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研究経過

� 講　師　　塚越　和子　先生
（つかごし療育コンサルティング代表）

期日 テーマ及び内容 俯瞰図番号 人数

１ ５月 22日（水）

｢統合保育の意味｣
1. 統合保育とは　2. 障害の考え方　3. 統合保育の心構え
4. 発達障害とは　5. カンファレンスの重要性
①対象児の発達の特性について
②一学期の支援目標に向けての現状と課題

D1－Ⅰ
D2－Ⅱ

36

２ ６月 19日（水）
｢行事に参加するための配慮｣
事例検討

D2－Ⅱ
E6－Ⅰ

37

３ ９月 11日（水）
｢保護者との連携｣
事例検討

D3－Ⅱ
F1－Ⅰ

34

４ 10月16日（水）
｢他児との関わりから見た対象児の変化｣
事例検討

D1－Ⅱ
E4－Ⅱ

37

５ 11月20日（水）
「今までの取り組みを振り返る（成果と課題）｣
事例検討

D3－Ⅲ
E8－Ⅰ

32

◆研究指定園（20園）◆
江 川 幼 稚 園
宮 内 幼 稚 園
梶 ヶ 谷 幼 稚 園
初 山 幼 稚 園
東 菅 幼 稚 園

川崎ふたば幼稚園
諏 訪 幼 稚 園
新作やはた幼稚園
さ ざ ぬ ま 幼 稚 園
柿 の 実 幼 稚 園

若 宮 幼 稚 園
若 竹 幼 稚 園
宮 前 幼 稚 園
丸 山 幼 稚 園
川 崎 青 葉 幼 稚 園

サ ク ラ ノ 幼 稚 園
津 田 山 幼 稚 園
有馬白百合幼稚園
菅 幼 稚 園
ちよがおか幼稚園

◆オブザーバー（１園）◆
川崎めぐみ幼稚園
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第 1回　統合保育研究会
月　日　平成 25年 5月 22日（水）
場　所　高津区役所
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：統合保育の意味
� グループバズセッション
� 「対象児の発達特性について」
俯瞰図番号　D1－Ⅰ　D2－Ⅰ

◎特別支援教育
・文部科学省の報告

通常級に在籍する発達障がいが疑われる
児童・生徒は全体の�6.3%（H14 年）
　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　�6.5%（H24 年）

・自閉症スペクトラム障害
＝自閉的傾向・アスペルガー症候群・高機能
　自閉症 ･非定型自閉症が含まれる
◎幼稚園に入園してくる子ども達
・支援を必要とする子ども
・１歳半検診、３歳検診で経過観察の対象に
なっている子ども
・�幼稚園に入園が決まっているので、園に任
せることになっている子ども
・�保護者から相談したにも関わらず「ようす
をみましょう」と言われた子ども

◎幼稚園に求められること
　気になる子ども達、要支援児の発見、すべて
の子ども達を支援するために
①教職員の理解促進をはかる
②支援体制の整備（園全体で取り組む）
③特別支援教育コーディネーターの配置
◎子ども達の苦手さがでる環境
・人の多さ、暑さ、湿度、音に敏感である
困った行動　また、昨日できたのに今日は
できない等は、その子の特徴ととらえる

　　　↓
期待を下げて、小さなこと１，２個できれ
ばよしとする。

・季節により服の調節が必要だが、皮膚が敏
感なため、冬服の袖がまくれない。
　わがままとは思わず「嫌いなのかもしれな
い」と思うこと
・保育者からの指示を理解する力
　→個別に声をかける
◎子ども達を支援するには
①子ども達の持つ発達特性（大きな特徴）を
知る
②発達特徴（大きな特徴）に沿って対応策を
立て、実行して、記録する
③具体的な支援目標を立てる
◎発達特性とは何か
①興味や関心にかたよりがある（こだわり）
②感覚の過敏・過鈍性がある
③落ち着きがない
④言葉が出ているのにやりとりがむずかしい
⑤記憶がとてもいい
⑥極端に不器用である
⑦言葉の理解が悪い
→発達特性を理解しないと、対応に失敗して
しまう。

◎気になる子どもの捉え方
・発達特性は生来的なものである。
・保護者のしつけ、対象児の家庭環境が原因
ではない。
・生活習慣や遊び等も、うまくできるように
なるには時間がかかる。
・身につけてほしいことをスモールステップ
に分けて、繰り返し教えていくことが必要
である。

