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継続研究会

統合保育研究会
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 21日（水）
｢統合保育の意味｣
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－Ⅰ 37

２ ６月 18日（水） ｢行事に参加するための配慮｣ D2－Ⅱ
E6－Ⅰ 35

３ ９月 17日（水） ｢保護者との連携｣ D3－Ⅱ
F1－Ⅰ 35

４ 10月15日（水） ｢他児との関わりから見た対象児の変化｣ D1－Ⅱ
E4－Ⅱ 37

５ 11月19日（水）「今までの取り組みを振り返る（成果と課題）｣ D3－Ⅲ
E8－Ⅰ 37

◆研究指定園（20園） 
江 川 幼 稚 園
サ ク ラ ノ 幼 稚 園
川崎めぐみ幼稚園
初 山 幼 稚 園
生田ひまわり幼稚園

川崎ふたば幼稚園
宮 内 幼 稚 園
津 田 山 幼 稚 園
さ ぎ ぬ ま 幼 稚 園
柿 の 実 幼 稚 園

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

ゆ り か ご 幼 稚 園
若 竹 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 青 葉 幼 稚 園
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第1回 統合保育研究会
月　日 平成 26年５月 21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）
テーマ : 1人ひとりの子どもの育ちを支援するために
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

◎川崎市の療育センター（4か所）
南部・中部・西部・北部地域療育センター
　　　　↓
発達につまずき・遅れがある子どもが、専門
家のもとで年齢にそった必要なスキルを身に
つける場所である。

◎発達障害者支援法の施行
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群
その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠
陥多動性障害、その他これに類する脳機能の
障がいであってその症状が通常低年齢におい
て発症するものとして政令で定めるものをい
う。（平成 17年）
・ 脳機能の障がい＝医師の診断が必要であ
る。

・平成 25年４月　診断名の改正
自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達
障害を「自閉症スペクトラム」とする

◎文部科学省からの報告
・通常学級に在籍する発達障がいが疑われ特別
支援を必要とする児童・生徒数は
平成 14年　在籍 40人のうち 6.3％

　　　　　↓
平成 24年　在籍 35人のうち 6.5％

◎幼稚園に求められること
気になる子どもたち、要支援児の発見、すべ
ての子どもたちを支援するために

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　特別コーディネーターの配置

◎統合保育の必要性
・特別な支援を必要とする子どもたちが幼稚
園や保育園に在籍している現状

・早期に気になる子どもたちを発見して支援
する

→予防的介入（思春期になって大きな問題に
ならないように）

→虐待防止にも有効
　　　　　　　↓
将来、気になる行動が大きく、強く、頻繁に
起こらないようにする⇒虐待防止にも有効
＊虐待をされた場合はもちろんだが、見ただ
けでも脳に悪い影響がある。

◎子どもたちを支援するために保育者が心がけ
ること
①子どもたちの持つ発達特性（生まれ持った
強い特徴）を知る。

②発達特性にそって肯定的な対応策を立て、
実行し、検証する。

③上記を保護者と共有する。

◎対象児の発達特性を知る
・定型発達児の育ちを基本として行動観察す
るとわかりやすい
例： 同年齢の子ども達とくらべると落ち着

きがない⇒ 「なんで落ち着きがないの
か？」を考えることが大切
である

　　　　　　　　　↓
　　　　　　発達特性を考えること

・会話がかみ合わない
・ できることと、できないことの差が大
きいなど。
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◎気になる子どもたちの行動の捉え方
・発達特性は生来的なもの
・保護者のしつけ、対象児の家庭環境が原因
ではない⇒言って聞かせるのは、うまくい
かない

