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第 43回　夏期宿泊研修会
全体会
月　日 平成 26年 8月 26日（水）
場　所 大磯プリンスホテル
講　師 小泉　裕子先生
 （鎌倉女子大学児童学部教授）
テーマ： 「幼児１人１人を理解する方法のレシ

ピ」～第３者的視点を上手に取り入れ
た保育者のまなざし～

俯瞰図番号　D1－Ⅰ、Ⅱ

◎保育者研修とは
・最近は義務化されている。
・研修の種類として、新規採用者研修・５年経
験者研修・10 年経験者研修・教員免許更新
講習・園内研修・園外研修などがある。

・研修は私たちにとって○○であると教員研修
の意味を各々が考える時である。

・受け身ではなく、自分から学ぼうとすること
で、大きな財産を見つけてほしい。

・ 研修は自分の保育を振り返るきっかけとなる。
・保育園の先生に“自分の保育をどのくらい振
り返っているか？”と問うと、さまざまな答
えがあった。毎日振り返る人もいれば、週１
回程度や振り返るゆとりすらないと答える人
もいた。

◎保育を振り返る目的とは
・子どもの発達を理解する、援助するために行
う。

・日々の保育実践を改善するために行う。
・保育実践の内容に対して説明をする力が育つ
ように行う（地域や保護者に対して）。

・保育を振り返る目的が明確になるということ
が研修の成果を上げるきっかけとなる。

◎研修が楽しみになる保育者を目指して
・研修のなかで学び合うことを実践し、受講を
楽しむ保育者の姿があった（30 コマの授業
のなかで）

［幼稚園の先生の意見］
・現場での具体例が頭に浮かび、興味深く話に
聞き入ることができた。

・経験があるため理解できることが多かった。
・保育者として人間としてためになった。
・情報交換ができ仲間もできて楽しかった。
・お互いに刺激し合い、楽しく学ぶことができ
た。

［保育園の先生の意見］
・自分の保育を振り返るきっかけとなり、新た
な学びがたくさんあった。

・学ぶ姿勢に刺激され、今後の就業に展望が持
てた。

・今後もスキルアップするため参加して学びた
い。

・幼稚園・保育園の先生お互いにとってよい研
修となった。

◎今回のテーマについて
・自分と違う人の視点（第３者的視点）が重要
である。幼児１人１人を理解するということ
は保育者の自己評価につながり、幼稚園の評
価にも直接つながっている。（１人１人の力
が幼稚園の看板になる）

・大阪の TB幼稚園の学校関係者（PTAの方）
からの評価のなかで、
「先生がみずから自己点検や自己評価を行い、
自分自身を振り返り課題を明確にし、保育に
取り組んでいることを保護者側は知りません
でした。先生たちや経営者の努力と向上心が
見れ、連携と絆が培われていることがとても
理解でき、保護者側もこれからは協力し頑張
ろうという気持ちになりました。」「保護者と
して安心できる。」「この行事の意味は？本当
に子どもたちのためになっているのか？と常
に教育の向上のために自問自答の末に繰り広
げられている園だった。」と保護者として実
感できたという評価だった。

・保育者は保育実践の内容を説明する力が問わ
れている。
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・第３者的視点が重要という流れのなかで、自
分の保育を振り返る、日々の保育を見据える
ことは幼稚園の組織の一員として保育をして
いる姿勢がないと意味がない。自分のクラス
の子どもだけの付き合いではなく、隣のクラ
スの保育、学年の保育、園の保育につながっ
ている。園の組織のなかでまとまりのある教
育を自分ができているかという視点で見てい
るかが重要である。

◦バズ発表
・子どもたちそれぞれの思いを大切にするため
に保育者が役割を与えて一緒に遊べるように
する。

・子どもたちが向き合って話しができるよう、
保育者が介入してもよかった。

・ケンカの仲裁に入った子の気持ちを考える。
・保育者の関わりが大切で、あそびのルールを
伝え合えるよう、保育者が近くにいることが
できたらよかった。

◦講師の先生から
・発達変容が違う子同士の関わりのなかで、葛
藤体験をすることが大切（自分の思いを外に
出す経験をすることでその後、相手の気持ち
を知るきっかけとなる）。

