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第42回	 夏期宿泊研修会
全体会
月　日	 平成 25 年 8月 28 日（水）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 平山　許江先生（文京学院大学教授）
テーマ：	「子ども主体の保育とは何か」
　　　　－保育者の役割を問い直す－
俯瞰図番号　E10

１．子ども主体
①文字表記に反映する思想
・�保育に関する時「子ども」と表記するのは
なぜか
・�「供」＝お供（下のもの）という意味。
・�文字表記は視点が大事
・�" こどもの日 "" こども園 " はひらがな。
（例）「はだいろ」今は「ペールオレンジ」�

　「うすだいだい」となっている。�
　「はだいろ」の概念が変わっている。

・現代の社会のものの見方＝主体をどこに置
くかで変わる
・保育は "子ども主体 " ＝主人公
②主体的とはどういう状態か
・教育→学習へ（子どもが中心）
・子どもが主人公＝わがままな王様という意
味ではない

（例）熱があるが子どもが行きたいと言って
いるので登園させる
・子どもの行動が主体的かどうか判断するも
のは何か
・自分から進んでやっているように見えても
そうでない場合もある
・子どもの内面を推し量る
・子どもの学習、保育者の教育のバランスを
とることが大切

２．子ども本来の姿にふさわしい保育
①子どもの本性を保持する（元々持っている
性質）
・自己肯定感、有能感に満ちている子ども

・自分をポジティヴに考えられる
・子どもの原動力（うぬぼれ、おせっかい、
ずうずうしさ）
・" できる " と思っているから、本当にでき
るようになる。自信に満ちている。
・無力感を身につける教育
・自己肯定感が奪われる原因はどこにあるか
→絵を裏にして提出する。手を挙げない。
　やる前から失敗を気にするようになる。
※できることより、やろうとする気持ちが大
切なはず。
②子どもの主体性を奪う保育
・�保育者の責務＝子どもの最善の利益を守る
・�" 頑張る保育者 " による虐待。
・�児童福祉法に「虐待してはいけない」とい
うものがある。当たり前なのに……
　こんなことを法律で決めなくてはいけない
時代。
・子どもに言っている言葉に気をつける
→大人には言わない言葉を言っている
（例）運動会の練習「できないから昼ごはん
なしにしようかなー」等と言っていないか
・" 頑張る保育者 " は外から見ると一生懸命
と映る（焦ったり、パニックになると子ど
もを叱る傾向にある）
※圧倒的な力の差があると反抗できない。
　従ってしまうしかない……
・でき栄えを求める保育からの脱皮が必要
・子どもがかわいそうと思うような保育をし
ない（若い先生は必死にやっているので気
づきにくい）
・保育者主導×、子ども主体○
・調教ではなく子どもが状況判断できること

３．幼児教育が目指すもの
①幼稚園と行事の始まり
・kindergarten、子どもの園＝果樹園（長期
にわたる見通しにたつ営み）
・果実を育てるという思想（何年もかかる）
・教師＝園丁：公園や庭園の手入れをするの
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を職業としている人
・何年か先の実りを信じて丁寧に育てる
→幼稚園の基本の姿勢なのに徐々に薄れて

きているのでは。
・行事：日常生活と遊離しないための方略と
して採用
・行事の意味：生活の節目、潤いと喜びや期
待を味わう
　→フレーベルの思想、初期の幼稚園では積
み木など非日常と思われていたため、家庭
での日常である時節（七夕、おもちつき等）
を園で行うことになる
※家庭では年長者が行うことは子どもはやっ
てみたいと思っているはず。動機づけもで
きている。
→家庭や地域でやっていた時代はよかった

が、今では園でしかやっていないのでは
同期づけもモデルもいないのでは……

※この行事は必要？何のためにやっている？
興味につながっているか？主体的に行われ
ているかを考える
②就学前教育の役割
・子どもの成長が教師の喜び
　"こんなことができるようになった！ "
・やればできる、知らなかったことがわかる
ようになる、友だちができる等プラスの方
向へ行っているという実感
・新しいことを覚える喜び
・喜びを与えるということは教育の根本
・小学校は何のために行くのか？
→知らないことに出会うため（できること

が増えると新しい世界が広がる）
・子どもの毎日は未知と未熟なものとの遭遇
将来に渡る生きる原動力を育む。今がゴー
ルではない。
・保育とは保育者がもつ価値表現
→ "面白いことするよ！ " で始まり " 面白

かったね " と終わる。" それが大事 " と
信じている事を伝える。

③親のニーズを園がつくる

・変更は常に抵抗を伴う
・本当に親がそう思っているか
・保育実践がニーズをつくる（長くやってい
ることがニーズになる）
・園の保育理念を親に発信すること＝教育
→信念をもって伝えること！
・本当の気持ちはどこにあるかを考える
→出発点