・身につけて欲しいことをスモールステップ
に分けて繰り返し教える

　　　　　↓
　肯定的に対応していく
・ 言葉だけで理解させ、行動させようとする
のは効果はない

◎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
・ 自閉症・広汎性発達障害と診断がついてい
る。

・こだわりがある。（靴下を脱ぐ）
・ あちこちに興味がいき多動で座っていられ
ない。

・言葉で発することができない。
・保護者が対象児の特性を理解している。
　→協力的である。

☆Ｂグループ
・新しい環境に戸惑い今までできていたこと
ができなくなる。

・友達との関わりが上手くいかない。
・ 文字に興味があり、絵カードで伝えている。

☆Ｃグループ
・手が出るため、周りとのコミュニケーショ
ンが上手くいかない。

・オウム返し、言葉でのコミュニケーション

がとれない。
・身体のバランスが悪いので転びやすい。
・ こだわりが強い。（白いご飯がいやだと言い、
部屋を飛び出す）

☆Ｄグループ
・落ち着きがなく、理解力も低い。
・感情のコントロールができないため、いや
なことがあるとすぐ怒る。

・言葉の表出がない。
・切りかえが悪いため、次の活動への移行が
スムーズにいかない。

☆Ｅグループ
・思い通りにいかないとパニックになり部屋
から出て行く。

・興味があることに対しての記憶はすごくい
い。

・言葉が不明瞭である。
・部屋に入室することを拒むため、おもちゃ
を使って室内に入るようにする。

☆Ｆグループ
・診断名なし
・興味のない場面では離席する。
・落ち着きがない・脱走する。
・言葉の表出がなく、家でも話さない。
・友だちとの関わりを求めるが、一方的であ
る。

・保護者が子どもの特性を理解していないた
め連携をとるのがむずかしい。

―参考文献―
・子どもの発達にあわせて教える
　　小倉尚子・一松麻美子・武藤英夫（監修）
　　発達協会　2013
・うちの子、なんでできないの？
　　小笠原　恵　文芸春秋　2011

スモールステップの教え方
ゴールまでを小さな段階に分けて、一つずつ
教える方法

ゴール ゴール

１
１

２ ３
４

５

２
３

４
５



－ 30 －

継続研究会

第2回 統合保育研究会
月　日 平成 26年６月 18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４歳児　診断名なし　落ち着きなし―
○クラスでの様子
・登園後、支度が終わらないうちに部屋から出
てしまう。

＊質問→支度よりも遊びたい気持ちが強いの
で、ひと通りのことが済んだら部屋に戻り支
度を行う。

 部屋に戻そうとすると、逃げたり、いやがっ
たりするので、部屋に戻ってくるまで待つよ
うにしているがよいのか。

＊考えること
・対象児の発達特性を学ぶ＝行動観察をする
 （統合保育へのとびら　P4自閉症）
・対象児が支度をして何をすればいいかの方法
が、わかるように部屋の中がなっているか？

・朝の支度時間に保育者はどこにいるか？
　保育者はどのように動けばいいのか？
・対象児にどうしたら朝の支度できるようにさ
せてあげられるか？

　　　　↓
＊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。

◎事例検討２　おたずね FAXより
―対象児４歳児　 診断名なし　初めてや慣れな

い環境に参加することが苦手―
○クラスでの様子
・入室するまで外で過ごす時間が長い。
補助の保育者に見てもらうが、そろそろ部屋
へ入る習慣が身について欲しい。

＊質問→スモールステップを考えると、入室ま
での時間を少しずつ減らしていくしか方法は
ないのか？

　　　　　　↓
＊ストラテジーシートを使用して会場からの意
見を取り入れて整理する。

◎事例検討３　おたずね FAXより
―対象児５歳児　自閉症―
○クラスでの様子
・相手を押したり、叩いてしまうことが多々あ

ストラテジーシート：状況を整理して問題解決するツール

朝、登園し部屋にかばんを置く

Ａ：事前（～の時）②

支度にとりかからない

Ｂ：行動（～したら）①

部屋から出て行ってしまう

Ｃ：事後（～になった）③

・ 対象児が登園したら Tと一緒に
支度をする

・ 少しずつCのやる部分を増やす

・ 支度の手順を写真に撮り、それ
を見せながら支度をする

・ 一度にたくさんの支度をするこ
とは対象児が覚えられないの
で、手順を簡単にする

・ 集中できるように、部屋の隅に
コーナーをつくって支度する

事前の対応の工夫⑤

支度をしてから、部屋から
出る

望ましい行動④

先生がたくさん褒める

ほめ方・楽しみな活動⑥

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!

何が原因でCが支度せずに、
遊びに行ってしまったのか
振り返る。翌日はその点を
注意して対応すること。

起こってしまったときの対応⑦

ストラテジーシート：状況を整理して問題解決するツール

登園してから

Ａ：事前（～の時）②

クラスに入室できない

Ｂ：行動（～したら）①

外で遊んでいる

Ｃ：事後（～になった）③

・入室直後に花丸をかく
・好きそうなものを使って部
屋に誘う
・好きそうなものを複数見せ
て選んでもらう

事前の対応の工夫⑤

クラスに入ってもらいたい

望ましい行動④

・こまめに花丸をかく
・入口から遠い席にする
・視覚支援をする

ほめ方・楽しみな活動⑥

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⑦
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る。保育者が「×いけません」と絵カードを
使い伝え続けてきたが、奇声・寝ころぶ・暴
れることが多かった。