・それぞれの子に対して見通しを立てて、伝え
ること、伝えるタイミングを考える。

・ケンカをするなかで自己を主張すること、抑
制する力を育むことができる。そのためには
保育者が環境をつくる、子どもたちの可能性
を手助けすることが大切。

・子どもの気持ちを代弁しつつ、自己を抑制で
きるような声かけをすることで自己抑制の力
を育む。

・子どもたちが考えたり、相手と応答する場面
（葛藤体験）を意図的につくれるようにする。

◎今の時期（夏）にできるあそびの紹介
・自己主張期は人よりも優位に立ちたい、目立
ちたい気持ちが強くなる。

・あそびのなかでも選べる環境をつくる。

・子どもにやりたいことを問い掛け、その気持
ちを受け止めつつ、自由に行えるようにする。
（みんなが気持ちよく過ごせる秩序のなかで、
自由に行える環境を用意する）。

◦あそびの内容
・石鹸づくり（泡立てる）
・船づくり（牛乳パック、カップ麺の容器でつ
くった船をプールに浮かべる）

・水鉄砲（的を目掛けて打つ）
・ビーズ通し
・しゃぼん玉（ハンガーにモールを巻く）
◦運動会前には
・玉入れ（入れることを楽しむ経験をする）
・リズムダンス（普段から踊ることで、感覚を
掴みやすくなり、楽しく参加できる）

・かけっこ（年長さんのリレーで走る姿を見た
後に走るとイメージが湧き、楽しむことがで
きる）

◎まとめ
◦３つの間（仲間・空間・時間）とともに手間
暇かけて一緒に過ごすことで、自己発揮がで
きるようになっていく。

◦今の時期の子どもたちは保育者が温かく見守
るなかで、自己を発揮し友だちに興味を持ち
始めている。人のなかで育つ第１歩をすすん
でいる。

◦自分は自分、自分はみんなのなかの１人と意
識しながら、生活の秩序を学んでいけるとよ
い。
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第 43回 　夏期宿泊研修会
第１分科会
月　日 平成 26年 8月 26日（水）
場　所 大磯プリンスホテル
講　師 中島　千恵子先生
 （千葉経済大学短期大学部）
テーマ：「エピソード記録で保育を振り返る」
俯瞰図番号　D2－Ⅱ、E3－Ⅱ

○はじめに
●エピソード記録とは？
・物語性があるということ。
・その場面を切りとる。
・子どもたちの場面が、読むと頭に浮かぶもの

１．エピソード記録を書くのは何のため
①自分のために
・大事なできごとを忘れない、可愛い子ども
の姿を残したい。

・保育者として成長する、よりよい保育をす
る。

・うれしかったことを書く→保育に自信が持
てる。意欲が出る。よい援助が明確になる。

・ 気になっていることを書く→すっきりす
る。援助の方針が見えてくる。

※マイナスのことよりプラスのことを書く
※文字化→頭のなかを整理する。次へ向かう。
※記録のためではなく保育に生かすため。
②子どものために
・その子への指導方針がはっきりする。
・ 事実の場面を見ることで、その子をどう思っ
ているかがわかる。

③指導計画のために
・子どもの姿や育ちを確かめてねらいをたて
る。

・ 子どもの姿がわかって計画することが基本。
・園の教育課程を見直すこともできる。
④研究のために
・保育の質をあげるための視点を明らかにす
る。

・よりよくしようとする考えを持つ。
⑤幼稚園幼児指導要録のために
・育ちを継続的に捉える。
・その子の育ち。
⑥保護者に伝えるために
・具体的な事実で育ちを伝える。
・家庭との連携を密にする。
・ 話す内容（場面）が保護者に伝わるように。
「こんなことしてました」「こんなこと言っ
ていました」とリアルな場面を伝える。

⑦職場の連携のために
・援助の仕方を具体的に考える。
・チームとして保育力をアップ。
・引き継ぎに役立てる（わかりやすい、つか
みやすい）。

・同じ方向を向くために。

２．書くことの意味
①自分を対象化して見つめる。
・離れたところからみつめ直す。
②子どもの行為の意味を考える。
・時間がたつと冷静にみつめ直せる。
③人に伝える
・文章にすると伝わりやすい。
※どこで、どんなふうに、どの時間に書くか
※短く、簡単に

