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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20日（水） ｢統合保育の意味｣
D1－Ⅰ
D2－Ⅰ

38

２ ６月17日（水） ｢行事に参加するための配慮｣
D2－Ⅱ
E6－Ⅰ

35

３ ９月16日（水） ｢保護者との連携｣
D3－Ⅱ
F1－Ⅰ

34

４ 10月21日（水） ｢他児との関わりから見た対象児の変化｣
D1－Ⅱ
E4－Ⅱ

35

５ 11月18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

６ １月20日（水） ｢統合保育の実践を考察する｣
E7－Ⅰ
E7－Ⅱ

108

◆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
東 菅 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
川 崎 青 葉 幼 稚 園

若 宮 幼 稚 園
諏 訪 幼 稚 園
梶 ヶ 谷 幼 稚 園
丸 山 幼 稚 園
柿 の 実 幼 稚 園

大 師 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）�

小 峰 幼 稚 園
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第1回	 統合保育研究会
月　日	 平成27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１人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

◎文部科学省（文科省）とは
・教育の振興、人材の育成、学術、スポーツ及
び文化の振興を図り、幼児教育、小学校、中
学校高等学校、大学、大学院、特別支援教育、
採用試験など、教育に関する取り組みをする
行政のひとつ。（文科省HPから引用）

◎文部科学省からの報告
・通常学級に在籍する発達障害が疑われ特別支
援を必要とする児童・生徒数は
平成15年在籍40人のうち6.3％
　　　　　↓
平成24年　在籍35人のうち6.5％
・少子化という現状でありながら、気になる子
は増えている。
・発達障害の行動は幼児期に出てくる。
・３才児検診→�気になる行動が顕著にあらわれ

てくる。
＊気になる行動をする子どもは以前からいた。
ベテランの保育者は
　　「大丈夫、言って聞かせればわかる」
　　「親が甘やかせているから」「そのうち変
わっていくわよ」などの考えや対応をした。
　　　　　↓
しかし、気になる行動はあまり改善しなかった
ため何が間題なのか？子どもたちの様子を観察
するなど、多少、異なる保育のやり方を求めら
れた。

◎幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教
育学校（中高一貫教育校）では、「特別支援
教育」がスタートする。
・小中学校には、特別支援学級・通級による指
導制度がある。

◎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勿論だが、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徴（生まれ持った
強い特徴）を知る。
②発達特性に沿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：�同年齢の子どもたちと比べると落ちつき

がない⇒「�なんで落ちつきがないのか？」
を考えることが大切である

　　　　　　　　　↓
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　　　　　　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。

◎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
・身につけてほ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。
・友だちとの関わりがうまくいかない。
・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、まわりとのコミュニケーショ

ンがうまくいかない。
・オウム返し、言葉でのコミュニケーションを
することができない。
・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
・落ちつきがなく、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
・部屋に入室するとこを拒むため、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
・落ちつきがない・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
連携をとることがむずかしい

－参考文献－
・子どもの発達に合わせて教える
　　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、１つずつ
教える方法

ゴール ゴール

１
１

２ ３
４

５

２
３

４
５
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第2回	 統合保育研究会
月　日	 平成27年６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：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３歳児　自閉スペクトラム症
○クラスでのようす
・背の順に並んでいる時に、前にいた他児を押
してしまった。保育者は押してはいけないこ
とを強く言ったが、走り始めてしまい、聞い
ていても落ちつかないようすだった。
＊保育者からの質問
①どのように伝えたらよいのか知りたい。
②奇声を上げている時に他児が「うるさい」と
言うようになったため、トラブルになること
を防ぎたい。

○自閉スペクトラム症（ASD）の特性につい
て知る
①社会的なコミュニケーション及び社会的交流
の持続した欠損が認められる。
・他人の存在を意識しない・・・自分のやり
たいことをする・人の立場に立てない
・１人あそびが多く、他児との感情共有がで
きない・・人とのあそびを苦痛に思う時が
ある、人と一緒に楽しめない
・集団活動から逸脱しやすい傾向がある。
・言葉が増えていかない。
・オウム返し、独り言が目立つ。
・会話がかみ合わず、関心ある話しかしない
・冗談が通じず、本気で怒ったりする。
②行動、興味、および活動が限定され、反復的
な様式が認められる。