・相手に痛い思いをさせてしまった時には「ご
めんなさい」と教えているが時にはふざけた
り逃れようとする。

・みんなといたいという気持ちが出てきたので
「痛いことをする人はみんなと一緒にいられ
ません」と言ってクラスの輪から対象児の椅
子をはずすと、いけなかったという表情をす
る。

質問→保育者は上記のような対応でよいのか。
　　　　　　　　↓
ストラテジーシートを使用して会場からの意見
を取り入れて整理する。

◎グループバズ
　テーマ「各園の運動会の取り組みについて」
☆Ａグループ
・一度、練習の様子を見てから保育者と１対１
で練習し、少しずつクラスの中に入れていく。

・年長の運動会⇒年中時の楽しかった思い出や
競技の写真や絵カードを見せて楽しみにでき
るような声かけをする。

・担任の指示だけでは理解できないので、その
つど、補助教諭に絵カードを見せてもらいな
がら練習に参加する。

☆Ｂグループ
・ 参加したがらない対象児には、視覚的に捉え
られるように促し、少しずつ中に入って行え

るようになった
・ 保護者との連携を密にとり、事前に遊戯の曲
を聞いてもらった。

・ かけっこ⇒最初か最後に走り何が起きても対
応できるようにする。

Ｃグループ
・ 全部の競技に参加できなくても「これだけは
参加する」と取り組み方を決める。

・ 他の行事について
　お泊まり会⇒保護者と相談し絵カード等で１
日の流れを伝えていく。

・行事に追われてしまう毎日は、担任や対象児
にとっても負担になるので、職員間で話し合
い共通理解をすることが大切である。

Ｄグループ
・自由遊びの時間に遊戯の曲を流し、踊ったり
遊びの中に取り入れていく。

・練習は、学年単位で動くので補助教諭につい
てもらい１対１で教えていく。

・片手に星マークやシールを貼り、まわる向き
をわかりやすくする。

Ｅグループ
・かけっこは好きだが遊戯には興味を示さない
ので、個人的に踊りを楽しむ時間を作り取り
組んでいる。

・お手本になる子を前にして　どんなことをす
るか見通しが持てるようにする。

・「ここまでやったらおしまい」と終わりを知
らせるようにする。

Ｆグループ
・運動会のイメージが持てるように写真で伝え
る。

・遊戯の曲や踊りのビデオを渡し家でできるよ
うにしている。

・練習の取り組みも「今日の目標」を決めてス
モールステップを大切にする。

◎塚越先生より講義
●組体操について
小学佼のピラミッド…怪我をする子が多い。

ストラテジーシート：状況を整理して問題解決するツール

トイレに行く時間

Ａ：事前（～の時）②

押したり叩いたりする

Ｂ：行動（～したら）①

叩かれた子が保育者に言い
にくる

Ｃ：事後（～になった）③

・前もって友だちと一緒に行
くことを伝える
・本児が喜びそうなことをし
てあげる
・時間差をつけてトイレに行
く

事前の対応の工夫⑤

特定の友だちと手をつな
いで行ってほしい

望ましい行動④ ほめ方・楽しみな活動⑥

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⑦
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１年間かけて組体操の練習をするのではな
く、運動会の時期だけに練習する。また、体
の使い方が苦手・体のバランスが悪い子が増
えている。やり方を検討する必要がある。

●感覚について知る
発達にかたよりや遅れのある子どもたちの多
くには感覚の過敏性と鈍感性がある。

・トイレの流す音・洗濯機のまわす音・掃除機
の音が気になる…生活の中に出てくる音は慣
れてほしい。

　　　　↓
耳をふさぐ等　生活苦は避けられる方法を教
えてあげる。

●感覚の過敏性と過鈍性
・視覚― 電気をつけるとまぶしくて目がチカチ

カする、他
・聴覚―音や声がうるさい程大きい、他
・触覚― のりがさわれない、特定の服の素材が

不快、他
・味覚―アルミ箔を噛む、極端な偏食、他

●感覚の過敏さは状況によってあらわれる。
・体調が悪い、不安や緊張した時に出る。
・夢中で遊んでいる時、自分から体験する時は
平気な時がある。

・基本的には過敏さを認めてあげる。
＊シャワ ーの水：他児の様子を見せる、溜めた

水を自分で自分の体にかけることから
始める。

＊特定な 服や素材：少しずつ着る、さわる、避
ける

●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（とびら p20 参照）
①事前に当日の見通しを伝える。
　　⇒去年のVTRや写真が有効
②リハーサルは、当日行う場所がいい。