３．書く時の留意点
＜事実＞
・場面が目に浮かぶように描写する。
・子どもの仕草、表情、反応、まわりの子ど
ものようす、保育者の関わりを具体的に書
く。

・保育者の価値感を入れた表現を避ける。
　×～してしまった
　×～してくれた
・起こったものだけを書く、観察記録ではな
く、自分のかかわった目の前のことを書く。

＜考察＞
・援助の意味を考える。
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・～ではないか、と疑問形で終わらない。
・成長にプラスになった援助。
　→ 何がよかったのか、子どもにどう影響

したか。
・うまくいかなかった援助。
　→ 子どもは何を受けとったのか、どんな

気持ちになったのか、他にどのような
援助の可能性があったのか、いまなら
どう援助するか。

※自分を振り返って考えることが重要
※同じ場面になったとき、もっとプラスのこ
とができる。

※後で考えると気づくことがある。

４．エピソード記録の例
＜事例：お姫様が痛いよ＞
『子どもたちは登園するとすぐシールノート
を開き、今日の日付のマスに自分で選んだ
シールを貼ります。４月のシールは、お姫様、
王子様、チューリップ、モグラという４種類
の絵柄がありました。それらが１枚のシート
になっているものをワニのクリップではさみ
保育室の入り口近くのテーブルに置いていま
す。シールを選ぼうとシートをのぞきこんだ
Ｋ子は、クリップがお姫様の顔の部分にとめ
られているのに気づき、、近くにいた保育者
に「これじゃ、お姫様が痛いよ」と告げまし
た。保育者がそれを見て「本当だ、どうした
らいいかしら」と応えて近づくと、Ｋ子はシー
トを一旦はずし、反対側をクリップでとめて
みます。「こうしたらモグラさんが痛いしね」
Ｋ子はクリップの位置をあちこち変え、どの
シールもふれない部分にクリップをとめる
と、「これで大丈夫」とにっこりして保育者
に見せます。保育者もにっこりしてうなずき
ました』

●Ｋ子にとっての「お姫様シールの意味」
・Ｋ子は顔をクリップではさまれているお姫
様のシールを自分のことのように痛みを感

じている。
・お姫様シールが痛みを感じる存在と考えて
いる。

●Ｋ子にとっての「保育者の意味」
・保育者を身近に感じている
・自分の発見を共感的に受けとめてくれるだ
ろうと感じている

・安心して自分の思いを話すことのできる人
・困ったことがあったら助けてくれる人
・心が通じ合う相手（にっこりうなずく）

●Ｋ子の「行動の意味」
・保育者はＫ子に「どうしたらいいかしら」
と返している

・お姫様を痛みから救おうとする
・誰も痛くない状況をつくる（モグラ）
・目的をもって行動している

●できごとにおけるＫ子の「体験」
・誰も痛くない状況をつくるという問題を解
決し満足感を味わう

・お姫様を救ったという体験
・自分の力で状況を変えることができた

●Ｋ子の育ち（よみとり）
・他者の思いを感じとることができる
・自分で試行錯誤しながら問題を解決する力
がある

・保育者に対して安心感を持ち、心を通わせ
ることができる

※参考文献
「教育課程・保育計画総論」ミネルヴァ書房

○講師より
・自分用で書くときは、もっとあっさりでよ
いが、他の人が読んだり、記録として残す
なら事例のように書けるとよい

・「やさしいな」「いいとこあるな」「こんなふ
うに思うんだな」と思う保育者でいること
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が大切。
・ハッとする場面が一日に何回かある。保育
者自身が感じる。

・継続が大事。時間があったら書こうとする
と書けないので、一日一枚など決めておく
とよい（よかったなと思う場面を）。

・書いていくことで、「この子はこういう場
面が多いな」「この子のエピソードが少な
いな」と気づく。

５．エピソード記録を書いてみよう！
●子どもの姿を思い浮かべ印象的だったことを
書いてみよう
・年月日
・〇年保育○歳児○○組
・時間・場所
・状況（具体的に）

６．記録を考察してみよう
●グループでエピソードについて話し合う
・自己紹介
・エピソード紹介
・意見・指摘（聞いてわからなかったこと、
疑問点などをやさしく適切に）