◎グループバズ
テーマ「対象児の発達特性について」
☆Ａグループ
・�全員、広汎性発達障害と診断がついている。
・コミュニケーションをはかるのがむずかし
く視線が合わない。
・�こだわりが強く、好きな場所に繰り返し
行ってしまう。
・�偏食・何でも口のなかに入れてしまう。
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・言葉と行動がつながりやすいように絵カー
ドを使うようにしている。

☆Ｂグループ
・�全員、自閉症と診断がついている。
・活動の切りかえ、場面転換がむずかしい。
・�言葉でのコミュニケ－ションがむずかし
い。
　→単語・２語文・オウム返し
・�今後の課題・・・視覚からの情報として
　絵カードや写真を使う必要がある。
　　↓
　塚越先生より・･・絵カードや写真を見せ
たら、すぐに行動できるわけではない。
　写真が意味していることを繰り返し教える
ことで、視覚からの情報と行動が結びつくよ
うになる。
☆Ｃグループ
・精神発達遅滞と診断がついている。
・言葉で発することができない。
→他児とのコミュニケーションをする方法
は何か？を１年間考えていきたい。

・自分の思い通りにいかないとカンシヤクを
起こしたり手がでたりする。

☆Ｄグループ
・こだわりが強い。（靴下・ハンカチ・車・
特定の子どもの髪を引っぱる）
・全体での声かけでは理解できないので個別
対応を必要とする。
・多動である。
☆Ｅグループ
・落ち着きない・多動傾向にある。
・友だちとコミュニケーションがはかれない
　思い通りにならないと奇声をあげる。
・集団には入るが、一方的に遊んでいる。
☆Ｆグループ
・心疾患・・ペースメーカーをつけている
　　　　　　体力がない・疲れやすい
・生まれつき�目が見えにくい・・手がうまく

動かない。製作が苦手
・腎不全‥体にチューブが入っている

　　↓
自分から言葉を発しない・コミュニケーショ
ンをはかるがむずかしい・個人指導が必要

☆Ｇグループ
・言葉の発達が遅れている－対象児の気持ち
が読み取りずらい。ボディランゲージや絵
を使いコミュニケーションをはかる。
・環境の変化に弱い。

◎塚越先生より講義
●診断名がつくことのよさ
・まわりの人たちに、どんなタイプの子ども
か大きな特徴は理解してもらえる。
・公的サービス・地域の支援サービスを利用
することができる。

●スモールステップとは
目標を小さな段階に分けて１つずつ教える
⇒対象児に失敗経験をさせない方法

－参考文献－
・統合保育へのとびら（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

・自閉症スペクトラム障害
－療育と対応を考える－
平岩幹男著　岩波新書　2012 年
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第 2回　統合保育研究会
月　日　平成 25年 6月 19日（水）
場　所　川崎市総合福祉センター
� （エポックなかはら）
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：行事に参加するための配慮
事例検討：おたずね FAXから学ぶ
グループバズセッション
　　　　　「行事に参加するための配慮」
俯瞰図番号　D2－Ⅱ　E6－Ⅰ

◎事例検討１　おたずねＦＡＸより
－対象児５歳　言葉と発達の遅れの傾向－
○クラスでの行動
・好きな他児に対して気持ちを抑えられず、
体当たりや抱きつきをする。
・対応としては「やめよう」と伝えている。
質問→「やめよう」以外にどのようなとめ方

があるのか。
・相手の立場にたって物事を考えるのはむず
かしい。
・言葉の遅れがあるため「やめよう」では理
解できない。
・保育者が対象児の好きな子どもと関わる。
　そのようすを対象児に見せ、繰り返し関わ
り方を教えていくことが大切である。
・具体的に好きな子どもに「ね～ね～。○○
ちゃん」等、言葉で教える。
質問→保護者に療育センターに行くようにす

すめるにはどうしたらいいか。
参観・行事のようすを見ていただき、保護
者に対象児の困っている部分を具体的に伝
える。
・療育センターにいくことの意味を具体的に
伝えること。

◎事例検討２　おたずねＦＡＸより
－対象児３歳　言葉の遅れ－
○クラスでの行動

・対象児は声も小さく、会話もオウム返しに
なる。
・製作を行う導入の際に興味を持てず、席か
ら立ち上がる。
質間→音やリズムで興味を持てるようにして

いきたいが、具体的な方法として他に
あるか。

・オウム返しは相手の言ってることが理解で
きない。
　理解できない時は、語尾を繰り返す・また
語尾が上がる。
・椅子から立たない時はどんな時か考える。
・保育者の近い場所に対象児を座らせる。

