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第１分科会

第 54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 26年 1月 29日（水）
場　所　ユニオンビル
講　師　塚越　和子先生
� （つかごし療育コンサルティング代表）
基本主題
「一人ひとり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
－対象児年少男児　診断名なし－
○相談機関－�南部療育センター（平成 26 年１

月より）
○入園前の保護者との応対
・入園面接では、場所見知り・人見知りが激し
く始終泣いていた。ほとんど目が合わず、質
問には全く応答しなかった。
・来園のたびに泣き・パニックになるようすが
あり行動も多動性が認められたため家庭での
ようすを伺う。
○園全体での取り組み姿勢
･療育機関･保護者･保育者相互の連携をとる。
・対象児の「共通理解」と「関わりを試みるこ
とを話し合う」時間を設ける。
･保護者への協力依頼等は「本児との取り組み」
を事前に担任と主任で話し合い、保護者へ伝
えるようにする。
○対象児の様子
・どちらかというと表情が乏しい。
・短時間の着席も可能だが、落ちつかず多動。
・キックボード・車のオモチャを好む。
・単語から２語文程度。質間には答えられない。
・予測してなかったことが起こるとパニックに
なりやすい。
・手に何か持って行動する。並行遊びである。
＜１学期の目標＞
目標①　�場面や気持ちの切り換えができるよう

になる。（入室や物へのこだわり）

＊取り組みのようす
・関心を持たず、パニックになる活動には、本
児の好きなオモチャを渡し落ちつけるように
関わる。
・１学期後半になると、友だちの姿を見て取り
組む等少しずつ参加するようになる。

目標②　気持ちを言葉で表す。
＊取り組みのようす
・場面に必要な言葉を代弁し本児も真似して言
えるように関わる。
・繰り返し伝えたり「何て言うんだっけ？」と
言葉を誘う等の関わりをしていくうちに 1
学期末には、「やって」と言えるようになる。

＜２学期の目標＞
目標①　�園生活の習慣を自分でできるようにな

る。
＊取り組みのようす
・朝の身支度をせず、遊びだしてしまうことも
あったが、繰り返し伝え、置く場所を示した
り具体的に物を見せることでできるように
なってきた。
・弁当の支度は、物を指し、袋に入れる物を伝
えることでステップ 2もほとんどできてい
る。
（ステップ１）� 大きな袋に弁当箱・箸・コッ

プ等全ていれる。
（ステップ２）� コップのみ別の袋にいれる。

↓
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目標②　簡単な指示を理解し行動ができる。
＊取り組みのようす
・指示の言葉と意味がつながる様、見本を見せ
「○○をもってきて」「○○を着ます」等　言
葉と視覚で理解でき真似できるように伝え
る。

↓
行動がとれるようになったが、言葉だけの指
示ではむずかしかった。

目標③　友だちと関わり遊ぶ
＊取り組みのようす
・さまざまなことに興味が移りやすく、１つの
遊びを続けていくことはむずかしかったが、
少しずつ友だちに興味を持ち、名前を覚え呼
んだり同じオモチャで遊ぶ姿が見られた。
・友だちと手伝いの機会を増やす。

＜まとめ＞
・入園受け入れ当初は、目標を高くしすぎてし
まったが、対象児の発達の特徴を把握し、そ
の子に合わせた『具体的な目標』をたてるこ
とが大切だと感じた。
・目標は、「どんなことができる様になってほ
しいのか」ということを明確にし、色々な関
わりを試し、対象児に合ったやり方を見つけ
ていくことを今後も続けていきたい。
・スモールステップで達成できるように目標を
立て、少しずつステップアップしていくと無
理なくできるようになると感じた。
・対象児は、ほめられることを喜びとして感じ
る反応がある。できないことが、できる様に
なった喜びを意欲につなげていかれたらと思
う。

事例２
－対象児年長女児　自閉症（療育手帳保持）－
○相談医療機関－民間の医療機関
○対象児の様子
・基本的生活習慣は１人で行えることが多い。

・排泄は時間排泄
・言葉は不明瞭だが、「おはよう」「○○してく
ださい」等、２語文を使う。
・初めての環境に弱く、慣れるまでに時間が必
要。
・保護者は子どもについて理解があり協力的で
ある。

＜１学期の目標＞
新しいクラスや友だちに慣れ、安定した園生活
を過ごす。
・理由－�園全体に慣れているが部屋や靴箱等、

新しい変化がたくさんあるなかで、戸
惑わず楽しめるようになってほしい。

＊環境設定と取り組み
①Ｍちゃんの場所にシールを貼り、明確にわか
るようにする。
②クラス名を一緒に読み「ここがＭちゃんの部
屋」と繰り返し教える。
③担任との信頼関係を築くため、担任名を文字
と合わせながら伝える

前年度からの引き継ぎ内容
・集中時間が短く、椅子に座れない。
・手遊び、歌が好き。
・席は端にすると取り組みやすい。また、サポートもし
やすい。
・製作活動は個別援助が必要。
・写真を使うと効果的
・文字に興味あり読むことができる。また、単語の意味
を理解している。