・意見を聞いて自分の文章の見直しをする。
（文章のクセや抜けやすい部分がわかる）
・エピソードをひとつ選んで、読みとりと考
察をする。

※考察は自分で書いてもよいが、話し合った
り指摘されたり、他の人の意見があるとよ
い。

７．発表
●年中女児。機嫌が悪いと下を向いたり、泣い
たりする。入室時、下を向いて動かなくなる
「いっちゃうよ」「ここにいるの？」と聞くが
動かない。そこで「ヨーイどん！」と言うと
笑顔で走って戻ってくる。いつもは早く早く
とせかしてしまうが、この時は少し余裕があ
り時間をつくってあげたのがよかった。

●年少男児。６月下旬、自由遊び時、園庭でハ
シゴ渡り遊びをしている。保育者は子どもの
手をとり補助している。Ｋは保育者の真似を
して友だちの手をとり並ぶ列からはずれる。
友だちや保育者から「せんせいみたいだね」
と言われうれしそう。

●年中女児。新しい環境が苦手。園庭の隅で座っ
ている。あそびに誘っても来ないことが多い。
保育者がだっこして遊具の家へいく。他児と
ともに遊び始める。少し強引だったが、その
場所や友だちのなかにいったことがよかった。

●年中男児。帰りの支度、名札のつけかえ、自
分ではむずかしそうだったが、「自分ででき
る」というので見守る。時間がかかったが１
人でできたのでクラスの子や保育者がほめ
た。「ママに言ってね」というので保護者に
伝えた。１人で行ったという達成感がもてた。
　

　
●年中女児。体が小さい。食事に時間がかかる
が完食するまで食べている。終了時間内に食
べようとする意欲が感じられ、７月に時間内
に完食した時クラスみんなで喜んだ。保育者
や友だちがみてくれているという安心感が
あったのではないか。まわりをよくみている
子なので、他の子を目標にしたのではないか。
他のことにも自信がついたか？という質問が
あり、これからの課題が明確になった。

○さいごに
・本の名前や友だちの名前、その時のセリフが
あるとリアリティーがあってよい

・自分が何をうれしいと思って保育しているか
がわかる

・考察を書き慣れると日常の保育や場面で「こ
の子はどう思っているのか」と思うようになる
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第 43回 　夏期宿泊研修会
第２分科会
月　日 平成 26年８月 26日（火）
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

総括研究員）
テーマ：「 気になる子どもの視点で保育を見直そ

う」一子ども達とつながるためにー
俯瞰図番号　D3－Ⅰ　D4

１、「気になる子ども」の視点で保育を見直す。
◎困っているのは保育者も保護者も同じなのに
・原因（責任）追及をしたくなる。
→親のしつけのせい・保育者の力不足

・１人で頑張る＝私がなんとかしなくては
・誰にも相談できない、SOSが出せない
　　　　　　↓
責めることをやめて、みんなでつながって考え
よう。（子ども・保護者・保育者のこと。）
◎気になる行動には理由がある。

⇒子どもが困っているかもしれない
・落ちつきがない。
→ すべての刺激に反応してしまい情報を選択
することがむずかしい。

・突然イライラして暴れたりする。
→ 不器用さがあり、最後までやり遂げること
がむずかしい。

・友だちに手が出てしまう。
→ 話し言葉の理解がむずかしく、コミュニ
ケーションがむずかしい。

◎

２、子どもへのまなざしを変えてみる。
◎子どもを支援するということ、その方向性
＊子ども本人に変化を求める⇒頑張れ
・発達を促す　　　・できるようにする

＊まわりが変わる⇒頑張ろう
・物理的な環境を整える・工夫する
・「よさ」を見つけて、大切にする。
・SOS（できなさ）も受け止める。

誰もが支援を受けて生きている

「気になること」に隠れてしまっている
よさ・得意分野・役に立つこと・好きなこと・
いま持っている力でできることを見つけ、と
もに楽しむ

・ 子どもへのまなざしが「評価のまなざし」
になっていないか？

　（できないことばかりに目がいってないか）
・できないことが、すべてなのか？
・ 子どもは、訓練するために生まれてきた
のか？

→ いつも一緒にいるからこ
そ忘れてしまうかもしれ
ない

障害 とは なんですか？

図2-1　「あんたが問題なんだよ！」 Cornwall, 1996を改変
障害は、人についているわけではない
障害は、その人が何かしようとした時に人と人との間におきる