◎事例検討３　おかずねＦＡＸより
－対象児５歳　精神発達遅滞－
○クラスでの行動
・いろいろな面で力がつき、伸びているとこ
ろで ‘ やればできる ’ 姿が多くある。
質問→声をかけたり、気持ちが向くように工

夫をすれば頑張るが、無理をさせてい
ることになるのか。

・対象児は、自分の体調が把握できないので
大人が頑張らせすぎない。
・保護者と話しながら疲れている時は、休む
ことも１つの方法である。
・頑張らせすぎると、思いが爆発して登園拒
否になることが多い。

◎グルーブバズ
　テーマ「行事に参加する時の配慮」
☆Ａグループ
・運動会のようすをＤＶＤで見せて映像から
情報を入れてイメージしやすいようにす
る。
・�体操・整列する等、日々の保育のなかで行っ
ていることを運動会につなげる。
・保護者と話し合い　○君が無理のないよう
に参加する。

☆Ｂグループ
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・視覚から情報を取り入れること
→去年のＤＶＤを見て気持ちを盛り上げる
他学年の練習のようすをみる。
　万国旗を廊下に貼り雰囲気をつくる。
・遊びのなかで走ること・踊りのジャンプ等
少しずつ取り入れて１学期から行う。
・保護者に練習を見にきてもらい、一緒に運
動会の取り組みを考える。

☆Ｃグループ
・お米づくり→興昧がなかったが、○君の気
に入ったアイテムを持つことで参加でき
た。
・�運動会でもアイテムを持つことで楽しめた。
・２学期は行事が多くなるので参加しやすい
ように、基本的生活習慣を身につけておけ
るようにしたい。

☆Ｄグループ
・新しい環境、その時々に想定される行動を
イメージして行事に参加する。
・踊りをビデオでとってもらい家で練習でき
るようにしている。
・対象児の苦手としているピストルは、保育
者が耳をふさぐとよい。

☆Ｅグループ
・運動会－組体操の技を写真にとり○君に見
せる。
・司じ姿勢を保つことがむずかしいため日々
の保育での椅子の座り方・並ぶ時など自由
な時に筋力トレーニングを行う。
・保護者に運動会当日のようすだけで判断し
ないように練習過程を伝えていく。

☆Ｆグループ
・心疾患があり、体力が弱い－かけっこの走
る距離を保護者と連携をとり、考えている。
・運動会－大人数が苦手で泣く・待ち時間が
待てない→楽しんで参加できるように母親
についてもらう。
・○君に対して園全体で把握すること・補助
教諭との連携・保護者との連携が大切であ
る。

☆Ｇグループ
・○君の特性をとらえ、ねらいを決めるのが
いいのではないか。
・遊戯は、自由遊びのなかで曲をかけて自然
に楽しめるようにする。

・発表会－立ち位置にシール等　印を付ける。

◎塚越先生より講義
●感覚について知る
→発達にかたよりや遅れのある子ども達の多
くには感覚の過敏性と鈍感性がある。
☆身支度がすすまない
　　　　　↓
・視覚からいろいろな物を取り入れてしまう
ため、刺激の整理をする。あっさりした所
にいき支度をすませてしまう。
・支度をする順番は同じにする。
☆運動会の練習は、８月から暑さ・湿度があ
り大変だということを配慮する。

●感覚の過敏性・過鈍性の具体例
・視覚－�電気をつけるとまぶしくて目がチカ

チカする
・聴覚－音や声がうるさい程大きい。
　　　　　　↓
　耳をふさぐことでその場所に居ることがで
きれば、両手で耳をふさぐことで苦手な場
所が克服できたりする。
・触覚－�のりがさわれない。特定の服の素材

が不快と感じる。
・�味覚－アルミ箔を噛む。極端な偏食がある。
　　　　　　　↓
　　　　お弁当のご飯が食べられない。
　　　　→�家で弁当箱で食べてもらい、その

時と同じメニューの弁当を持って
きてもらう。

●行事に参加するためのサポート例
初めての行事に参加する＝�行事のようすをイ

メージできない。
①事前に当日の見通しを伝える。
→去年のＤＶＤや写真が有効
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②リハーサルは、当日行う場所がいい。
→行事のようすがイメージできる。
③待ち時間を過ごすグッズ（場所）を用意す
る。
④参加できる部分だけでよい。
⑤保護者と参加することもよい。
⑥大きな音・当日の気温に注意する。
⑦居場所・立ち位置をわかりやすくする。
⑧練習の仕方を工夫する。（毎日決められた
時間に練習する。）