４．教師も主体的になろう
・子どもに主体性を育てるためには、教師も
主体的な判断と行動をとる
・子どもにダメなことは保育者もダメ
・子どもに育てたいことを保育者も育てる
・子どもに対する気持ちを自分ももつ



－ 109 －

夏期宿泊研修会

第 42回　夏期宿泊研修会
第１分科会
月　日　平成 25年 8月 28日（水）
場　所　大磯プリンスホテル
講　師　平山　許江先生（文京学院大学教授）
テーマ：『日々の保育実践の点検』
� －子どもとともに楽しい保育を創る－
俯瞰図番号　E5－Ⅱ

１．保育を見直す
・子どもの面倒をみる。
　　　　↓
　危険のないように注意をしてみる。
　（みたい気持ち、みようとしないみること
ができない）
＊みえる［漢字の意味、使い分け］
　見：足で動いてみる
　視：（止）じっと視線を動かさずみる
　診：沢山の情報を集め判断（医師のように）

２．保育を診る
・様々な立場から診る。自分からの見え方。
①子どもに合わせた見方を知り目線に立
つ。
　３歳児：踵をつけて座る
　５歳児：座ったまま背筋を伸ばす
②保育の中で情報を重ねて把握する。
③１つの情報から考える。
④自分だけの保育観だけで見ず、違う見方
も考えてみる。
＊１人ずつ行動を思い出すと思い出せない
子どもがいる。次はその子どもに注目し、
これを繰り返すことも大事。
＊園で預かった時点で子どもの命は園の全
責任になる。

★保育の原点は 1人１人を丁寧に見ること。

バズセッション（12グループ）
テーマ１
・椅子取りゲームで最後まで残る子どもと最
初に負けてしまう子ども対する保育者の感
情と対応は？

☆新ルール
・チャンピオンをつくらない。
・座れない子どもは友だちの膝に座る。
＊今度は座らせてあげたい気持ち。

テーマ２
・今日の出来事や相談事疑問を先生達とどの
ように話し合っているか？
☆主任や先輩の先生方に相談し過去の事例な
ど聞いたりアドバイスをもらったりする→
良い方向へ変えていく。

テーマ３
・リレー、プールなど個人差のある活動をな
ぜ一斉に行うのか？
☆本気に楽しめるのは小学３年生以上だが幼
稚園は形だけ真似て面白さを味わう盛り上
がり年齢の高い活動のため、子どもの実態
に合わせた教え方を考える。

テーマ４
・３歳児の製作　６月に行う「あじさい」「す
いか」をどう思うか？
☆６月にまだ見たり食べたりしていない子ど
ももいるため、経験していないことは特に
導入をしっかり行う。

◎やらなくてはいけないと決めつけた活動は保
育とは言えない。過去にとらわれず各行事ご
とに園全体で話し合い、決定していくことが
必要である。
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第 42回　夏期宿泊研修会
第２分科会
月　日� 平成 25年 8月 28日（水）
場　所� 大磯プリンスホテル
講　師� 上原　文先生
�（社会福祉研究所副所長・教育福祉研究室室長）
テーマ：�「子どもと家庭をめぐる今日的課題と�
� 具体的支援」
俯瞰図番号　D3－Ⅱ　F3－Ⅱ

◎子ども達をめぐる今日的状況
落ち着きのない子ども、気になる子どもの増
加・検診時におけるフォロー児に増加
　↓
考えられる二つの側面
・子育てにおける諸問題・・・愛情不足の状
態を呈する子どもの増加
・発達障がいの疑いのある子どもの増加

◎就学前（幼稚園）の重要な役割
・愛情不足の子どもの増加に対しても
・発達障がいのすそ野にいる子どもに対して
も
　　　↓
＊安定できる保育の提供
スケジュールのバランス・わかりやすい保育
保育者の技術
＊保護者に伝えるべきこと
子どもの心の発達を伝える

●愛情不足の子どもについて
愛情不足の子どもは、親に受容されていない
⇒望まれた形で愛されていない。
受容とは、子どもの望むことをしてあげる
☆受容の大切さ・・・子どもが「お母さんが～
してくれた」と思うことをしていく。
子どもは、自分の言うことを聞いてくれた人
の言うことは聞くようになる。
☆心の発達で重要なところ
自我の安定（０～２歳）はどうやって得られ

るか？
⇒母親に「ありのままの状態で、それでいい
よ」と受け入れられること。

☆心の発達がうまくいかなかった場合
・内側に出でくる場合⇒心身症
　指しゃぶり・爪かみ・チック・おもらし・
夜尿・体の痛みなど。
・外側に出てくる場合⇒非行
　万引き・薬物・暴走・いじめ・家庭内暴力等。