－ 113 －

夏期宿泊研修会

◎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、気にな
る子ども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」ということ

＊教育的ニーズは、どの子どもにもある。
＊保育者としての幅をどこまで拡げることがで
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。

◎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○○できないの」から「○○でき
るのはなぜだろう？」と考えてみる。
例えば・・・

・「どうして集中できない」という発想からは
子どもを責められ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。

３、 子どもの過ごしやすさ、学びやすさを実現
するために。

◎過ごしやすさ、学びやすさのための環境づく
り

①子どもに伝わる言葉を使う。

・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（身体の表現で通じ合う）
　→触れる・揺さぶる・表情・身体表現
　　　（コミュニケーションの基礎）

②わかりやすい予告で見通しを特つ。
・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。
・プログラムに印をつけていく→発表会など
・全体への声かけ＋個別のひと声

③居場所をつくる。
④活動内容をわかりやすくする。
⑤子どもが安心できる関係をつくる。
・ 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・言葉かけは
　　　　　↓
「いいなあ」「好きだな」「おもしろいな」とやっ
ていることに意味があることを伝えていく

・いま持っている力で何ができるだろうか？
　何が楽しめるだろうか？
・くらべる相手は、他児ではなく以前の本児の
姿である。

支援の必要な子が過ごしやすい環境

どの子も過ごしやすい環境

園全体の落ち着き・笑顔

子どもが困っているかもしれないという観点で
保育や環境の点検、見直しを！
「全てが特別なことではない」

気になる子どもの視線で見直して見ると

発達障がいという「見方」「考え方」
＊生まれながらに持つ、特性であること
　・わがままや育て方のせいではない
＊ 見え方、聞こえ方、感じ方が異なっているか
もしれない

・乳幼児期には、確定診断はむずかしい。
・ 本人の暮らしにくさや保護者の思い（育てに
くさ‥）に着目する。

・ 「診断があれば支援する」ではなく、まずは特
性から考えた　関わりの工夫をする。



－ 114 －

夏期宿泊研修会

◎保育者であることの強みを活かす。
・「障がいの専門家」ではないけれど

→保育者としての経験が豊富
・子どものよさ・得意分野に着目できる。
・「うーん、そうきたのね・・じゃあ、次はこ
うしよう・・」
→ うまくいかなくても、次にどうしようか
考える。

・まわりの子どもの力を借りられる。

第 43回 　夏期宿泊研修会
第３分科会
月　日 平成 26年８月 26日（火）
場　所 大磯プリンスホテル
講　師  長谷川　真由先生 

（洗足音楽大学・国立音楽大学講師）
テーマ： 『日本の伝統音楽・文化の中にある遊

びの可能性』
俯瞰図番号：E6－Ⅰ

●長谷川先生自己紹介
・日本の伝統音楽に根差した研究をしている。

●今回の講義内容と目的
幼児教育　－　リトミック　⇒　音楽教育
講義内容
・日本の伝統音楽・文化のなかにあるあそびの
可能性（講義→講習→考察・まとめ）。

・わらべうた（子ども歌）あそび。
・竹の楽器で創作。
基本的な目的
・子どもの気持ちになって音楽で遊ぶことでコ
ミュニケーション能力を深める。

●グループワーク
７グループ（６人～８人で）
・自己紹介タイム（10分）
１人１人ニックネームをつけ、グループ名も
決め園児になりきる。

・幼稚園での取り組み
運動会・お遊戯会での活動内容は？
そのなかで日本らしいことは？
・よさこい・組体操・ソーラン節
・自作のおみこしを担ぐ・和太鼓
・ 日本昔話「人間ていいな」で親子ダンス等。

●映像資料： H幼稚園運動会年長「よさこいソー
ラン節」

・ ダンス・衣装がそろっていると見栄えがす
る。

●老松（おいまつ）を歌ってみよう♪
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・ 姿勢を正して大きな声で！！歌詞を覚えて
歌う。