－参考文献－
・これでわかる発達障害
成美堂出版　2013 年
田中康夫・阿部利彦・奥住秀之
市村たづ子・ボーバル聡美　監修

・�発達障害の子の感覚遊び・運動遊び
講談社　2010 年　木村順　監修

第 3回　統合保育研究会
月　日　平成 25年 9月 11日（水）
場　所　川崎市総合福祉センター
� （エポックなかはら）
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：保護者との連携
事例検討：おたずね FAXから学ぶ
� 　ストラテジーシートの使い方
グループバズセッション
� 「保護者と連携をする時の心構え」
俯瞰図番号　D3－Ⅱ・F1－Ⅰ

◎事例検討１　おたずねＦＡＸより
－対象児６歳　軽度精神発達遅滞－
○幼稚園では：
・４月当初はクラスがかわったので、入室が
困難、その後、環境に慣れ入室できる。

・朝の会、活動中に部屋のなかを走りまわる・
ピアノにさわる・周囲の反応を楽しむ姿も
みられる
質問→全体をすすめながら対象児と関わって

よいのか知りたい。
○精神発達遅帯とは？
・知的の機能（認知・記憶・思考・学習する
力など）の発達水準が、対象児の実際の年
齢よりも遅れている状態をさす。
・日常生活差し支えない程度に身辺の事柄を
理解できるが、抽象的な思考が苦手である。
・言葉のみの指示理解、言い聞かせて理解さ
せることは効果がない。大人が一緒に何度
も繰り返し指導することが有効である。

○ストラテジーシートを使用して整理する。
（統合保育へのとびら P18）
→ストラテジーシートとは対策・対応という
意味。
　ストラテジーシートは状況を整理し、どう
したらいいか考えるツール。
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・発達特性を理解して関わることが大切であ
る。

○事例検討２　おたずね FAXより
－対象児５歳児　診断なし－
○幼稚園では：
こだわりが強く、言葉は２歳程度、コミュニ
ケーションがしにくい。
特定の子と座りたいとこだわりが出てくる。
質問→まわりの子と対象児との関わりで、ど

ういったことを意識していくことが大
切か？

　　　　↓
・やりたいことが言えるなら、「座りたい」
と言う練習を保育者とする。
・�まわりの子に「いやだ」と言われたら、「我
慢しないといけないよね。」と声をかける。
繰り返し伝え我慢する力を育てる。

○集団のなかでの対象児
集団のなかにいるということは：
・刺激が多すぎる＝音・人・物が多い。
・�どのように行動したらいいかわかりにくい。
そこで：
・時間を区切って参加する。（３分だけ着席
して過ごす、他のことをしていても部屋に
いる、等）→�集団にまったく参加しなくて

もよいことではない。
間違った考え方：
・いやがっているから対象児に好きなように
させる
　→将来、社会のなかで生きにくくなる。

◎事例検討３　おたずね FAXより
－対象児４歳児　診断なし－
○幼稚園では：
・暑かったり、寒かったり、自分の思い通り
にならないと他児に手がでることが多いの
で、目が離せない。
質問→日々、目が離せないので、どのように

対応すればよいか？
　　　　　↓
・よい行動をみつけてほめてあげ、関わるこ
と。
・生活習慣をチェックする。
→睡眠時間について・･�･��５歳前の理想の
時間は約 11時間。

・抽象的な考え（相手の立場になって考える
こと）は求めにくいと受け入れること。
・暑い日、眠い日は調子が悪そう、気に入ら
ない時には大人が対応する。

◎グループバズ
テーマ「保護者との連携について」
設定－事例１，２，３の対象児の園でのようす

を保護者に伝える。
降園前にお迎えに来てもらい５分で伝
える。
支援が必要だということを伝える。

ストラテジーシートを使って整理する（とびら p.18）

朝の集まり中
好きな本を用意する

Ａ：事前

部屋の中を走る

Ｂ：行動

椅子に座るよう声かけ

・手を添えて椅子に連れて
いく。

Ｃ：事後

事前の対応の工夫

自分の席に
座ってほしい。

望ましい行動 ほめ方・楽しみな活動

事前・事後の環境の工
夫を行っても望ましくな
い行動が起きたとき!

起こってしまったときの対応

（とびら p.18）

お弁当の時間

Ａ：事前

気持ちを抑えられない

Ｂ：行動

泣いて暴れることを
伝える
↓

まわりもわかってくる

Ｃ：事後

事前の対応の工夫

保育者と一緒に我慢する

望ましい行動 ほめ方・楽しみな活動

事前・事後の環境の工
夫を行っても望ましくな
い行動が起きたとき!