●発達障がいのすそ野にいると思われる子ども

意味理解の障害・イメージの障害ともいえる

総合的に考える
意味を考える
イメージする
意欲（やる気）

推測（人の気持ち、ものごとの背景など）
喜び悲しみ

そのほかに･･ここが重要

⇒ここにハンディを持っている子どもが増え
ている

加えて
この子たちが内部に抱えている諸問題

１．感覚入力の問題（出力もだが）
２．刺激の選択がうまくいかない
３．�脳の中のネットワークがうまくいっ
ていない。

その他
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◎園内での対応（どの子にとってもわかりやす
い保育の提供）
①物理的整理（環境）
②視覚的整理
③時間的整理
④聴覚的整理
＊やさしく短く結論から
＊手を添える
＊声のボリュームを落とす、スピード、トー
ンに気をつける
＊抽象的な言葉は使わない
＊叱る・おどす、はしない

◎園生活のなかで取り入れられること
・協応動作の場面の提供（生活習慣など）
・意識動作の練習（運動面など）

●保護者支援の具体的形を考える
◎親に伝えるべきこと（全ての子どもの親に）
・心の発達：受容の大切さ
⇒その具体的な内容・日常的な工夫を伝え
る

・生活リズムの大切さ
⇒園長・副園長・主任が子育ての基本を伝
えること

◎特に発達障がいが疑われる子の親に対しての
伝え方⇒大前提として、障がいの理解と対応
の基本を保育者が知っていること
①すぐ伝えるというのではなく
②具体的対応方法を確認してから
③「障がい受容」についての考え方
④支援についての基本的視点
⑤早期から 18歳以降の生活へ
→社会的に身についてほしくないことは初
めに取り去ること

・生活をするためのポイント
　１、生活のリズムが安定している
　２、身辺のことがある程度自分でできる
　３、問題行動がない
　４、余暇が過ごせる

⑥生活の要素への取り組み
⑦支援プロセスを意識する

－参考文献－
・あなたのクラスの気になるあの子
・「気になる子」にどう対応すればいい？
・ほんとうの家族支援とは
� 以上　上原　文著
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第42回　夏期宿泊研修会
第３分科会
月　日	 平成 25 年 8月 28 日（水）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 平田　智久先生
	 （十文字学園女子大学人間生活学部
	 児童幼児教育学科教授）
テーマ：		『保育の中の表現を問い直す』
俯瞰図番号　E6－Ⅰ　Ⅱ

はじめに
画用紙を１枚持って集合する。
　　　　　　↓
「造形とは何か」を作らせるイメージが抜けな
い（保育者も保護者も）、しかし「造形とは何か」
を作らせるものではないことをこの講習で知っ
てほしい。
心はいろいろな動きをする、子どもも大人も関
係なく心は動いている。心を表に出さないと安
定しない。隣と顔を合わせた時、笑顔を表す
ことは摩擦を起こさないための表現として “笑
顔 ”で向き合おうと心が動くからである。
１、１枚の紙（画用紙）にイライラした気持ち

をぶつける
①手始めに見えない紙で表現する
②紙を破く。
③破いた紙を並べる　→　周りを見合う
・きれいな切り方・くしゃくしゃな切り方な
どで心のイライラ・ストレスを感じるかを
見る。
・�人の気持ちを分かることが“造形”である。
けっして上手く作ることが造形ではない。
④並べ方を見合う
・きれいに並べる人、とりあえず置いてある
人、ただ並べてある人、重ならないように
並べてある人‥等、色々な表現の中から心
の安定感を感じる。

２、２枚目の画用紙
①紙目
　まっすぐに破れる方向

　紙目はどの紙にもある
　紙目の見つけ方　→　軽く丸めて反発する
かを見つけることでわかる
　紙目の方向で引っ張っても破けない
②２人組になってジャンケンをする
・紙目を見つけ引っ張り合う（紙目は縦）
・紙目を見つけ引っ張り合う（紙目は横）
・新聞紙はもっとも？強く、もっとも？弱い
③紙が破けた人はどんな顔をしていたかを真
似てみる　→　大人も子どもも破けた瞬間
に心がホッとして笑う
④破いたり、壊したりすることは大切であ
る。壊して良い、汚して良いということが
わかって始めることが良い保育､ 心の緊張
をほぐすのである。

３、紙目を横にし、切れ目を入れて二人でゆっ
くり引っ張る

４、破いた紙の中から１番・２番の大きな切れ
端を探す
　↓
２枚をどうやって付けると面白いかを考える
　↓
２枚をステープラで付ける
　↓
自由に付ける（例、目・鼻・耳など）
単色の場合は周囲と取り換える

