汎性発達障害
　　①～④のうちどれかがある
・学習障害
　　読み書き、計算、推論など部分的な能力障害
・注意欠陥多動性障害
　　①注意力の障害
　　　（気が散りやすいまだは過集中）
　　②多動性
　　③衝動性
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社会性発達を遅らせる要因
　①感覚過敏
　②注意配分
　③模倣
　④言語理解
　⑤安心感の不足

広汎性発達障害（自閉症スペクトラム）への対応
　1．主語、目的語をつける
　2．あいまい表現をさける
　3．例え話はよく説明を
　4．代名詞を使わない
　5．否定的に言わない
　6．大声で言わない
　7．命令形は反発される
　8．視覚的な手掛かり
　9．その子のキーワード

ADHDへの対応
　1．粗大運動をたっぷり
　2．運動企画が大切
　3．ほめるを基本に
　4．注意よりも事前説明
　5．注目する場所を教える
　6．叱り方の留意点
　7．スモールステップ
　8．お手伝いを頼む
　9．子どもの意見を聞く
　10．子どもの長所を大切に

情緒障害の分類
　1．反社会的行動
　2．非社会的行動
　3．神経性習癖
　4．心身症
　5．生活習慣上の問題
　6．母子分離不安

情緒障害への対応
　1．�問題行動は「子どもからの SOS」と捉

えること
　2．問題行動をやめさせようとして叱責した

り、注意しないこと
　3．子どもとは一緒に遊ぶなど、子どもが安

心を感じる関わりを増やすこと

「子どもの発達について」
発達の 5原則
　1．方向性　　　　　4. 相互性
　2．順序性　　　　　5. 臨界期
　3．速度の多脹院

愛着の一般モデル
愛着行動

　無力な乳児が養育者のもとに身の安全を求め
る。生き延びていく上で必要な行動

◇
情緒的な絆
　わが身によって守られ安心して抱かれている
子どもの安心感を肌で感じながら、ますますい
とおしく感じていく

養育者の態度による違い
　母親が子どもの愛着行動を受け止めると、子
どもは保護される価値ある存在として自分を認
識でき、自信のある自画像を形成する

◇
　母親が子どもの愛着行動を無視したり、疎ま
しく感じて腹を立てたり、拒絶すると保護され
る価値のない存在として自信のない自画像が形
成される

心の健康を育てるポイント
　　　（帆足暁子先生の講演から）

　1．愛着と共有の育ち
　　　（注意、意図、情動の共有）
　2．自己受容の育ち
　　　（万能感を崩し、有能感を育てる）
　3．自己調節の育ち
　　　�（泣き、ぐずりを優しく抱え込んでもら
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いながら機嫌がよくなる体験、葛藤体験
の保障、できなかったことよりもできた
ことに焦点を当てられる体験）

　4．自己肯定感の育ち
　　　�（できないことができるように支えられ

る経験）

「園内連携と保護者支援」
統合保育がうまくいく 3条件
1 位　保護者との連携がよい� （77％）
2位　子どもとのコミュニケーションがよい
� （70％）
3位　担当者が孤立していない� （65％）
　　　（園・保育者同士の連携）

担当支援チェックリスト
担当の役割
　　…子どもの情報を集める
　　　子どもとの信頼関係を作る
　　　子どもの長所・短所を把握する
　　　　　　　　　　（アセスメント）
　　　個別教育計画案の作成と実行
担任を支える人の役割
　　…担任の取り組みをサポートする
　　　日常的に担任の悩みや取り組みを聞く
　　　子どもの発達を定期的に振り返る
　　　保護者支援を一緒に行う

子どもとの関わり方チェックリスト
　1．集団に所属させましょう
　2．他児と比較せず、いろいろな目で子ども
　　　の歩みを振り返りましょう
　3．個別ニーズに応じましょう
　4．スモールステップ
　5．繰り返し

保護者との連携チェックリスト
護者から情報をもらう
　　　…子どもの発達経過
　　　　子どもの療育情報

　　　　（医学的診断、発達検査等）
　　　　保護者の取り組み
　　　　子どもの家庭での様子
　　　　現在保護者が取り組んでいること
　　　　幼稚園に期待していること
　　　　園生活で伸びたと思うこと
保護者へ伝え、意見をもらう