●幼稚園教育要領との関連
・ 領域「表現」（6）『解説』P,l65 より〈音
楽的体験〉

・わらべうたとは？
普遍的な価値。子どもが遊びながら歌い継
いできた歌。

・小泉文夫さん著（参考文献）
『基本的生活をみるときは、子どもの「わ
らべうた」をみる』

●子どもの歌に関して考えてみよう（資料）
１． 今年度の１学期に子どもたちが遊びながら

歌っていた歌は？
テレビや映画から知り得た歌→妖怪ウォッ
チ・アナと雪の女王等→流行りの歌

２． 子どもたちがあそびを伴い自発的に歌って
いた歌は？
・ 縄跳び→郵便屋さん・だるまさんが転ん
だ

・ あそび→むすんでひらいて、アルプス
一万尺等

●童謡を歌ってみよう
　♪一本橋　♪わらべうた　♪かごめかごめ
・間、抑揚を大切に。
・ 歌い方は自分流でよい。正確なものはない。（地
域によって違う）

●体も動かして歌ってみよう
・ グループ毎に円になって♪ひらいたひらいた・
♪かごめかごめ

・身体も伴って歌えば互い違いで歌うこともで
きる。

●竹の楽器を使ってのリズムあそび
・竹の大きさや長さによって音が違う。竹を床
に落としてみたり、竹同士をぶつけて音を出
す。

・竹の楽器を使ってグループ毎に♪ひらいたひ
らいたの前奏づくり→グループ毎に発表。

●まとめ
・ 日本語の響きと身体感覚で伝統音楽を感じる。

・ 「いき」（息が合う、呼吸、粋な表現）が大事。
・「こども歌」から捉える遊びの可能性。
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第 43回 　夏期宿泊研修会
第４分科会
月　日 平成 26年８月 26日（火）
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代表）
テーマ：『自然に共感するこころをはぐくむ』
俯瞰図番号　E5－Ⅱ

１、先生の自己紹介
　「米隊長」と呼ばれている。種から米を育て
ている。一年かけ、米を子どもたちや保護者と
育て、米のでてくる様を知らせてあげたいとい
う思いや、育てる過程のなかで、土や虫、自然
に触れる事、関わっていることを感じ、大切に
しながら米はどうやってできるのかを知らせて
いる。

２、虫のかくれんぼ
　写真を見ながら自然の写真のなかに隠れてい
る虫を探す。（クモ、ハナグモ、シャクトリム
シ､ナナフシ）生き物は生きるために隠れたり、
食べるために隠れたりする。

３、広場にて
○ちくちく　遊び集　P13
　ちくちくしたものを広場のなかから探す。
集めて照らし合わせてみる。（枝、針葉樹の葉等）
○いろさがし　あそび集　P27（アレンジ）
　提示された紙の色と同じ色の緑色を探し、集
めた緑色の自然物を照らし合わせてみる。
その他の色も探してみる。こうやって自然の物
を取り入れながら色はつくられてきたと考えら
れる。（緑→葉っぱ等　青→鉱物類等が多い）
緑にも青にもいろいろな種類がある。
○自然のじゃんけん　あそび集　P23
　広場の自然のなかにあるものでグー、チョキ、
パーを探す。見つけた物を使ってじゃんけんあ
そびをする。
自然のなかにはいろいろな形があることを知

る。伝え方の工夫で興味が広がる。葉一つにし
ても特徴に気づき分類等も知ることができる。
○芝生の上に葉があるとは
　秋→落葉樹
　年間→常緑樹（気温等の影響を受け入れ替わ
りのタイミングで落ちる）
○種飛ばし　P37
　種とは自分が飛ぶことで生き残っていき、自
分で落ちるもの、食べられて残っていくものも
ある。

４、生き物インタビュー（木について）
　広場にある気になる木にインタビューして書
いてみる。

５、園児と自然
　「大切にしたいこと、大切にしていること、
大切だと思うこと」
・４～５人のグループに分かれて話し合う
→ポストイットに書き込み分類ごとに分け、意
見をまとめ、発表する。

グループ１
・まずは好きなように遊んでみる。
・触れてみて好きになる。
・安全面に気をつける。
グループ２
・共感する気持ちを大切にする。
・外に出た時等には全身で感じる。
　保育者として
・苦手な子への配慮
・安全面への配慮
グループ３
・生きている大切さを知らせる。
・自然に遊べる環境づくりを配慮する。
・実際に見て触れてさわってみる。
・本物に触れる。
グループ４
・生きていることを感じてほしい。
・自然の発見に共感する。
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・実際に触れて楽しむ。
グループ５
・一緒に体験する。触れ合うことを大切にする。
・疑問等をじっくり一緒に考える。
・感覚等を知る。（匂い、形、色等）
・園庭にいる虫（ダンゴムシ、アリ、チョウ）
等だけが虫ではなくいろいろな物がいること
を知り、視野を広げられるようにする。