　⇒行事の様子がイメージできる
③ 待ち時間を過ごすグッズ（場所）を用意する。
④ 徒競争・リレーをするのであれば毎日練習す
る。

⑤参加できる部分だけでいい。
⑥保育者と一緒に参加することもいい。
⑦大きな音、当日の気温に注意する。
⇒ 必要を感じるのであれば、避難場所を用意
する。

⑧居場所・立ち位置をわかりやすくする。
　（フラフープ・テープ・足型を置く）
⑨練習の仕方を工夫する。
　（毎日、決められた時間に練習する）

●避けたいこと
①練習のために毎日の予定が変わる。
なるべく練習時間を決める（お弁当の前など）

②最初から参加させないと決める。
（対象児が何に不安を感じているか知る）
③曖昧な指示の出し方に気をつける。
（対象児の名前を呼ぶ・指さし指示・視覚の
手がかりを使う）

―参考文献―
・これでわかる発達障害
　　成美堂出版　2013 年
　　田中康雄、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
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第 3回 統合保育研究会
月　日 平成 26年９月 17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
グループバズセッション：
　　｢ ロールプレイを通して保護者と連携する

時の心構えを学ぶ｣
俯瞰図番号　D3－Ⅱ　F1－Ⅰ

◎事例検討１　おたずね FAXより
―対象児３歳児　診断名なし―
○園での様子
・言葉がほとんどでないが、身のまわりの始末
は言葉がけで理解できる。

・使いたい物・色選び等、指さしで選択できない。
＊質問→絵カードの使用をすすめられたが、身
のまわりのことではなく、感情表現（ダメ等）
にも絵カードの使用は効果があるのか。

　　　　　　↓
・身のまわりのことを、絵カードや手順カード
を使用することで対象児が自分で行動できる
ようになる⇒保育者は、ほかに助けが必要な
子に対応ができるようになる。

・感情表現に絵カードを使用するには、自分が
｢こうしたい｣ という気持ちに気づいている
かが大事である。
今の対象児には、絵カードを使用するのはむ
ずかしい。

◎言葉がほとんど出ず、カンシャクを起こす対
象児

・小さい頃には言葉の遅れがありそうである。
・自分の要求を表現する方法を学んでいないの
で、カンシャクや気になる行動はたくさん出
るのは当然である。

・選択できる環境をつくり、要求を伝えられる
ようにする。

◎事例検討２　おたずね FAXより
―対象児４歳児　落ちつきない・診断名なし―
○園での様子
・１学期より落ちついて過ごせるようになり、
部屋にいられるようになった。

・他児との関わりの面では、スキンシップの仕
方、距離の取り方が分からず、必要以上にさ
わったり・くっついたり・叩いたりしてしま
い誤解されることがある。

＊質問→ 他児との関わりにどのような配慮をし
たらいいのか。

　　　　　　↓
・人と話す時のことを繰り返し教えていく。
叩くかわりに何を言ったらよいかなど、「こう
いうふうに言えばいい」と教えてあげ、言わせ
てあげる。その成功体験をさせてほめていく。
⇒１つ１つ教えていく

望ましい行動―上記に書いてある文は、３，４
年後の目標であるため、今はむずかしい

ストラテジーシートを使って整理する（とびら p.18）

不得意な活動に参加する

Ａ：事前（～の時）

嫌がり参加をしない

Ｂ：行動（～する）

泣く、机の下に隠れる等
のカンシャクを起こす

Ｃ：事後（～になった）

・全体で活動内容を伝え、
個人的にも参加したい、と
思えるように声かけする。
・頑張ったら○だよ、と手で
○をつくって気持ちを盛り
上げる。

事前の対応の工夫

保育者と一緒に
部屋の中にいる

望ましい行動

簡単な言葉で褒める
○だよ、と褒めながら伝え
る

ほめ方・楽しみな活動

事前・事後の環境の工
夫を行っても望ましくな
い行動が起きたとき!

少し放っておくと落ち着く
ので、時間において声をか
ける

起こってしまったときの対応

ストラテジーシートを使って整理する

以前と比べて部屋にいること
が多くなり、他児との関わり

が増える

Ａ：事前（～の時）

他児に必要以上に触った
り、くっついたり叩いてし
まう。距離感が上手く

とれない。

Ｂ：行動（～する）

他児から嫌がられたり、い
じわるされたと感じとられ

てしまう。

Ｃ：事後（～になった）

・他児と上手く関われるよう
に保育者も交えて一緒に遊
ぶ。
・対象児と他児が関わってい
る様子を見守る。
・たくさん触ったりすると他
児が驚いてしまうので、触
らないようにと伝えていく。
・叩いてしまった時には謝る
ように伝える。

事前の対応の工夫

他児との距離感を
上手く取り、会話したり、

一緒に遊ぶ。
叩いてしまった時には

謝る。

望ましい行動

他児と仲良く遊べたり、優
しくできた時にはたくさ

ん褒める。
素直に謝ることができたら

褒める。

ほめ方・楽しみな活動

事前・事後の環境の工
夫を行っても望ましくな
い行動が起きたとき!