　　　…園生活の様子
　　　　　①伸びていること　②苦手なこと
　　　　　③介助していること
　　　　今後の方針
　　　　　①目標　②関わり方
　　　　　③次回の面談予定

園との連携 3形態
　1．保護者を通じた連携
　2．園からの療育見学
　3．センターからの園訪問

「発達支援のマインド」
発達支援のマインド I
・障がい児は日本だけ？
・A�CHILD�WITH�DISABILITY
　A�CHILD�SPECIAL�NEEDS
　子どもが先
→まず、どの子も子どもであることから出発

発達支援のマインドⅡ
1．おいしいご飯、安眠、規則正しい生活
2．粗大運動たっぷり、言葉短く、見て理解
3．わかる、できる、ほめられる体験
4．楽しくなければ伸びない（遊戯関心）
5．障害受容より療育動機

発達はその基盤が大切

発達

安心感

規則正しい生活
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第41回	 夏期宿泊研修会
全体会
月　日	 平成 24 年 8月 27 日（月）
場　所	 大磯プリンスホテル　
講　師	 横山洋子先生
	 （千葉経済大学短期大学部）
テーマ：	「保護者へのより良い対応と支援」
俯瞰図番号　F1－Ⅰ　F2－Ⅰ

　幼稚園教諭の仕事は、子どもを保育するだけ
でなく保護者を支えることも必要である。全大
会では、千葉経済大学の横山洋子先生を講師に
お招きし、保護者へのよりよい対応と支援につ
いて「①保護者の信頼を得るために」「②子ど
もの安定と成長を第一に考えるために」「③事
実で伝える」「④問題行動を保護者と共有する
ための伝え方」「⑤連絡帳の効果的な活用につ
いて」「⑥問題を抱える保護者への対応」「⑦親
同志の結びつきを図るには」を 7つの大きな
柱として、講演いただいた。
　1番目に、①保護者の信頼を得るためには、
笑顔でにこやかな対応し、相手の気持ちを受け
とめ、相手の身になって考えることが大切であ
ること。そして、保育者として、子どもの成長
を一番に考えた具体的な援助のやり方を知らせ
ることが大切であること。
　2番目に、保護者から無理難題や要望があっ
た際も、保育者は、物言えぬ子どもを守り、子
どもの立場を主張する代弁者であるので、「②
子どもの安定と成長を第一に考えるために」、
他の子どもと比べたり、子どもを不安にしたり、
子どもの成長にとってマイナスな要望は理由を
示して上手に断り、できれば別の方法を提案す
ることが大切であること。また、たとえ自己中
心的な考えを持つ保護者であっても保育者が我
が子の事を第一に考えている事が伝われば保育
者に理解を示してくれるので、子どもにとって
一番よい環境をつくることが、しいては親を育
てていくこと、子どもの安定と成長を第一に考
えることに繋がるということ。

　3番目に、保護者に子どもの事を伝える際に
は［③事実で伝える］ことを心がけ、保育者が
受けた単なる印象にとどまらず、肯定的な表現
を用いながら子どもの小さな成長を保護者とと
もに喜べる伝え方が必要であるということ。
　4番目に、「④問題行動を保護者と共有する
ための伝え方」として、『保護者との話し方ハ
ンドブック』より事例を挙げながら、怪我をさ
せてしまった時などは、まずは、自分の落ち度
を認め丁寧に謝罪し、状況を詳細にお伝えし、
考えられる原因を追究し、園全体の事として捉
え、今後の改善策を具体的にお伝えすること、
また、再発しないように充分注意していくこと
を誠意を持ってお伝えすることが大切であると
いうこと。
　5番目として、「⑤連絡帳の効果的な活用に
ついて」、連絡帳は、保護者との信頼関係を築
くために使用し、まずは、どのような内容であ
れ書いて頂いたことに感謝すること。次に、読
み返すことができるよさと怖さを知ることが大
切であるとお話しいただきました。またその中
で、保護者の悩みに共感を示すことはよいこと
であるが、ただ同調するだけでは解決に繋がら
ず、保護者と同じように真剣に子どもの成長を
課題として受けとめた上で、今後の具体的な保
育方針を示していかなくてはいけないというこ
と。
　6番目として、「⑥問題を抱える保護者への
対応」ということで、心配性な保護者への対
応・無関心な保護者への対応・朝ご飯を食べさ
せてこない保護者への対応について詳しくお話
しいただき、「保護者の方とは、子どもをお預
かりするという園を通して出会った立場である
から、子どものためにも、少しでも保護者の考
え方や生き方がよい方向へ向かうように関わっ
ていきたい。」ということ。
　7番目として、「親同志の結びつきを図るに
は」クラスの懇談会などで話したことのない方
との結びつきをつけるチャンスをつくり、最近
の子ども姿、はまっている事、我が家の一品な