５、４で作ったものを使って隣と挨拶をする
　↓
作ったものを持って移動する
作ったもので新しく出会ったものに自己紹
介する
　↓
相手を交代し、また移動する
ものを作ることは別な表現をたくさん引き
出せる。子どもたちも慣れることでもっと
表現する力が出てくる。

切れ目

引っ張る
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６、４で作ったものを持って５人組になる
→　集まった５個のキャラクターでお話し
作りをする（内容３分以内）
→　10分で練習、９組の上演をする
　　注意事項
　　・上演中は自分かちの事はしない
　　・反応する
　　・きちんと認める言葉・態度をとる
１つの造形からいろいろな表現活動が生ま
れる。

７、八つ切り画用紙１枚を持ち寄る
①１で破いた紙を八つ切り画用紙に立たせる。
　立たせる方法は自由。
　面接着　→　面と面を合わせる
　線接着　→　面と線を合わせる
②ボンドタッチで接着させる
８、画用紙をはがきサイズに切る。
①アバウトで可である。きれいに揃える必要
はない。
　同じような形になればよいのである。
② 10～ 2O個の円柱を作る。
③立体の元は円柱形からできている。
④切り方でいろいろな形に出会える。
　いろいろな形を作ろう！

　最初から作るのではなく偶然の出会いが大
切である。空き箱製作で箱をつなげる時は、
箱の原型のままで切ることをしない。切るこ
とで新しい形の出会いがある。切ることで組
み合わせが変わり、組み合わせ方を変えるこ
とでイメージが広がるのである。

９、興味関心
①感覚器官　→　感触・視覚・匂いなど
②行動　→　つぶす・丸める・並べるなど
③「○○を作りたい」「欲しい」
　→　はっきりとした意思を持っている
10、感じて、考えて、行動するとは？
・年齢によって違う
・性別によって違う
・興味関心によって違う
・経験の有無によって違う
・体調、心持ちによって違う
　　　　　↓
　「だから、１人１人違っていい」
　その子らしさを見つけるのは保育者である。
11、表と現　（あらわすとあらわれる）
・意思　→　聞く耳を持つ
・内的な変化（無意識）　→� 感じ取る
　　　　　　　　　　　　　� 読み取る
　子どもとコミュニケーションをとることが
保育者の仕事である。10人いれば 10 通りの
言葉（認める言葉）が言えなければならない。

　認める言葉を広げよう！
　認める言葉を多くしよう！

折ると
封筒になる

2カ所折ると
立方体になる

カットすると
２ケになる
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第42回　夏期宿泊研修会
第４分科会
月　日	 平成 25 年 8月 28 日（水）
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：	「自然をとりいれたあそびを体験し
	 自然のあそび方を身につけよう」
俯瞰図番号　E4－Ⅰ

１　自己紹介
○名前、園名、園にある自然で好きなもの、
好きなアウトドアレクリエーションを書い
た名刺を持ってまわる。

２　広場にて
○自分の体で自然を感じる。
　【太陽】あそび集　P6
２人１組になり、１人が目隠しをして日な
たを歩き、日かげに入ったら合図する。
　【風】　あそび集　P7
目をつぶって風がどちらから吹いているか
感じる。
　【音】　あそび集　P9
日をつぶってセミの声を聞く（何種類いるか）
※セミが鳴くのは求愛行動である。
○風をとらえる。
　葉を１枚拾ってみんなで飛ばす。
※子孫を増やしていく方法はいろいろある。
（あそび集 P37）イロハモミジはプロペラ
のように飛んで種を飛ばす。マツボックリ
は風を使って分身を飛ばす。ドングリは転
がってほかの動物が食べたり、リスなどが
隠して芽を出す。
○言葉と自然を結びつける
　ちくちくするものを探す
　木の枝、葉、セミのぬけがらなど
　ふわふわするものを探す
　コケ、土など
※何を探してきてもその人がそう思ったもの
だから大事にする。

○木になる。
・�背中を合わせて座り、同時に立ち上がる。
・１人は相手を信じて倒れる。もう１人は支
える。

※このあそびは広場にあった木を見て思いつ
いたもの。素材を見てあそびを応用できな
いか考えることが大事である。
○木を当てる。
２人組で１人は目隠しをし、どこかの木ま
で連れていって触り戻ってくる。目隠しを
はずしどの木か当てる。手の感触と太さ、
枝が分かれているところを覚える。
※「見えない」ということは８割の情報がな
いので不安になる。木のゴツゴツ感で判断
するかと思われたが、先生たちは歩くルー
トで判断していた。目を隠していると、地
面の少しの段差も感じる。
○紙皿に自然のものをつかって料理をつくる。
自然の色、形を知るいいきっかけになる。
自然の素材は見方をかるといろいろなもの
に見えてくる。タイトルをつけてもおもし
ろい。
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○葉を探す。
虫が食べたりして模様などができているも
の。
コメントを書く。