叩いてしまったら、他児が
痛いこと、いけないことだ
と伝える。

起こってしまったときの対応
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◎集団の中での対象児
＊集団の中にいる⇒
・刺激が多すぎる（音・人・物が多い）
・どのように行動したらよいかわかりづらい
　　　　　↓そこで
・まず、時間を区切って参加する。
（３分だけ着席して過ごす、ほかのことをし
ても部屋に居る）

・対象児がいやがっているから集団にまった
く参加しなくてもよい、という考えは違う。
少しずつ参加する時間を長くする。

◎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。

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２名
が発表する。

＊保育者役
・ 家でのようすを聞きながら母親自身が気にな
ることがあるか聞いてみた。

　　　　　　↓
＊保護者役
・幼稚園を頼りにしているので、「こうしてい
きたい」と園の意向を話してもらったほうが
安心する。

＊保育者役
・４月からのようす、できること・頑張ってい
ることを伝えてから製作が苦手でカンシャク
をおこして泣くことを伝える。

　　　　　　↓
＊保護者役
・カンシャクをおこした後、園ではどのように

対応しているのか知りたかった。

◎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。
・時には他児よりも「できる」ことがある。
・勉強についていかれると「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。
（ ―学齢期、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
・発達が気になる子どもとその周辺の苦手さを
持つ子ども達が思春期・青年期になり、初め
て自分の苦手なことがはっきりとわかったとき
→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
（ ―成人期から見た発達障害児の学齢期・思
春期と家族の関わり―より）

●家庭内の対応は、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

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。
・上手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、
それと共に克服し難い苦手を伝えること
が大切。

保護者との連携をとおして、保護者
にこの視点を持って欲しい！

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
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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に合わせる必要があ
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。
→通常の集団からはずされる→不安・抵抗

・理解と支援が必要な個性として、子どもを育
てること。

●幼稚園協会の幼児教育相談室の取り組み
・目的：対象児の発達の特性に気づいてもらい
それに沿った対応を家庭でも実行すること
で、特性が大きな問題にならないようにする。

・親子で来室　１ケース 60分
・保護者対応・子ども対応　２人相談員
・参考資料：相談シート・来室をすすめた人
　　　　　　保護者が相談したいこと
　　　　　　子どもの成育歴
・遊びの様子：人見知り・言葉の指示理解
　　　　　　　有効な関わり方
・記憶・語彙数・コミュニケーション

―参考文献と資料―
・発達障害者支援フォーラム in 横浜
― 学童期・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
 （研修資料　平成 25年８月）

・気になる幼児の育て方　石塚譲二
・乳幼児健診で見つけたい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 26年 10月 15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：「他児との関わりからみた対象児の変化」
 ストラテジーシートを使う
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見た対象児の変化」
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―
○園での様子
・言葉が遅れている。
　１学期は指差しで意思表示をする
　２学期になり覚えた単語で話すようになる
　　　　　↓
＊質間→保育者や友だちが話す言葉をオウム
返しするようになり「これは、トッキュウ
ジャー？」と聞くと片言ではあるが「トッ
キュウジャー」とかえしてくれる。
まだ、言葉１つ１つの発音は上手くできてい
ない。特にタ行が上手く発音できないので一
音ずつ保育者が言い真似をしていく方法で発
音できるようになるのか？

　　　　　　↓
・まだ発音について取り組む時期ではない。
一音ずつ　オウム返しは少なくする。
むしろ、「せんせい」「やって」「手伝って」
など幼稚園で必要な言葉を教え、保育者が一
緒に言って使う練習をする。

・対象児は文章前半は記憶に残らないので一
番最後の言葉だけ記憶に残り保育者が「これ
は、トッキュウジャー？」と聞いた時、内容
理解はしてないが「トッキュウジャー」と答
えた（オウム返し）

⇒オウム返しをするようになったということは
対象児の必要とする言葉を教えてあげること
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ができるようになったということである。
・幼稚園で必要な言葉＝せんせい・やって・手
伝ってなど教えていく。
困った時に「せんせい　手伝って」と言い、
人から助けてもらえるという成功体験を重ね
ることで幼稚園の中で必要な言葉を使えるよ
うになる。