－ 124 －

夏期宿泊研修会

どを話す場をつくってあげたり、出会いを演出
したりすることで、他のお母さんの素敵な部分
を感じることができ、母親として成長できる場
面があるのではないかということをお話をいた
だいた。
　最後に、横山先生から、「今回挙げさせてい
ただいた事例や対応は、どれも必ずこうしなけ
ればならないとか必ずうまくいくものはありま
せんが、保護者へのよりよい対応のアイデアの
一つとして生きればよいと考えています。また、
保護者も保育者も子どもも簡単には変われない
ので、継続的に子どもの成長のための協力者と
して、こちらの力不足があったとしても精一杯
が伝わる様にすることが大切です。」というた
くさんのご講義と具体的なアドバイスをいただ
き全大会は終了した。
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第 41回　夏期宿泊研修会
全体会
月　日　平成 24年 8月 28日（火）
場　所　大磯プリンスホテル
講　師　たにぞう先生　（創作あそび作家）
テーマ：「たにぞうと皆で遊ぼう」
俯瞰図番号　E5－Ⅰ

•人と触れるだけで安心効果
•保育者は子どもの太陽になれ !!

○歌　「おひさまパワー」
・元気よく歌って踊る、子ども達のエネルギー
の源となるうた

○あそびうた　「バスにのって」
・列になり、歌い体を動かし、楽しむ。
（右カーブ、左カーブ、上り坂、下り坂、�
オートバイ）

○あそびうた　「おすし　すしすし」
・�2 人組で行う触れ合いあそび
（トロいっちょ、カッパまき、ふとまき
エビフライ）

※人との繋がりを大切にし、温かい人であって
ほしい。

※子ども、職員共にほめよう !!
職員の仲がよいと、子どもへ幸せが伝わるで
しょう。
いつも笑顔でいられるように…
自分が変わろう !
保育を変えよう !

※ 10 回の優しさが 1回返ってくる !!
相手を思いやる心を何よりも大切に。

○あそびうた　「しゅりけんにんじゃ」
・�足しゅりけん、頭しゅりけん、にんじゃチョッ
プを掛け声に合わせて避ける。

○うた　「でかけよう」
・振りを教えて頂きながら、歌い楽しむ。

※子どもばかりに何でも聞く親が多い。
それよりも、自分を語ろう ! 自分の夢を語ろ
う !! 相手を思う気持ちを伝えよう !!
そうしたら、子どもも自分から語り出すだろ
う。

※セミが鳴く、風がそよぐ…自然を感じられる
と、感じる心や優しい心が育つ。
自然体験を大切に。

○踊り　「NEWたらこキューピーダンス」
・振りを教えて頂きながら、一緒に踊る。

○『ひろみち&たにぞうの元気がでる運動会 !』
CD紹介

・「なんか妖怪 ?」（年少向き）
・「エンジン全開 !」（年中向き）
・「空飛ぶUFO」（年中向き）
・「よさこいラーメン」（年長向き）
・「みんなげんきになぁれ !」
人が、町が、元気になるよう願いを込めて。

○うた　「こどもたちとないたり　わらったり」
・先生達の気持ちを想った 1曲。

○うた　「きみだけのOnly�One」

※相手にはない、自分のよさを見つけることが
大切。
自分にも、子どもにも、得意なことを 1つ
見つけよう !!