起こってしまったときの対応
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グループバズ・・・ロールプレイ
　Ａ保育者役　Ｂ保護者役
　Ｃ～Ｆやりとりを観察する
☆ロールプレイを行い、実際どう感じたか発
表する
①保育者役
・気になる行動は伝えなければいけないし、
どう話したらよいかむずかしいと思った。
①保護者役
・家でも落ち着かないようすがあるのでわかっ
ていても、保育者からも「落ち着きがなく�
目立っている」と聞くとショックだった。
・家でできるアドバイスをもらえたらうれしい。

②保育者役
・�保護者の気持ちに共感したり、「こうしたら�
どうですか？」と提案するのもいいと思う。
・園でのいいところを先に話してから、気に
なることを話したが、どうしたら相手が受
け入れやすい気持ちになるか伝えながら
迷った。

③保育者役
・成長を具体的に伝えていくことで保護者と
の気持ちを共有できる。
・�できないことを「できない」ではなく頑張っ
ている姿として伝えた。
・事例を出して、聞いている保護者が状況を
イメージしやすいように伝える。
③保護者役
・具体的に話が聞けると「見てくれているん
だな」と信頼することができた。

④保育者役
・�園で頑張っていること・成長したこと等よ
いことを話してから今の気になっている状
況を話す。
・�家でのようすを聞きながらヒントをもらう。
④保護者役
・「何を言われるんだろう？」という不安が

あったが、保育者に「ちょっとお話したい
と思っていたので」とやさしく言われると
話してみようかなという気持ちになった。
・�園で興味を持ってることを「家ではどうで
すか？」と聞かれると話しやすかった。

◎塚越先生の講義
●保護者がなぜ子どもの発達特性を受けとめ難
いのか。
・一見して理解できることではない。
・�家庭では目立たない。集団のなかで目立つ。
・できる時とできない時がある。
・他児よりも「できる」ことがある。
・�勉強についていくことができると「通常級」
が居場所だと親も学校も考えてしまい、勉
強中心の判断になり、課題が先送りされる。
�（学童期・思春期の本人、家族に必要な支
援を考える　関水　実　資料より）

●なぜ、保護者と連携をとるのか
・発達障害とその周辺の苦手さをもつ子ども
達が思春期・青年期になり、初めて自分の
障がいを意識した時→受けとめきれずに引
きこもり親を攻撃する場合がある。

　　　　　　　↓
最後まで、本人の立場に立って支えられる
のが養育者で、そのような養育者をもった
子どもは自己肯定感が強い。

大事な視点
・�得意なことを活かして、不得意なことはサ
ポートを受けながら生きていく。
・うまくできることが目的ではありません。
・本人のよいところを探して、常に伝える、そ
れとともに克服し難い苦手さを伝えることが
大切

保育者も
この視点をもって
保護者と一緒に
子どもを見守ろう

保護者との
連携を通して、

保護者にこの視点を
持って欲しい！
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●家庭での対応は、保護者が取り組みやすいこ
とからお願いする。
・子どもを支援するために、園となるべく同
じ対応をしてもらいたいが保護者ができそ
うなところから始める。
・保護者に家庭での取り組みを選んでもらう
ことも大切である。
・�保護者の取り組みに気づき、それを認める。

●年長児をもつ保護者の思い
・就学＝大きなチャレンジ・大きな節目
・�対象児のようすを伝える⇒就学先を考え
る。
＊活動の取り組み方に支援が必要なのか？
＊活動そのものを対象児の発達に合わせる
必要性があるのか？

・自分の子どもには、特別な教育の場を選択
する必要がある。
⇒通常の集団から外される⇒不安・抵抗

－参考文献資料－
・発達障害者支援フォーラム
～学齢期・思春期の本人、家族に必要な支
援を考える～
・脳科学とこころの臨床からわかること
・気になる幼児の育て方

石塚譲二　　東洋館出版社
・乳幼児健診で見つけた軽度発達障害の診方
と関わり方
東京医科大学小児科　宮島　佑

第 4回　統合保育研究会
月　日　平成 25年 10月 16日（水）
場　所　川崎市総合福祉センター
� （エポックなかはら）
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　対児との関わりからみた対象児の変化
事例検討：おたずね FAXから学ぶ
グループバズセッション
� ｢他児との関わりからみた対象児の変化｣
俯瞰図番号　D1－Ⅱ・E4－Ⅱ