・幼児期に年齢相応のおもちゃで遊ぶことを
せず、くるくる回るもの、きらきら光るも
の、流れる水などに、興味を示す。
・自分が回ることも好き。手をバタバタさせ
るなど、不思議な行動が見られたり、変化
を嫌いこだわりがあるので、いつもと違う
道を通ると大騒ぎになったりする。
・感覚過敏。一方では感覚が鈍い場合もあり
痛み・暑さ・寒さを感じなかったりする。
　　⇒�過敏性のために、お弁当を食べられな

い。（おかずの匂いが苦手）
� ―発達教育2015. ８　黒渾礼子著より抜粋―

＊自閉スペクトラム症の特性を理解したうえで
考えられる対応
・他児を押さないような場所に並ばせてあげる
・保育者と手をつないでいる
・なぜ、奇声を上げるのか原因を知る（何か原
因かわからなければ奇声の解決につながらな
い）
・奇声を上げる原因を取りのぞく
　　　―予防的な対応
　　　　　　㆘
子どもの行動には必ず理由がある
予防的な対応をして、そういう行動をしなく
ていいように保育者が子どもたちにどう支援
してあげたらよいのか？
どう環境を調整してあげたらよいのか？を考
えていかなければいけない。

＊保護者に伝える時に心がけること
・子どもの行動を伝え、対応も伝えること。
（�保護者はその場にいないので、不安に感じ
るので対応もしっかり伝える。）

　　　　　　　↓
＊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
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たらよいか考えるツール。

◎事例検討２　おたずねFAXより
―対象児５歳児　言葉の遅れ（主に２語文）―
○クラスでのようす
・靴を履く・シール貼り・リュックから物を出
す・ズボンをはく等、園での生活習慣をすべ
て一緒に行っている。
・�指先が不器用で、「できない、できない」と
言い、パニックになり泣きだしそうになる。
保育者は、「大丈夫ゆっくりでいいよ」と伝
えても言葉の理解がむずかしく、いろいろな
物に興味を持ち、１つのことに集中すること
がむずかしい。
＊保育者からの質問
・対象児にどうやって接したらよいのか知りた
い
・対象児が落ちついて行える対応を知りたい

＊上記のようすから考えられること
・２語文・・・２歳児の発達
・指先が不器用・・・生活するペースがかなり
遅い、失敗体験が多い、カバンのなかの出し
入れができない、
脳から指先を動かす指令がでているか？
筋力はどうか？体の動きはどうか？
歩行し始めたのはいつか？
・「ゆっくりでいいよ」・・・言葉の遅れがある
ため「ゆっくりさ」がわからない

物の加減・物をどうやって使って、「ゆっく
り上手に時間をかけてもよい」ということが
理解できない
　　　　　↓
＊ストラテジーシートを使用して「望ましい行
動④」について「何を設定したらよいか？」
＝「できる動作を見つける」

◎事例検討３　おたずねFAXより
―対象児３歳児　言葉でのコミュニケーション
がほぼすることができない　療育センターに
行っている―
○クラス・外あそびのようす
・砂場では砂を口にいれてしまう、友だちを押
すことがよくある。保育者が言葉で注意して
も理解できない。
＊保育者からの質間
・どう伝えていけばよいのか。また、押された
子どもには何と伝えていけばよいのか。

＊上記のようすから考えられること
・療育センターのケースワーカーに園訪問をし
てもらう（対象児の困っていることを見ても
らい、助言をもらう）
・初語はいつか？音・単語がどのぐらいか知り
たい
・３歳で砂・泥などを口に入れないが、対象児
にとっては感触・味がよいものである。
　＝pica行動⇒砂・壁・ボタンをガリガリする
　　　　　↓

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

背の順に並んだ時

Ａ：事前（～の時）②

前に居たお友だちを押す

Ｂ：行動（～したら）①

先生が押してはいけないこ
とを強く言う
本児は走り始めて、聞いて
はいても落ち着かない

Ｃ：事後（～になった）③

・	対象児が並ぶ場所を工夫する

・	並んだらどうしているかを視覚
的に伝える―両手を降ろして歩
く。または、立つ子どもの姿を
絵や写真にして見て理解できる
ようにする

・	上記の視覚的な手ががりに言葉
を添えて、先生がその時にどう
して居て欲しいのか、子どもの
名前を入れながら話す

事前の対応の工夫⑤

前に居る子どもを押さな
いようにする

望ましい行動④

対象児がうれしいと感じる
ようほめる、認める

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!