３　まとめ
　今日のあそびはあそび集にも出ている。その
なかで、点線で囲ったところを見てほしい。そ
のあそびを通して自然はこうだと伝えることが
できる。
キーワード　１
【あそびのつくりかたの手順】
１　自然の素材をみつける。
　園庭をよく見ていますか？自然は動植物だ
けでなく太陽や風、葉、石、土など身近な自
然の存在に気づくこと、意識することが大事。
２　自然のおもしろさを抑える。
　自然のすがた（色・形・におい性質など）
を見たまま、触れたままのすがたを触るあそ
びなどを通して子どもたちと楽しもう。
３　自然のあそび方を決める。
　あそび方は、あそび集型（集める、くらべ
るなど）・自然物あそび型・もりようあそび型・
室内型・表現型などいろいろある。
自然あそび＝自然の素材 ×自然のおもしろ
さ×あそび方
※もりようあそび型・・・自然豊かなところ
で遊ぶ自主保育。時間と場所だけ決めてお
こなう
キーワード　２
【自然で育つ】
　子どもの興味関心や意欲、いたわり、愛情、
協調性など個々の育ちである。

【自然を知る】
　自然の大きさ、美しさ、不思議さ、季節の
変化など自然のすがたである。
キーワード　３
・自然ときちんと関係をもつこと。
・繰り返すこと、豊かに触れること。
（同じあそびを季節をかえておこなうと季
節の違いと子どもたちの成長がわかる）
・自分の自然度を高めること。
（先生が楽しいと思っておこない、子ども
たちに「楽しい」を伝える）
・子どもにも大人にも必要な自然体験
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第42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 25 年 8月 28 日（水）
場　所	 大磯プリンスホテル　
講　師	 久保山　茂樹先生
	 （国立特別支援教育総合研究所
	 企画部主任研究員）
テーマ：	『幼稚園における特別支援、特別支援	
　	 計画』－専門機関・家庭との連携と
	 保育計画－
俯瞰図番号　D3－ⅡⅢ

〔質問その１〕
クラスにいる「気になる子」を１人、思い浮か
べてください。
「その子はどんな子どもですか？」と聞かれた
ら、どう答えますか？書いてみてください。
� →ディスカッション
○○さんは、保育者の事をどう思っているで
しょうか？

自分が○○さんにとって
　　コミュニケーションする
　　　　価値のある人間かどうか
　　　　　　考えたことがありますか？

� 菅原廣一先生の
� 教えから　　　

つながることのむずかしさ、大切さ・・・
　　　　　一緒に考えてみませんか？

１．特別支援教育は「つながる」教育
　　気になる子どもの周囲の人々の悩み

保育者も
　・私が担任でなければ、うまくいってい
るのかも
　・指導力不足と言われたくない
　・あの子だけ特別なことをしていいの？

保護者も
・私の育て方の問題かもしれない、親失格
だ
・私の育て方のせいにされたくない
・うちの子だけ特別なことをされるのはい
や

私か何とかしなくては・‥という強い責任
感､ 誰にも相談できない、ＳＯＳが出せな
い・・・

子どもが困っている
　あの子がいるから、私は困る、悩む
　　　　　　　　↓
でも・・・
・あの子はどう思っているんだろう
・あの子の困った行動には、きっと理由がある
・実は、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？

自己肯定感が高まらないつらさ
・こんなに頑張っているのに、頑張るだけじゃ
うまくいかない！
・こんなによいところがあるのに、どうして、
ほめてもらえないの？

・SOSがうまく出せない
・よさが見えにくくなってしまう
→自分が好きになれない
　　　　＝　自己肯定感が高まらない

クラスには多様な子どもがいる
例）・発達障害のある子ども
　　・外国にルーツがある子ども
　　・家庭が不安定な子ども　など
今までの保育でも、８～９割の子どもは大丈夫
かもしれない。しかし・・・

↓
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１人１人を大切にする保育の充実
＋

� 教育的ニーズに応じる特別支援教育の考え方

保育者として大切にしてきたことを深めつつ
発達障害のある子どもへの対応を加えていく
→発達障害があるかもしれない子ども
→保育をどう見直したらよいか考えるヒント
をくれる
・困っていることの表現が派手で目立つ子ども
・目立たないけれど、とても困っている子ども