◎事例検討２　おたずね FAXより
―対象児４歳児―
・友だちに手が出ることがあり、自分の思いが
強く思い通りにならないと怒る。

･２学期になりいやなことも「やめて」と言え
るようになってきた。

＊質問→保育者と話す時や話しかけてくるとき
に強い力でつねったり、爪をたてて手を握る
ことがある。
今の所、友だちにはでていないが今後どのよ
うに対応していったらよいか？

　　　　　　↓
・つねられる状況をなるべく避けること。
・つねられても反応せずに知らん顔する。
・保育者の体をさわらずに話を聞けるよう対象
児の体や手を軽く押さえて、つねらずに話が
聞けたらたくさんほめる。

◎グループバズ
テーマ「 他児との関わりから見た対象児の変

化について」
☆Ａグループ
・２学期になると、本人の成長もあるがまわり
が対象児を理解し、コミュニケーションがと
れるようになった。

＊塚越先生より「対象児が変化したのはなぜ
か？」の問いに全員で考える

　　　　　　　　↓
・まわりの子どもも成長しているので対象児と
の関わりかたが上手になってきた。

・まわりの理解も深まり、温かい雰囲気の中で
一緒にやりたいという気持ちが出てきている。

・新しい環境に慣れたことによりまわりに興味
が広がる。

・ 保育者や子ども同士の信頼関係ができあが
り、その空間が子どもたち同士で居心地がよい。

☆Ｂグループ
・友だちとの関わりの中でオウム返しや刺激を
うけ、物の大きさがわかるようになったり真
似して言ってみたりする。

･ まわりの子の成長や理解が対象児に影響する。
他児や保育者との関わり・真似をすることに
よって物の善し悪しがわかるようになる。

☆Ｃグループ
・手が出てしまう対象児が、他児がそれをされ
ていやがる姿を見てきたことで手が出なく
なってきた。

ストラテジーシート 記録日：H　　　年　　月　　日

（気になる行動を環境の中で整理し、その行動の対応策を考えるツールです。）

　他の子が立ち上がる

・他児も立ち上がらないように配慮する。
　　　　　　　　　　具体的にすること
・座って話を聞けている子をほめる。
・落ち着いて座り、保育者により目を向
　けられるよう環境の中を行う。

まわりにつられることなく落ち着いて
座って保育者により目を向ける

座って話を聞いている子をみんなの前で
ほめる。

　　それを見て真似をして立ち上がる

立ち上がった子に「座るよ」と声を
かける

③ Ｃ（対象児はそれから、どうした？）

⑦ 対象児が「やったー」と思えるほめ方

① Ｂ（対象児の気になる行動）

⑤ 対象児ができそうな望ましい行動

⑧ 工夫を行っても、望ましくない行動が起きた時の対応

⑥ 気になる行動を予防するための準備と対応

② Ａ（月日の～の時間に）
　月　日
　
～の時間に
　日中の活動中

対象児のイニシャル：　　　　　　年齢：　　　　　　発達の特徴：　　　　　　　　　　　　　　記録者名

立った子にも対象児にも今はどのような時間かを伝
える

④ この時、先生はどうしましたか？

ストラテジーシート 記録日：H　　　年　　月　　日

（気になる行動を環境の中で整理し、その行動の対応策を考えるツールです。）

人の話の途中でも大きな声で自分の
話をする。挙手してさされないと怒
る。

・クラスの雰囲気を落ち着かせてから話
　し合いをする。
・遊びの時間などに、ゆっくり話を聞き
　聞いてもらう心地よさを感じてもらえ
　るようにする。
・時々、みんなの前で、活躍する時を与
　える。

こちらがさりげなく声をかけたら
発言を我慢する。
　お願い ― 友だちや保育者の話を
　　　　 　 最後まで聞いてほしい。 待てた時には「お話を聞いていてもらえ

たね」とほめる。

・聞いてと怒るがしばらくすると何事もな
　かったかのようにする。
・「今は友だちの●だよ」と伝えると、
　我慢できる時もある。

「今、お話ししているよ」と我慢させてし
まったが、必ず●で話をきくようにしてい
る。

③ Ｃ（対象児はそれから、どうした？）

⑦ 対象児が「やったー」と思えるほめ方

① Ｂ（対象児の気になる行動）

⑤ 対象児ができそうな望ましい行動

⑧ 工夫を行っても、望ましくない行動が起きた時の対応

⑥ 気になる行動を予防するための準備と対応

② Ａ（月日の～の時間に）
　月　日
　話し合い（クラスの活動）の時に
～の時間に
　友だちや保育者の話を聞く

対象児のイニシャル：　　　　　　年齢：　　　　　　発達の特徴：　　　　　　　　　　　　　　記録者名

④ この時、先生はどうしましたか？
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・いやなことがあった時に言葉に出せなかった
が今では「やめて］と言えるようになった。