○まとめ（話し合いから大切に思うこと）

・知識は予備である。
・自由に遊ぶこと（自分で動いて見つけて、発
見し、心を動かすこと）→放任せず子どもの
姿を見つめること。

・好きになること（心地よさを感じること）
・何度も提供、自然との接点を持つこと。
・本物に触れる。
・生きている物を大切にすることを伝える。
・見たことは忘れる聞いたことは思い出し、体
験したことは理解するので、実際にさわるこ
とは大切である。

・園庭の外も大事だが、園庭にある物、身のま
わり目の前にある物に興味を持つことを大切
にする。

・子どもたちに自然とは何かを伝えてほしい。
→自然と切り離された生活になってきて、いろ
いろな物がつながりあって生きているという
ことを伝える。

・自然とは自分たちの先輩であり、私たちは後
輩であるということを意識して生活する。

第 43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 26年８月 26日（火）
場　所 大磯プリンスホテル
講　師 水野　智美先生
 （筑波大学医学医療系准教授）
テーマ：｢幼児における特別支援｣
俯瞰図番号　D4

○気になる子どもはたくさんいる
①小学校には 10人に１人（自閉、ADHD）
→ 園には思っている以上に存在する。病院へ
いっても診断名がつかない。

②発達障害
→遺伝。一般的には言えない現実
EX① アスペルガー：長期の記憶。短期の記憶。

ワーキングメモリー。短期的な記憶が苦
手。頑張っても覚えられない。
 偏食、触覚、味覚、臭覚が非常に敏感か
鈍感。こだわりの強さ

→ 偏食：スモールステップ。初めはお皿をさわ
らせるところから。米粒４分の１から。

・ 苦手な物を見つけ、どうしたら行えるか考え、
方法を見つける

→ 終わりの時間を示す（TAタイマーがおすす
め）

EX② ADHD：衝動的、保育を乱す、教室から
飛び出す、手が出る

→ 保育者がやりがちな点は気になる子どもを同
じ机に集合させること。これらは 10 倍大変
になる。中央の前方に座らせる。複数の場合、
背中合わせになるように配置。

EX③ 発達障害：しめつけがいやでメガネを取
る、靴下を脱ぐ、全裸になる

EX④斜視： 30％の人が弱視になってしまう　
大人になるにつれ（７歳～８歳）
筋肉が硬くなってしまう。早期治
療

EX⑤自閉傾向：絵カードの利用
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→ 前の席ではなく、２番目の席に座らせる。（ま
わりの子どもをみて動くため）

③気になる保護者、気になる保育者増加
→一方的、話が通じない、期日を守らない

○保護者が子どものようすに気がつかない背景
①身近に同じような年齢の子どもがいない
②集団で子どもをみる機会が少ない
③ 自分（ご主人）も子どもの頃、同じ状況だった

○ 保護者が子どものようすに気がついている
が、認めたくない心理、傾向

①こちらが話しかけようとすると逃げる
② 我が子が発達障がいではないといってくれる
人を探している

③家庭環境のせいにしたくなる
④自宅で特訓する（ドリル　母が怖い）
⑤ 「障がいは治る」ということをうたっている
場所に通わせる

○気になる子どもへの援助方法
① その子どもの発達支援（困っている子どもの
全てに支援が必要）

→ 子どもが ｢わかる｣ 保育をすること※保育者
の話が長い。短く具体的に。

② その子どもの保護者に対する支援→親の気持
ちに寄り添うカウンセラー

③ クラスの子どもに対する発達理解指導→まず
子どもの気持ちを受けとめる

※ 気になる子どもの保護者へ話をする場合、必
ず下からいくこと。なぜなら、子どもの障が
いを受け入れるのに母は３年父は７年かかる
と言われている。また、自分が認めることで
｢子どもの将来を否定することになると｣ と
考えてしまう。