保育者も保護者も 1人ではない！
→ヨコのつながり
　1人の子どもをみんなで見守り育む！
・SOSも知恵も自由に出せる雰囲気を園内に
・園を開いて、専門機関とつながる
→タテのつながり
　ここまで育てました。これからよろしく！
・「親子の歴史」を尊重して引き継ぐ
・自分かちの園のワザ、エピソードを小学校に
伝える

みんなでつながって考えよう！
・子どものこと、保護者のこと、保育者のこと

２．子どもへのまなざしを
　　　　　　変えてみませんか？
☆お座りがむずかしいＡちゃん→訓練？
　…ブランコに乗りたい！海で遊びたい！
→どうすればできるかを周囲が考え、環境を
準備したことでできた！

☆お話がむずかしいＢちゃん→訓練？
　… ｢あっぱー�！｣ と身振りだけで堂 と々表現！
　たった１語でも、しっかり ｢お姫様気分｣

　うまくいった！楽しかった！
　　　　　　　� →明日への意欲の源！

　今のあなたはすてきだよ！大好きだよ！

「気になること」ばかり気にしていると、「気
になること」に隠れてしまっているよさ、
得意分野、ともに楽しめそうなこと、その
子が役立つことを見つける、楽しむといっ
たことを忘れがちになってしまう。

●子ども達は・・・
・評価されるために登園しているのか？
・できないことをできるようにするためにだ
け生きているのか？
・訓練するために生まれてきたのか？

特殊教育から、特別支援教育へ
・障がい名で子どもを見るのではなく、その
子の教育的ニーズに目を向ける
・教育的ニーズ＝こういう支援があるといい
な
・教育的ニーズはどの子どもにもある
・保育者・教師としての幅をどこまで広げる
ことができるか？
・子どもへの関わりを変える
・物理的な環境を変える、整える

特殊教育の頃の考え方は障がいの有無を基本と
していた

↓
発達障害の登場による保育者の混乱・悩み

↓
障がいの有無ではなく、教育的ニーズで考える
特別支援教育の考え方
→特別な教育的ニーズへの支援は診断がなく
てもできる

言葉の使い方
①障がい児　
②障がいを持つ子ども
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③障がいのある子ども
④特別な教育的二－ズのある子ども
⑤○○な子ども
　　　　　　　　　↓
　子どもを表す言葉を豊かに！
　その子や関わり手の思いが伝わる表現を！
例）話し言葉の数は多い（子ども）のに、

通じ合えていない気がする（保育者）Ａ君
●ADHDの子ども↓
　　元気で活発な /活動的なお子さん
●自閉症の子ども↓
　　集中力があるお子さん
●障害児↓
　　ひと手間かけてあげたいお子さん

３．気になる子どもの視点で保育を見直す
　幼稚園・保育所が持つゆるやかさを活かす

1人 1人の子どもの「これなら大丈夫」を「こ
れでも大丈夫！」へと導く

●時間の区切りのあるゆるやかさ
●空間の区切りのあるゆるやかさ
●人（保育者）との関係のゆるやかさ
●カリキュラムのゆるやかさ

まわりが変わることでうまくいくための環境を
探ること

発想の転換
　｢どうして○○できない！｣ から
　　　｢○○できるのはなぜだろう？へ｣

例）どうして集中できない！という発想から
は、子どもを責めることしか考えられない
→集中できるのはなぜ？と考えれば、どう
したらよいか具体的な手立てを想定できる
知恵が出し合える。

発達障害という「考え方」で工夫を！
→視力は正常…しかし
・見えにくいかも
・違う場所を見ているかも
→聴力は正常…しかし
・聞きにくいかも
・音声だけでは理解できないかも
→知的発達は年齢相応…しかし
・刺激に敏感かも
・状況が変わると困るかも

「○○かもしれない」と想像して試してみる
保育者・教師としての経験・ワザが活用できる
・落ち着きのない時はどうする？
・話し言葉ではわかってもらえない時は？
・マイペースな時は？

｢やりっぱなしの支援｣ は逆効果かも？
●視覚的な情報を減らしていく
・床に座る位置を白テープで示す（４・５月）
→茶芭のテープで（地味に）示す（６月）
→座る位置がわかってきたらはがす（７月）
●視覚的な情報を増やしていく
・ゆるやかな時間の区切りで過ごす（春）
→活動に切れ目があることを知る（夏）
→幼児自身で見通しを持って行動する（時計
を意識して確認する）（秋）

気になる子の視点で見直そう作戦！！

（作戦例　その１）
　子どもに伝わる「言葉」を使おう

◆音声の言葉【音・音声で通じ合う】
　→泣き声、叫び声　喃語　→音声言語
◆視覚の言葉【見ることで通じ合う】
　→実物　写真　絵　→文字
　　　（適切に使うと有効）
◆動作の言葉（体の表現で通じ合う）
　→触れる　揺さぶる　表情　身体表現
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　　（コミュニケーションの基礎）