保護者からの引き継ぎ内容
・理解力は言葉､ 表現力に比べて発達している
・言葉によるコミュニケーションが遅れており、他児と
うまく遊べない
・療育施設では、少グループ活動を行いトレーニング中
・好きなことを中断されると泣き、意欲がない時やいや
なことをやる時には寝転がることがある
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④文字が読め、見て理解できるので書いて伝え
る。
⑤家庭と連携し、情報交換を密に取り合ってい
く。

○友だちに慣れるための支援
・友だちに対して興味が出てきたが、自分から
アピールするのはむずかしい。
・保育者が他児に対してＭちゃんの存在をさり
げなく知らせる。

＜２学期の目標＞
目標①　友だちとの関わりを深める。
・理由－�友だちへの興味が強いので、周囲の子

ども達にＭちゃんと関わってほしい。
＊環境設定と取り組み
①自由あそびの時間に、友だちがＭちゃんを探
したり、追いかけっこや電車ごっこ等の簡単
なあそびを取り入れる。
②排泄や移動の際、友だちに手をつないでもら
う。また、気になる行動等をした時には、保
育者がまわりの友だちをほめてＭちゃんが望
ましい行動をとれるようにする。

目標②　�行事への興味を高め楽しく参加しよう
とする。

・理由－�行事への興味を高め楽しく参加しよう
とする。

＊環境設定と取り組み
①家庭と連携し、家庭でもビデオ・写真を使っ
て取り組んでもらった。

②練習する時は集中できるように、クラスの鏡
に厚紙を貼って隠す。

＜３学期の目標＞
目標①　朝の身支度を１人で行う。
理由－�身支度の流れは把握しているので、来年

度へ向けて保育者がいなくも行動できる
ようになってほしい。

目標②　友だちと一緒に着がえをする。
理由－�着がえ表を用いながら、みんなと一緒に

着がえられるようになってほしい。

＜まとめ＞
・保育者がどこまで支援をするべきか、を見極
めるのがむずかしかった。穏やかで自分でや
りたい意思もあまり見せなかったので、手助
けをし過ぎてしまったように思う。
・保護者が健常児と同じレベルを求めるためむ
ずかしさを感じた。
・対象児は友だちとの関わりで大きく成長した。
「友だちへの興味がでてきている」という療
育センターの先生のアドバイスで気づくこと
もでき、友だちの幅が広がり良い刺激を受け
たきっかけはさまざまな方法があることを学
んだ。
・目標設定を具体的にする大切さを学んだ。

事例３
－対象児年少女児　診断名なし－
○入園前保護者からの話

文字で伝える（一日のスケジュール）

鏡は一日中隠す
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・落ち着かない
・思い通りにいかないとダダをこねる
・一緒に遊んでいる子は年上の子が多い
○４月当初のようす
・泥水を足で蹴とばし他児にかかり、いやがっ
ても気にせず楽しんでいる。
・�相手がいやがっているのに強い力で抱きつく。
・登園してきた子どもに積極的に関わり、名前
や個人マークを覚えるのが早かった。
・昼食時に動きまわり座って食べることができ
ない。

・「先生が一緒でなくちゃいや」「行きたくない」
というこだわりがあった。

＜１学期の目標＞
出票①　弁当を最後まで座って食べる。
＊取り組みのようす・結果
・食事の前にトイレに行くことで離席がほとん
どなくなった。
・保護者に状況を話し、弁当の内容や量を工夫
してもらうことで、きれいに食べられるよう
になった。
・他児の弁当の内容が気になり立ち歩いていた
ので、「玉子焼き入っている人？」等クラス
の子どもに問いかけるようにすると、立ち歩
いて見回ることがなくなった。

目標②　�朝の受け入れ時間に担任が一緒でなく
ても遊ぶ。

＊取り組みのようす・結果
・身支度は着がえ表を壁に貼り、着がえ表の絵
と実物を指さしして支度を行う。
　　　　↓
絵と自分の物が一致して、保育者は遠くで見
守るだけで支度ができるようになった。

目標③　�相手にいやという気持ちがあることに
気づく。

＊取り組みのようす・結果
・相手がいやがっているのに強く抱きつく姿が

見られた時は「痛いからやさしくしてね。」
と伝え、相手にも自分の気持ちを伝えてもら
う。
　　　　　↓
相手の気持ちに気づくことはむずかしかっ
た。
・絵本を見る際に一番前に立ち後ろの子ども達
が見えない。保育者やまわりの子ども達が座
るように促していった。
　　　　　↓
クラスも落ち着いてきたので、絵本の時間も
椅子に座って楽しめるようになった。

＜２学期の目標＞
目標①　�集まりの際に、友だちを巻き込まない

で話を聞く
＊取り組みのようす・結果
・椅子を使うことで、自分の居場所の確保がで
き落ち着いて話を聞けるようなった。
・保育者が話している時に前に出て話をしたが
ることが多々あるので毅然とした態度で「座
ろうね」と促すようにした。
・興味深く話は聞いているので、できるだけ視
線を合わせ、いいことを言ってくれた時は受
け止める。