○障がいのある子どもを持つ保護者の受容過程
・精神的打撃→否定、パニック→怒り、不平等
→ 精神的混乱と無関心→あきらめと現実の直視
→新しい価値観の獲得

○現在のうつ病
①自分を責めるタイプ（従来型）：価値観が無い、
自分をダメ人間だと思う

②開き直るタイプ（新型）：やりたいことしか
できない

③微笑みうつ病：心配かけないように周囲には
見せない

〈見分け方〉
①見出しなみに気を配らなくなる
②ぼーっとしている
③面白いことで笑わない
○対応
①励まさない
②つらい気持ちに寄り添う
③無理に気分転換しない
④環境を変えさせない
⑤重大な決断は先送りにする
⑥ この程度できるなら大丈夫だというラインを
決めてもらう

○園としての対応
①子どもと１対１のスキンシップを図る
② 親の代わりにできるだけのことをしようと
思ってはいけない

③さまざまな相談窓口を使う
④子どもの状況を伝える段階に配慮する
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第 43回 　夏期宿泊研修会
全体会
月　日 平成 26年８月 27日（水）
場　所 大磯プリンスホテル
講　師 山田　宏史先生 
 （ 初山幼稚園副園長・ 

日本遊育研究所専任講師）
テーマ : 「じょうぶな体とゆたかな心を育てよ

う！」
 ―C・Cプログラムのススメ！！―
俯瞰図番号　E5－Ⅰ・Ⅱ

♪ごんべさんのあかちゃん
　「ごんべさんのあかちゃん」の曲に合わせて
手や足でぐー・ちょき・ぱーをする。
年少・・ぐーぐーぐーぐー　次はちょき
年中・・ぐーぐーちょきちょきぱーぱーぱー
年長・・ぐーちょきぱーちょきぐーちょきぱー
※ 年中、長は手だけでなく、足や手足一緒に行
う。足で行うと気づかないうちにジャンプを
している。ただジャンプをするよりも声を出
して遊びながら運動できる。

♪にょきにょきやま
二人組で手をつないで足の裏をあわせて座る。
そのまま足を上に上げる。（手の内側・外側）
「お花が笑った」の歌を歌いながら花を咲かせ
るように足を開く。
♪ズババ☆バーン！
かけ声をかけて踊る元気な体操。曲の最後に手
をつないで園名を言う。
♪なかよしわっか！
両手でわっかをつくり『わっかわっかわっか
わっかつながった』と歌いながら友だちを探し
歩く。『キーン　ガッシャーン　なかよし』で
くっつく。両手を顔の前で広げて『ワオ』
・二人組　 背中合わせで座りおしりでまわる 

立ち上がる
・四人組　 丸くなり隣の人の右足を持ってまわ

る。
・二人組　手をつないだまま一周まわる。

　　　　　にらめっこしたまままわる。
♪しえーつ！
二人組で負けたほうが『ゴリラだぞ　１ゴリラ
２ゴリラ　３ゴリラ』とゴリラの真似をして歌
いながら勝ったほうに近づく。『しえーっ』で
ポーズする。①ゴリラ②ワカメ③バック④バナ
ナ
♪ふわふわファイト
レジ袋をつかって
・投げて　拍手してキャッチ
　　　　　一周まわってキャッチ
　　　　　床にタッチしてキャッチ
・リフティング
・しごいて　手のひらにのせて立たせる
　　　　　　ロケットのように相手に飛ばす
　　　　　　 左手をつなぎおしりにはさんだ

レジ袋を取る
　　　　　　足にはさんで相手の袋を取る
・ 空気を入れて『ふわふわちょうちょがとまっ
た』と歌いながら投げて取る

※ 徒競走でも手を広げて「ここまでおいで」よ
りレジ袋を取るやり方は前傾姿勢がとれるの
でよい。

♪スーパーきんぎょ
♪ハッピーハッピー
踊っている途中に３人組で獅子舞、おみこしを
つくる。
♪みんなみんなはれマーク
『はーい　はいはい　ハイタッチ』でハイタッ
チをしていく。

CCプログラムとは、「コミュニケーションを
大切にしましょう。肌で人を感じることが大
切。」ということ。経験不足の子どもたちに、
たくさん経験させてあげたい。物がなくても人
がいれば遊べるということを伝えたい。先生が
楽しまないと子どもが楽しめない。子どもたち
と共感しあうことが大事。