◎事例検討１　おたずね FAXより
－対象児３歳児　診断名なし－
・保護者に療育センターに行くことをすすめ
ているが、行くようすはない。
・お弁当の支度や片づけをやらずに部屋の外
へ行ってしまう。
・無理にやらせようとするとパニックを起こ
す
質問→保育者が支度や片づけをやってしまう

のは本人のためにはならないと思う
が、無理にやらせない方がよいのか？

　A�・B�･�Cは、子ども、保育者の行動を記述
　保育者の思い、想像などは記述しない

◎事例検討２　おたずね FAXより
－対象児３歳児　言葉の遅れ－
・いやなことがあった時に、気持ちを言葉で

状況を整理する

昼食の時間

Ａ：事前

お弁当の支度や片づけを
せず、部屋から出てしまう

Ｂ：行動

無理やりにやらせると
パニックになってしまう

Ｃ：事後

・	お弁当の支度や片づけがや
り易いように、一つの袋に
お弁当箱、フォークやスプー
ンを入れる

・	昼食時には、保育者が横に
つき一緒に支度をする	
指さしの指示を使う

･	部分的に○君がして（例：
袋からお弁当やスプーンを
出す）机におく・カバンを
かける。コップを置くは保
育者がやる

・	家庭で週末にお弁当を袋か
ら出して食べる練習をして
もらう

事前の対応の工夫

お弁当の支度と片づけを
してほしい。

望ましい行動

たくさんほめる

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!

部屋から出さずに椅子に座
らせ保育者が支度をする

起こってしまったときの対応
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言えないので、服を引っぱる・噛む・自分
の手を噛むなどの自傷行為がある。
質問→どのように声かけをしたり、とめたり

したらよいのか？
○自傷行為の原因は、気持ちを言葉で言えない
ことである。

○静かな子ども・黙っている子どもは、心配で
ある。
言いたいこともはっきり言わないが、まわり
が「こうしようね」と言うことに、すぐそっ
ていってしまう。
　　↓
自分のなかで決められなかったり、要求を言
えなかったりすると、少し後になり爆発する。
→登園拒否という形で出てくる。
○本人に選択させる、一言言う、「いやだ」と
言える機会を設けること。
保育者と一緒に「いやだ」と言ってみる。

◎事例検討３　おたずね FAXより
－対象児４歳児　診断名ないが、療育セン
ターに相談経験あり－
・運動会の練習時、気温が高く暑いのでイラ
イラし他児に手を出しそうになる。また､
しゃがみ込む、立っているだけという行動
になる。
質問→無理をさせずに参加させたいが、他児

がどう思うか？また、運動会当日目

立ってしまうのではないかと心配であ
る。

○見通しをつけたり、｢今日はここまでで終わ
りだよ｣�と知らせることが大事である。
○発達の特徴を保護者に知ってもらうことが大
切である。

スモールステップの考え方と
取り組み方

●右側の階段の登り方がスモールステップの
考え方
　　　　　↓
＊ゴールに到達するまでに少し時間はかかる
が無理なく必要なことを見につけることが
できる。
＊たくさんのことを教えないので保育者も楽
である。
＊子どもも少しずつ学べるため、失敗をする
ことは少なく、保育者にほめられる機会が
多くなる。
●他児との関わりを少しずつ増やす
　→スモールステップで取り組む
１，甘えられる保育者と遊ぶ。（信頼関係の
できている保育者）

状況を整理する

嫌なことがあった時
（具体的な場面を書きましょう
例：	火曜日の帰りの会の時に...
　	 朝の支度をする時に ...）

Ａ：事前

先生に嫌な事を伝えられ
ない（言葉でも動作でも）

Ｂ：行動 Ｃ：事後

事前の対応の工夫

「どいて」「やだよ」等
保育者と一緒に言う
（3ヶ月はやってみること）

望ましい行動 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!

起こってしまったときの対応

状況を整理する

暑い日の運動会の練習時間に

Ａ：事前

しゃがみ込んでしまう
立っているだけ、他児に
手を出してしまいそう

Ｂ：行動 Ｃ：事後

・見通しをつける
・参加できたら「いっぱい遊
べるよ」と伝える

・今日は「ここからここまで
やるよ」と声をかける

事前の対応の工夫

参加できる練習に
参加してほしい

望ましい行動 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!