目標②　おもちゃの貸し借りをする。
＊取り組みのようす・結果
・パペットでオモチャの貸し借りの実演をして
絵本や紙芝居を通して知らせる。
・実際にオモチャの貸し借りでトラブルが起き
た時に、その都度保育者と一緒に我慢するこ
とを重ねていくと、だんだん我慢ができるよ
うになった。

目標③　�トラブルが起きた時に気持ちを言葉で
表現する。

＊取り組みのようす・結果
・普段は自分の気持ちを言葉で表現できるが、
他児とトラブルが起こると泣き真似をして保
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育者に助けを求める。少し冷静になったとこ
ろでお互いの言い分を聞き一緒に解決する。
・自分の要求だけを押し通すときには、相手に
も気持ちがあることを保育者が伝えると、ま
わりの子ども達が、仲直りをさせようとする
場面が出てきた。

＜まとめ＞
・目に見えない気持ちを理解することはむずか
しい。オモチヤの取り合い等、その都度相手
の気持ちを代弁してきたが、視覚から伝える
物も取り入れながら、あきらめず言葉で気持
ちを代弁することを繰り返し行っていきた
い。
・できることが増えているので、これからもそ
の都度ほめて自信につなげたい。
・対象児のよいところを受け入れながら、クラ
スのみんなとともに成長していけるようにし
たい。

◎塚越先生より講義
●具体的な保育目標を設定する理由
①対象児は自身の発達特性や自分の興味のまま
に行動してしまう特徴を持っているので、目
標を決めて必要なことを身につける支援が大
切である。
②将来、社会のなかで豊かな生活をするため
に、今からそのスキルを増やすことが大切で
ある。
⇒むずかしいことでなくてよい。

○何を参考に目標設定すればいいのか
・対象児をクラスのなかで観察して、何ができ
るのか、何ができないのかを簡単にメモをとる。
・対象児の持つ行動特徴を知る。
○具体的な目標設定をするヒント
・まず、基本的な生活習慣が身についているか
知る。
・家のなかで身についた生活習慣とは別に園生
活で必要とされる生活習慣がある。

⇒園服の着脱・弁当の出し入れ・トイレ物の
整理等。

・生活習慣を身につける、また、すでに身につ
けた習慣を園で発揮することに意味がある。
⇒いろいろな環境で取り組む力が育つ。

○他にも、目標にしてよい生活習慣や親子の関
係づくり
①規則正しい生活リズムの継続
⇒同じ時間に登園する等
②落ち着いて食事をする習慣
③排泄の自立
④着脱や洗面⇒ゴム入りのはきやすいズボン等
⑤片づけの習慣
⑥親子で一緒に何かやると楽しい工夫
⇒弁当の片づけ方等を保護者に教える
⑦困った時に助けを求められる方法を教える
⑧集団のなかにいられること
⇒みんなと同じ部屋にいることが大切
⑨興奮した時には、クールダウンをする。
⑩体を動かす

●対象児の行動特徴を知る
・�Bちゃんは自由遊びの時間には部屋のなかに居
られるが、片づけになると部屋から飛び出して、
隣の部屋へ行き遊んでいる。

Ｂちゃんの保育目標
☆片づけを大人と一緒にする。
　　⇒しまうオモチャは、３つとする。
☆目標に向かうためのスモールステップ
①前もって片づけの時間を保育者が近くで
絵を見せて知らせる。
②片づけの時に一緒にＢちゃんと３つオモ
チャを箱に入れる。
③たくさんほめて、保育者と一緒にいるか、
椅子に座らせ好きな絵本を手渡す。

片づけの時の刺
激に弱い？

思い通りにならないと、
気持ちが不安定にな
る？

興味のあることは取り
組めるが、そうでない
事は避ける
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保育目標が決まったら
目標に向かって進もう

スモールステップの考え方を取り入れよう。
� 　

保育目標をスモールステップで達成しよう

☆目標－他児との関わりを増やす
・観察してなぜ関わりが少ないのかメモをする
①対象児が好きな遊びを保育者と２人でする
②順番・待つ・少しの間その場にいる・ことを
身につける。

③その遊びのなかにクラスの友だちを１人入れ
て３人で遊ぶ。

④保育者が近くにいることで友だちと２人で遊
ぶ。

⑤簡単な遊びをもう１つ紹介し、保育者と３人
で遊ぶ。

－参考文献－
・自閉症スペクトラム

平岩幹夫著　2012 岩波新書
・気になる子も過ごしやすい園生活のヒント

あすなろ学園執筆　2012G学研
・統合保育へのとびら＜改訂２版＞ 2010

川崎市幼稚園協会
障害児教育研究委員会・統合保育
　　　　プロジェクトメンバー

小さな１歩を登る

目標は小さな１歩の積み重ね

保育目標達成！