☆Ｄグループ
・対象児が虫にくわしかったため「虫博士」と
一目置かれるようになり、まわりの子も受け
入れるようになった。

・対象児が「ツンツン」つつくのは、好きの表
現の１つであることを伝えていくとお互いに
「ツンツン」つつくことでコミュニケーショ
ンがとれるようになった。

☆Ｅグループ
・言葉が不明瞭だったが、２学期になって友だ
ちとの関わりができるようになると　自分の
意見を言うことはむずかしいがみんなで参加
できるようになった。

・友だちが支度を教えてくれたり、友だちのよ
うすを見てできるようになってきた。

☆Ｆグループ
・友だちの真似をして「～をしたい」など遊び
のなかで変化が大きい。

・まわりの子が対象児を理解して助けてあげる
ようになってきた。

◎塚越先生の講義

スモールステップの考え方と
取り組み方

ゴール

●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身につけるこ
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）
２、他児と一緒にいられる機会をつくる
　　 （恐竜の絵本が好きな場合は、ほかの恐

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」につなげていく。

●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」

・生活をともにしていくなかで、あたりまえの
ように対象児を受け入れる関係

・対象児に対しては、遊びのルールを少し簡単
にしてもらう→対象児について話し合う。

●年度の後半になると・・・対象児は・・・
・他児への興味が高まる。
・言葉のやりとりが増える。
・活動によっては、他児と比較的長い時間を過
ごすようになる時もある。

・以前よりも、一斉の声かけや指示で行動でき
る。

●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」と伝える応援の仕方を知らせる。

●他児と対象児は遊ばせる必要はあるのか？
・対象児自身が友だちとあそびたいと思ってい
ないのに、遊ばせることはない。１人でさび
しそうにしているのであればあそびに誘う。
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・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
―ありのままの１人ひとりに向き合うために―
　　母子保健事業団

・発達障害のある子へのサポート実例集
　　幼稚園・保育園編
上野一彦監修　酒井幸子、中野圭子著
　　2012 年　ナツメ社

第 5回 統合保育研究会
月　日 平成 26年 11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： 「今までの取り組みを振り返る 

（成果と課題）」
事例検討：おたずね FAXから学ぶ
グループバズセッション
　 「今までの取り組みを振り返る（成果と課題）」
俯瞰図番号　D3－Ⅲ・E8－Ⅰ

◎事例検討１　おたずね FAXより
―対象児３歳児　広汎性発達障害の疑い―
○対象児の行動
・他児を真似することが増えている。
・ 他児になぐさめられて、切り替わる時もある。
・「いやいや」が多い。
「片づけようか？」→「いやだ」と床に寝こ
ろがる｡

・ 発音の不明瞭さがある。療育には定期的にい
く。

＊質問→幼稚園・家庭でできることはあるか
・片づけ＝「いやだ」になってしまっているの
で「おもちゃをお家に返してあげようか」

　指差しで「おもちゃを　箱に入れてね」など
他の言葉にかえてみる。
そして、２つ、３つ片づけができたらほめる。

・発音の不明瞭さの指導よりも、体をよく動か
し、手伝いを通して家の中でできる手先のこ
と、目と手の協応運動を練習することが大切
である。

◎事例検討２　おたずね FAXより
―対象児４歳児　幼い―
○対象児の行動
・発音が幼く、質問には「はい」「いいえ」で
答えていることが多い

・会話の中で単語で話すので、大人は単語を組
み合わせて理解している。
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・機嫌の悪い時は「うー」「あーあ」「ふん」
・母親もかなり手を焼いている
＊質問→どのようにしたら会話が成立するの
か？