コミュニケーションの基礎づくり
●表現し、表現を受けとめる体作り
・ただ遊んでいるだけ？もっと専門的に？
　ＮＯ！身体や感覚を使ったあそびが
　　　　　　　　　　　　　　＝表現の基本
●気持ちに名前をつける
・こころを言葉に乗せる
・そーっと／やさしく／思いっきり！・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　は体から
●大人が豊かなコミュニケーションの姿を示す
・コミュニケーションをすることは、ドキド
キ！でもこわくない、楽しいことだという
ことを示す

（作戦例　その２）
　わかりやすい予告で見通しを持ってもらおう

◆見通しがあると安心！
◆一日の流れを掲示
　　　　　　→混乱しても、見えれば安心
◆時計を意識する（読めなくても長針で）
◆プログラムに印をつけていく
　　　　　　→入園式、運動会、音楽会…
◆全体への声かけ　＋　個別のひと声

（作戦例　その３）
　「居場所」をつくろう

基本の居場所はもちろんクラス
しかし・・・
例）・�「あの場所が落ち着く」
　　・�「まず、これをしてから」
　　・�「あの先生のそばが落ち着く」
　　　�を認めることが必要な子どももいる。
　　　�→園内の連携が不可欠
　　　　　　　　　↓
少なくとも１日１回は、クラスの大切な一人
という「時間」や「言葉かけ」を！

（作戦例　その４）
　活動内容をわかりやすくしよう

・机上に出すもの、今すべきことを明確にする
・「見る」「居る」も立派な参加という見方も
　　　　　　　　　↓
　その子が流れに乗ってきた時がチャンス

（作戦例　その５）
　子どもが安心できる関係性をつくろう

●できない自分もさらけ出せる、SOSが出せる
●［できる－できない］「○－×」ではない
　　子どもへのまなざし・言葉かけ
　　いいなぁ！好きだなぁ！面白いなぁ！
●いま持っている力で何かできるだろうか？何
か楽しめるだろうか？
●比べる相手は、他児ではなく以前の本児

好きなこと、得意なこと・・・必ずある
　支援の必要なお子さんにも、大人にも
●あの子の好きなこと・得意なことで関わる・・・
大事！
●保育者の好きなこと・得意なことで、徹底的
に遊びこむ・・・もっと大事！
●子どもは、目を輝かせて遊ぶ大人が大好き！

　大人は将来のことが気になるが、子ども達は
「今　ここ」を懸命に生きる
　→どの子にも忘れないでいたい

・今持っている力で何かできるだろうか？
・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」にすること
・そして、だれかの役に立つこと！

　子ども達に伝えたい
　　　　　　それでいいよ　だいじょうぶ

自己肯定感
自分を大切に思う心
　　そして、他者も大切にできる子ども
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　○○君／さん用の作戦の蓄積
　　苦手なこともある、しかし
　　　　こういう工夫があれば大丈夫！

　基本的信頼感・受けとめてもらえた
　達成感・成就感・ここまではやったぞ！

　 　
園全体の落ち着き・笑顔

　　　　　　　↑
どの子も過ごしやすい環境

　　　　　　　↑
支援の必要な子が過ごしやすい環境
気になる子どもの視点
＝子どもが困っているという視点で見直して
みる

　→すべてが特別なことではない

幼稚園であることの強みを活かす
（幼稚園教諭への期待）
●「障がい専門家」ではないが、「保育者」と
しての経験は豊富にある
●子どもの良さ、得意分野に着目できる
●「うーん、そうきたか！じゃあ今度は‥･」
　→うまくいかなくても、次があるさ！
●まわりの子どもの力を借りられる

【各園の事例を基に
� グループによるケース会議】（１時間）
【発表・まとめ】（40分）
３．保護者とのつながり、
　　　　　　　　　　支援し協働するために
●育児の合言葉は「頑張れ！」ではなく、
　「それでいいよ　大丈夫」

〈アンケートデータより〉
「保護者対応のむずかしさを常日頃感じてい
ますか？」
・大いに感じる・少し感じる（内訳）
　　幼稚園・･�・� 92％�（42％ /50％）
　　小学校・・･� 95％�（43％ /52％）
　　中学校・・・� 84％�（36％ /48％）
　　養護学校・･・�80％�（20％ /60％）
　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　なぜ低いのか？
　　� 送迎時に保護者と話をする
　　� 時間が十分に取れている。�
→保護者とのコミュニケーションの重要性
「連携がうまくいっていない」と感じている
割合　　　　　42％
　　保護者↔保育・教育関係者
　　　　　　　16％
→このギャップを埋めていくためには？