対象児を叱らず、強く注意
しない
次回の対策を準備しよう
何が問題だったのか？

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

朝の支度のすべてを一緒にやっ
ている

Ａ：事前（～の時）②

生活動作をすることが難
しい

Ｂ：行動（～したら）①

先生が「大丈夫、ゆっくり
やるといいよ」と伝えても
難しく、できないと思って
しまう

Ｃ：事後（～になった）③

・大きめの巾着袋を用意する
こと

・	保育者と一緒に左手に巾着
袋を持ってお弁当を入れる

・	指さしをしていく

事前の対応の工夫⑤

・	保育者と一緒にお弁当
袋に入れる

・	入れたら、巾着の袋を
しめる

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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　危険な行動なので事前に防ぐこと
・友だちを押す・・・�保育者が手をつないで防

ぐ
・どうして押してしまうかは、よく観察する。
・・・�前に何か通っただけで手を出す場合は

過敏性がある。
　　　　　↓
＊ストラテジーシートを使用して整理する。

◎グループバズ
　テーマ「各園の運動会の取り組みについて」
　　　　　―対象児に工夫していること―
☆Ａグループ
・保護者がビデオを撮りにきて、家で遊戯の練
習をする。
・リレーで走りたがらない場合、手を引いて走
る、距離を短くするなど配慮する。又、まわ
りの子どもたちが対象児を責めたりしないよ
うなクラス作りをしていく。
・参加できる内容を段階を追って取り組んでい
くことが大切である。
☆Ｂグループ
・遊戯のCDを渡し、家で聴いてもらい振り付
けは、対象児の好きな動きを入れ興味を持て
るようにする。
・学校を借りて運動会をする場合は、事前に見
学にいき場所に慣れるようにする。
・音楽の大きさ、ピストルの音に驚かないよう
に事前に声かけをする。

・手具は持ちやすいように対象児用に作る。
☆Ｃグループ
・整列や移動が苦手な対象児には、補助教諭が
ついて促したり、保護者に協力して近くに待
機してもらうようにした。
・かけっこの合図を年少は笛、年中・年長はピ
ストルヘと変えている。
☆Ｄグループ
・当日混乱しないように、目印になる子を決め
て、常に隣になるよう並ぶ順番など配慮する。
・自由あそ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。
・保護者に練習のようすを見てもらい、その後
の支援を具体的に話す。
☆Ｅグループ
・事前に、当日の補助教諭とコミュニケーショ
ンをとり関係を深めておく。
・当日のプログラム内容をわかりやすく知らせ
ておく。
・競技の順番まで、保護者席や園児係の保護者
と待っている。
・６月頃から遊びの中に取り入れて運動会に向
けて取り組んでいる。
☆Ｆグループ
・練習の時から固定の補助教諭で援助していっ
た。
・バトンを持つことをいやがるため対象児の好
きなシールをバトンに貼った。
・リレーの前後に関係性のある友だちを配置す
ることで走ることができた。
・待ち時間は、涼しい場所や「過ごしグッズ」
を用意する。
・競技の導入は、視覚的なものを使い、個別に
対応する。

◎塚越先生より講義
●行事に参加するためのサポート例
初めて行事に参加する＝行事の様子をイメー
ジできない。（とびらP.20参照）
①　事前に当日の見通しを伝える

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

砂場あそび

Ａ：事前（～の時）②

砂を食べる

Ｂ：行動（～したら）①

「食べてはいけないよ」と
言う

Ｃ：事後（～になった）③

・保育者と一緒にいる
・	オモチャと遊ぶ
・	遊び方を教えていく

事前の対応の工夫⑤

大人が危険な行動にいか
ないように防ぐ

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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　　⇒去年のVTRや写真が有効
②　リハーサルは、当日行う場所がよい
　　⇒行事のようすがイメージできる
③　�待ち時間を「過ごしグッズ・場所」を用意

する
④　�かけっこ・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よい。
⑥　保育者と一緒に参加するのもよい
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　練習の仕方に工夫する
　　（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

（�変化が苦手な対象児、なるべく練習時間
を決める（お弁当の前、帰りの前など）

②　最初から参加させないと決める
（�保育者は、対象児が何に不安を感じてい
るのか知ろう）

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）

●感覚について知る
発達に偏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。

☆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でる場合が
ある。
・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。
＊音の場合：音のレベルを調整
＊シャワーの水：他児にようすを見せる