起こってしまったときの対応
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２，他児と一緒に居られる機会をつくる。（恐
竜の絵本が好きな場合は、他の恐竜好きな
子どもと一緒に恐竜の絵本を見る機会をつ
くる）トラブルは避けること。
３，楽しい経験を味わうこと＝「またやりた
い」に繋げていく。

◎グループバズ
テーマ「他児との関わりからみた対象児の変

化について」
☆Ａグループ
・まわりの子ども達が教えてあげるようにな
り、○君も受け入れる機会が増えてきた。
・好きな電車の遊びを通して、他児との関わ
りが増えた。

☆Ｂグループ
・人への興味が出てきたことで、集団行動に
少しずつ参加できるようになった。また、
友だちのなかに入りたい気持ちも出てき
た。
・他児をたたいてしまうことがありむずかし
い。

☆Ｃグループ
・まわりの子ども達が○君のことを理解して
くれる姿がみられるようになった。
・気に入った友だちと「一緒にやりたい」と
いう気持ちが出てきて活動や行事に参加で
きるようになってきた。

☆Ｄグループ
・保育者と○君の関わっている姿を見ること
で他児が「手伝いたい」と関わるようになっ
た。

・○君から「あそぼう」という言葉が出てきた。
☆Ｅグループ
・友だちの真似をして「～をしたい」など遊
びのなかでの変化が大きい。
・保育者が○君との接し方を見せていること
でまわりの子ども達も同じように関わる姿
が出てきた。

☆Ｆグループ
・友だちの真似をすることが増えてきた。
・何でも手伝ってしまう他児に○君のできる
ことを伝え、見守るように話すとまわりの
子ども達の関わりが変わった。

☆Ｇグループ
・運動会の前に子ども達に○君について話し
たことにより、やさしく教えたり他児の対
応が変わった。また、○君も他児の言うこ
とを素直に聞くようになった。

　　　　　↓
　『他児に○君のことをどのように伝えたの
か？』
＊言葉の練習中だから、みんながいっぱい話
しかけてあげると言葉を覚えるよ。
＊みんなより苦手なことが少し多いから、教
えてあげてね。
＊ダメなことは、「×」とハンドサインをし
て話してあげようね。

◎塚越先生の講義
●他児との接点を探す。
・接点＝保育者と対象児の関わり方
　→保育者が一番のモデルである。
・保育者が対象児・他児の思いを時には代弁
する→「きっと、～て言いたいんだよ」
　子どもの気持ちに共感する。（質問しない・
指示を出さない・子どもの言った言葉を大
人が繰り返す）＝そのままを受け入れる。
・生活をともにしていくなかで、当たり前の
ように対象児を受け入れる関係
・対象児に対しては、遊びのルールを簡単に
してもらう。→対象児について話し合う。

●保育者が他児の感じたことを否定しない。
・�「どうして～なの？」「赤ちゃんみたい」「い
やだ」と言った時は、子どもの気持ちに一
度は共感する。
　次に、対象児が手伝いが必要な時にだけ「助
けてあげよう」と伝える。

●他児と対象児と遊ばせる必要はあるか？
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・対象児自身が他児と遊びたいと思っていな
いのに、遊ばせる必要はない。1人でさび
しそうにしているのであれば、遊びに誘う。
・誰かと一緒に遊んでいるほうが、楽しいに
違いないと思い込まないこと。

－参考文献－
・発達障害のある子の理解と支援
・発達障害のある子のサポート実例集
　　幼稚園・保育園編

第 5回　統合保育研究会
月　日　平成 25年 11月 20日（水）
場　所　川崎市総合福祉センター
� （エポックなかはら）
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：今までの取り組みを振り返る
事例検討：おたずね FAXから学ぶ
グループバズセッション
　　　　� 「統合保育から学んだこと」
俯瞰図番号　D3－Ⅲ・E8－Ⅰ

◎事例検討１　おたずね FAXより
－対象児５歳児　適応障害・境界領域知的障害
○友だちとケンカして、保育者から怒られた
り注意された後「僕なんて死んでもいいん
だ、いなくなってもいいんだ｣ と言う言葉
を口にするようになってしまった。少し怒
り過ぎてしまったなと反省し対象児に関わ
る時間を増やしたり、気持ちに寄り添える
ように意識している。
　注意の回数が減るように、マイナスの行為
は事前停止をするようにしている。
質問→どのようにしたら自己肯定感がもてる

か
○自己肯定感とは？
・�自己肯定感とは、「自分は大切な存在だ」「自
分はかけがえのない存在だ」ということを
生活・教育環境によって大きく左右される
と考えられており、教育上の重要な要素だ
と考えられている。
・対義語は、自己否定感
○自己肯定感を持つ大切さ
・自己肯定感が低いと自分が恋愛や仕事など
でうまくいくということが信じにくくな
る。そうすると、自信がないので何かにチャ
レンジすることを避けてしまう。
・いじめ・不登校・ひきこもり・飲酒・喫煙
といったいわゆる非行の原因は、自己肯定
感の低さにあるといわれている。