　「○○ちゃんママ」として出会うのか、
　子どもとは別の一人の女性として出会うのか
　・［お母さん］
　・「○○ちゃんのお母さん」
　＝子どもと「セット」の扱い
　＝「障がいある子の母親」
　・「くぼやまさん」
　・「さちこさん」
　＝子どもとは別の存在
　＝１人の人間として

保護者の思いへの想像力を高めよう
●保育者が伝えたい…子どもの困った状態
・私（保育者）がこんなに「困っている」
●保護者が伝えたい‥･自分の思い（本音）
･私（親）だってこんなに困っている「現状」
・これまでこんなに頑張ってきた「歴史」

　わかりあうためには　想像力　が必要

バランスが
大切
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　話を【聴くこと】、想像力の【引き出し】

【健診での実例紹介】

なぜ子育て支援が必要なのか
・母子１対１（密室育児）
・相談相手がいない
・本音が言えない・弱みを見せられない
・育児の評価が私の評価
・育児の責任はすべて私、という思い込み

　⇅　→ 孤独感、不全感・・・
・マニュアルや情報の氾濫

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、しっかりと
聞くということ
・育児の責任を（母親）１人に押しつけない
・孤独感・不全感を取りのぞく。
　　　　　　　　今できていることの確認
・子どもから離れることも大切

障がいのあるお子さんや保護者と、専門家との
出会いの場面
１．妊娠中・周産期・新生児期
　→肢体不自由、感覚障害、重度・重複障害
２．１歳半健診（１歳台後半）
　→自閉症、知的障害
３．幼稚園入園後（３歳後半～）
　→発達障害

生後すぐに障がいが分かるお子さん
●妊娠中
　・超音波検査　・母体血清マーカー検査
　・羊水検査　　・早産　　など
●周産期、新生児期
　・分娩時の問題（脳症、脳性まひ　など）
　・染色体の異常　・口唇裂口蓋裂
　・先天性代謝異常
　・新生児聴覚スクリーニング　　など
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第 42回　夏期宿泊研修会
全体会
月　日　平成 25年 8月 29日（木）
場　所　大磯プリンスホテル
講　師　藤本　ともひこ先生（絵本作家）
テーマ：「えほん　ときどき　あそびうた」
俯瞰図番号　E5－Ⅰ、E6－Ⅰ

〈手あそび〉
♪くらげ
・近くのお友だちと触れ合えるあそび歌。

♪ねこ　ときどき　ライオン
・音楽に合わせて楽しむ。
　（１人１人のイメージが違う。
　子どもと大人とでも違う価値観。
　あそびを通して近づいたら良いのではない
か）

♪のってけちょんまげ
・音楽に合わせて体を動かす。

♪いっぽんばし
・ギター、Ｃ、Ｇコードのみで弾ける。
　バリエーションを多く持ち、楽しめると良
い。

♪カエルがゲコゲコ
♪ねーねーねー
・横一列に並び、隣のお友だちと行える。
　触れ合いあそび。
　（少しの時間でも、子ども達と楽しんで笑
顔になれますように。）

〈歌〉
♪そらまめのうた
・言葉あそびが楽しい１曲。
♪いちについて
・発表会でも歌える１曲。
　前向きになれる曲。

〈絵本〉
「いただきバス」
「いもほりバス」
「ねこ　ときどき　ライオン」
「ばけばけ　はっぱ」
・読み聞かせの基本はあるが、目の前にいる
子ども達がどうしたら楽しんでくれるかを
第一に考え、読み聞かせができたら楽しい
のではないか。
・絵も読んでほしい。
　裏表紙まで楽しめるよう作られているもの
もある。

〈新聞紙あそび〉
・ＣＤに合わせて、踊りながら破く。
◎皆で遊ぶ
①新聞紙を半分に切り、大きな円になる。
②２～３㎝の幅で、破く。
③丸くし、真ん中をねじって止める。
④上から落とすと、ヒラヒラ落ちる。

○自分の前に新聞紙の山を作り、風を送りこ
むことで、新聞紙を散らす。
　（保育者も、子ども達と全身で遊ぼう！）

〈まとめ〉
・保育者という仕事は、困ること、息詰まる
ことが多いけれど、全部を自分で行おうと
しない。仲間に頼る、チームワークが大切。
・絵本は、子どもの笑顔の為に！
　言葉を選んだり、絵も分かりやすく描かれ
たりしている。
　皆を喜ばせる、皆を笑わせる…
　笑顔が１つでも多く増えてほしいと願って
いる。