・発達は１歳ぐらいのレベルなため、早く支援
につなげる必要がある。

　　→専門機関につなげる

　この部分の力がついていかないとやりとり
までいかない。

・言葉＝ 人と人との関わり・関係性を作ってい
くツール。

・相手の立場に立って聞いてみたり、誘ってみ
たりすることは、とても抽象的なことでむず
かしい。

・言葉の発達（定型的な発達）
１歳・・・単語
２歳・・・２語文「パパ、バイバイ」
３歳・・・３語文「先生、これ、やって」
４歳・・・おしゃべりになる

・我慢しなければならない時
諦めなければならない時
機嫌が悪い時

　　　　↓
その気持ちを外に出す言葉を教えてあげる
⇒ 「先生やりたくない」「見ていてもいい？」
などと言えるといい

⇒ 保育者の対応は、「ここで座って見ててね」
「これはやらなくてもいいけど、ここは先
生と一緒にやるよ」などと言い､「やりた
くない」という気持ちは受け止める。

◎事例検討３　おたずね FAXより
―対象児４歳児　手先が不器用―
○対象児の行動
・指先を動かすことが苦手である。
例）卵の殼をむくことができない

　　　 ヤクルトカップのフタをあけることがむ
ずかしい

＊質問→幼稚園・家庭でできることはあるか
・目と手の協応運動か苦手
→卵の殼がむけない・・力の加減が苦手
フタがあけられない・・手先が弱い。左手
でヤクルトが押さえられるかも確認する。

・保育者が考えることは、経験不足が原因で不
器用なのか？全体の発達を観察する。

＊全体の発達とは何か？
１、人は一定の順序に従って発達する。
２、発達には、

☆頭部から→下部へ
頭を持ち上げる→首のすわり→寝がえり
→つかまり立ち
☆中心部から→末端部へ
手の動き→目的物に手を伸ばす→指先でつ
かむ

３、発達には個人差がある。

＊手先を使ったあそびを広げる
・手のひらを大きく使う
例）大きな物やブロックをつかむ
　　手を広げてタオルでテーブルを拭く

・握る、持つ、引っぱる、離す、まわす、つま
む、の動きをあそびや生活の中に取り入れる
といい。

◎グループバズ
テーマ「統合保育で学んだこと」
・対象児への対応・他児への対応について
・子どものもつ発達特性を理解できたか
・保育者として自分を知る機会になったか
・肯定的な保育者になれたのか

言葉の数・表現の
しかた・話す力

聞く力＋話す力＝
やりとりをする力

理解・記憶・聞く力

やりとりの難しさを知っておこう
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などについて話し合う。
☆Ａグループ
・対象児の特性を理解しているようで、まわり
の子と同じように求めすぎていたことに気づ
いた。

・スモールステップで教えていく大切さを感じ
た。

・保護者への伝え方について、実際にロールプ
レイすることで　どのように伝えたらよいか
手立てを見つけることができた。

☆Ｂグループ
・ストラテジーシート　スモールステップの大
切さを知り、記入することで対象児の行動を
振り返ることができた。

・バズの時間での他園の意見を聞いたり、話し
合いで色々な発達特性を知ることが学びと
なった。

☆Ｃグループ
・おたずね FAXで塚越先生より返答いただい
たことで、対象児のことを今まで以上に理解
することができた。

・対象児のことを考える中で、健常児のことも
きちんと考えていたか振り返ることができ
た。

☆Ｄグループ
・まわりの子が成長することで、対象児を理解
して関わるようになり、お互いの成長が見ら
れた。

☆Ｅグループ
・友だちと関わってほしいというのは、保育者
の願望だと気づき、対象児のやりたいことな
ど成長に合わせて対応を考えていく必要があ
ると学んだ。

・対象児を理解するには、行動を観察して対応
策を考えることが大事である。

☆Ｆグループ
・ストラテジーシートを使用することで行動の
前後で何がおきてるか考えるようになり、ス
モールステップの大切さを学んだ。

・対象児に対しての関わりかたがあっているの

か迷いながら保育をしていたが、バズやおた
ずね FAX、講義を通してのアドバイスを保
育に生かした。→子どもの成長につながった。

◎塚越先生より講義
●自己肯定感を持つ大切さ
・自己肯定感とは、「自分は大切な存在だ」「自
分はかけがいのない存在」と思える心の状態。
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とい
う状態が生まれがちである。そうすると自信
がないので何かにチャレンジするということ
を避けてしまう。

・いじめや不登校、飲酒・喫煙といった非行の
原因は、自己肯定感の低さにあるといわれて
いる。

●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。
人から「ありがとう」と言われて、どうして
うれしいかと言うと、お礼を言ってくれたか
ら、うれしいというよりも「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のである。

●保育者の役割
・子どもたち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）
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―参考文献―
・発達障害のある子の理解と支援
―ありのままの１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
　講談社現代新書 2116

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
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支援をする
前の対象児
のイメージ

理解して支援を
した結果の対象
児のイメージ