　　　溜めた水を自分で自分の体にかける
＊�特定の服や素材：�少しずつ着る、触る、避

ける

☆感覚の過敏性と鈍感性
・視覚―�電気をつけるとまぶしくて目がチカチ

カする、部屋の電気を暗めにする
・聴覚―�音や声がうるさいと、大きく両手で耳

をふさぐ
・�触覚―�のりがさわれないのですぐに手を洗

う。
　　　　�特定の服の素材が不快なので、夏服か

ら冬服へ衣替えができない。
・臭覚―�特別な匂いを好む、またはお弁当の匂

いが気になり食べられない。
・味覚―�アルミ箔を噛む。極端な偏食、金属製

のフォーク・スプーンを口に入れられ
ないため、シリコン製、木製のものを
使って食事をする。

・触覚―�さわられることを極端に嫌がる、保育
者の手をさわるなど。

―参考文献―
・これでわかる発達障害

成美堂出版　2013
　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27年９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：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：｢	保護者との連携｣
俯瞰図番号　D3－Ⅱ　F1－Ⅰ

◎塚越先生より
・気になる子どもたちが障がいを持っているか
どうかを判断する必要はない。
　　　　　↓
発達障害を持っているかどうかは、医療の専門
家（小児神経科・小児精神科の小児科の先生）
が発達検査の結果をふまえて判断する。
・発達検査は、心理士と２人　落ちついた場所
で検査したもの
→�数値は、その時間・その時のデーターであ
る。

・保育者がすること：
①　子どもの特徴（特性）を知る
②　子どもにわかる伝え方をする。
　　�声かけだけでは十分ではない。保育者も

一緒に動くこと。
③　子どもの得意なこと・できそうなこと
　　好きなことを知っておく。
　　　　→自己肯定感を育む。

◎事例検討１　おたずねFAXより
―対象児５歳児　診断名なし
　　集中力、落ちつきにかける―
○対象児の様子と保育者の思い
・他児に手がでることが多く、気に入らないこ
とがあると近くにあるものを投げてしまう。
・叩く、投げる、蹴る、等といったことがあっ
た場合、その場で話しを聞き注意をしてきた。

また、力いっぱいになりかけた場合は、やり
すぎる前にとめに入った。
手が出る前に止めに入れば、友だちに謝るこ
とは減るとは思うが、子ども同士の関わりも
大切にしてあげたいと思う。

＊５歳児とは？
・状況判断ができる
・目に見えないものも言葉で理解し行動できる
・人の気持ちを想像することができる

＊対象児のようすから発達の特徴を考える
・他児に手が出る→どうして手が出るのか？
　　　　＝コミュニケーション力不足
・ものを投げる→５歳児ならこの行動は出ない
・投げる、蹴る→学んだ行動であるため、自分
がやられたことがあるか、見たことがあるか
などが考えられる。（虐待も含む）
・力いっぱいになりかけた場合

→力の加減ができるのか？
　�できなければ危険を伴うことがある＝抑
制力が弱い。

　　　　　　↓
療育センターをすすめたり、就学前に支援につ
なげることが必要である。

◎事例検討２　おたずねFAXより
―対象児４歳児　精神発達遅滞―
○対象児の様子と保育者の質問
・製作時、自分ができないとわかると持ってい
るもの（製作物や紙など）を噛んで「できな
い　できない」と大声で泣いてしまう。
・製作が始まる前に、対象児に落ち着けるもの
（粘土）で遊んで待ってもらい、一通り他児
を保育者が見終わった後、製作を始める。
この対応でよいのか。

＊対象児のようすから発達の特徴を考える
・持っているものを噛む・大声で泣く
→緊張・不安が強い。抑制力弱い
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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。）