－ 39 －

継続研究会

○自己肯定感を育てるヒント
・「ありがとう」という言葉はお礼の言葉で
あると同時に、相手の存在価値を高める言
葉である。人からありがとうと言われてど
うしてうれしいかというと、「自分が人の
役にたった」「自分のやったことに意味が
あった」と思えるからうれしい。
・特に、自己肯定感の低い子どもは、何かい
いところを見つけて、「○君のおかげで助
かったよ。ありがとう。」と言うと、自分
みたいな人間でも生きていてもいいのかな
と思える。
・園のなかでも子どもを認め・ほめること。

◎事例検討２　おたずね FAXより
－対象児３歳児　診断なし－
○使いたいオモチャを他児が使っていても
「貸して」と言えるが「いいよ」も聞かず
に奪い取る時がある。
質問→相手の気持ちに気づけるようにしてい

るが、独占欲が強くて困っている。ど
うしたらいいか？

○「いいよ」まで待つことができるのが、次
のステップである。
○「あとでね」と言われた時にどうするか？
→「いや・ダメ」という言葉は対象児にとっ
て嫌いな言葉なので他児に「あとでね」
と言うように教えていく。
→他児に「あとでね」と言われたら、「い
いよ」と言われるまで我慢することを繰
り返し教えていく＝社会のルール

◎事例検討３　おたずね FAXより
－対象児５歳児　情緒面の遅れ－
○他児が手伝ってくれるから、最後には保育
者が手伝ってくれるからという考えから
か、身支度や製作をしない。素早くできる
時もあるが、周囲の子も世話をやいてしま
う。
時にはやらないで次の日に持ち越してしま
う。頑固な面もあり、手伝わないと本当に
やらないこともある。結局、保育者がやっ
てしまう状態が続く。
質問→どのように進めたら、自分でできるよ

うになるか？
○一且できるようになってから依存的になっ
た場合は、依存的行動を受け入れること。
行動を一緒にすることで対象児が自分でや
るようなきっかけをつくること。
○「やらない」という選択肢はない。手を動
かすだけでもいいから、全て依存で終わら
ないようにすること。
○抵抗しなければ、たくさんほめて、あたか
も自分でやったかのように子どもの動きが
でるように応援する。

◎グループバズ
テーマ「統合保育から学んだこと」
☆新人保育者に一言、どう伝えるか？
・対象児の発達をよく観察することが大切で、

状況を整理してみましょう

自分の使いたいオモチャを見
つけた時

Ａ：事前

多児が使っているオモチャ
を奪い取ってしまう

Ｂ：行動

相手の子が泣いているので、その
都度話し合って相手の気持ちに気
づけるようにしている

Ｃ：事後

事前の対応の工夫 望ましい行動 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!

起こってしまったときの対応
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そこから少しずつできることをやっていく
・診断名がついていても個々の育ちが違うた
め対象児をよく見て、一人で抱え込まずに
まわりの意見を取り入れるとよい。
・手がかかることがあるが、その分保育者と
の関わりが多い。成長を一緒に感じていけ
るからやりがいがある。
・対象児に対し悩むことは､ 自分のなかだけ
で解決しないで、先輩の保育者に相談した
り、他園の取り組みなど聞いて取り入れて
いくとよい。
・体験談を話し、スモールステップの取り入
れかた、ほめて認めていくことの大切さを
伝える。
・子どもの特性から、何が得意で何が苦手か
を把握すること。

◎塚越先生の講義
●保育者の役割

・子ども達の発達特性について、保護者に発
信していく。
⇒保護者に子どもの特徴を気づいてもら
う。

・子どもの発達特性の理解と配慮をする統合
保育の実践
・園でできること、できないことを保護者に
伝える。

・専門機関との連携（保護者支援につなげる）

－参考文献－
・発達障害のある子の理解と支援
　－ありのままの一人ひとりに向き合うため
に
　　母子保健事業団
・幼稚園・保育園での発達障害の考え方と対
応
　　平岩幹男著　少年写真新聞社
・発達障害のいま　杉山登志郎著

対象児の姿

対象児への支援と保護者への支援の継続をお願いします

 

 

やわらかくなり
こだわりが少なく
なる。
苦手が軽減さ
れる