コップを排水口の所に置き

水が流れるのを見て遊ぶ

・手洗い後に本児がすごせる場所を決める

　→手洗い場が見えない所

・好きなあそびをその場に用意する

・本児が１人でその場に居られない時は、

　他の先生にこの時だけ一緒にいてもらう

・他児が手洗い・うがいを終えたら保育者

　が本児を手洗い場に連れて行き、うがい

　・手洗いを一緒にすませ、クラスにもど

　る

ハブラシ・手洗いをしたら、保育者

と一緒にハブラシをしまう

（好きなあそびへとさそう）

ハブラシ・手洗い　できたことをほめ、

好きなあそび・絵本にさそう

先生の言葉をオウム返しする
まだ、水であそんでいる

やってはいけないことを伝える

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　うがい、手洗いの時間

対象児のイニシャル：事例３　　　年齢：４歳　　　対象児の特徴：同じことを何度も繰り返す　　　記録者名

④ この時、先生はどうしましたか？

好きなあそびを示して、保育者が本児を手洗い場

から、他の場所につれて行く

・精神発達遅滞→�１歳ぐらいの遅れと思って対
応するとよい。

・製作の始まる前の取り組みは、対策を練って
実行しているのでとてもよい。

＊ストラテジーシートを使用して整理する。

◎事例検討３　おたずねFAXより
―対象児４歳児　同じことを何度も繰り返す―
○対象児のようすと保護者の質問
・水あそびが好きで、うがい・手洗いの時間に
コップを排水口に置き、水が溢れるのを見て
楽しむ
・歯ブラシを洗い歯を磨くが、少しすると歯ブ
ラシで流しを磨き始める。
やってはいけないことを伝えても「いけない」
「ダメ」「わかりました」をオウム返しに言う。
どのような声かけをして伝えたらよいのか。

＊対象児のようすから発達の特徴を考える
・水が溢れるのを見て楽しむ
→�水の流れ・排水口に置いた時の水の溢れ具
合・コップから水の跳ねる感じが、楽しい
面白い、刺激的で脳が快の感情を感じてい
る。・・・�感覚刺激を求める。やりたい時

にやる。

＊どう対応したらよいか？ストラテジーシート
を使用して整理する。

○クラスで使える“ついたて”
　　　環境を工夫するアイデア

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

保護者に伝える。
　�保護者は、園での子どものようすは知
らない。できるだけ、わかりやすく伝
える。
　３分で伝える。

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、実際どう感じたか話し
合う。

◎塚越先生の講義
●保護者はなぜ子どもの特性を受けとめがたい
のか。
・家庭では、問題が見えにくいが、集団の中で
目立つ。

クラスで使える“ついたて”
　　　　　　環境を工夫するアイデア

厚めのダンボールで

作れます。

子どもによって周囲

の子どもたちやもの

に影響されやすい特

徴をもっています。

このついたてのなか

で遊んだり、着替え

をしたり、支度をし

たりできます。高さ

は子どもの肩あたり

までにしましょう。

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。）

　持っているものを嚙んで

「出来ない !」と泣く

・製作の時間の前に落ち着けるものを

　　　　　　　　　　　　　（粘土）

　与えて、個別対応ができる時まで待っ

　ていてもらう

個別対応をして、保育者と一緒に

製作をする。

保育者が個別対応できるまで待っていた

ことをほめる。

「粘土をして待っていてくれて、ありがとう」

　　何もできなくなってしまう

声かけするが話をきいてもらえない

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　製作の時間に、自分が

できないと分かると、

対象児のイニシャル：事例２　　　年齢：４歳　　　　対象児の特徴：　　　　　　　　　　　　　　記録者名

次回、粘土以外にも好きなものを2 ～ 3 用意しておく。
今はとり合えず、制作物・紙を口から出し、落ち着くま
で待つ

④ この時、先生はどうしましたか？
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・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
・叱ったり、強く注意すると、一時的に行動が
落ちつく。
・集団の中でわが子を見た時に、他にも同じよ
うな子どもがいるので、何も特別に考える必
要がない。

●なぜ、保育者は保護者と連携をとる必要があ
るのか。

発達が気になる子どもたちが思春期・青年期に
なり、自分の苦手な事がはっきりとわかった時
→受けとめきれず、引きこもり、親を攻撃する
場合がある。
　　　　　　　　　　　↓
このため、早めに養育者が子どもの特性を理解
して、支援することで、子どもの自己肯定感が
低くならずにすむ。
子どもの能力と興味にあった目標を探し、支援
する。

●家庭内で対応をお願いする時は、保護者が取
り組みやすいことから

・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時は、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１つ選んでもら
うのもよい。
・保育者は、保護者の頑張りを認める言葉をか
ける。

●年長児をもつ保護者の思い
就学＝大きなチャレンジ、大きな環境の変化
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

必要性がある。→通常の集団から外される
→不安・抵抗

理解と支援が必要な個性として、子どもを育て
ることを保育者が伝えていく。

―参考文献と資料―
・発達障害者支援フォーラムIN　横浜
～�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
　　（研修資料　H25.8）
成田奈緒子（文教大学教育学部、小児科医）

・気になる幼児の育て方
　　　　―�子どもの「寄り添う」ことで、より

支援がわかる―
石塚謙二（編集）東洋出版社　2010年

・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
―子どもとの関わり方　医師は？保護者は？
東京医科大学小児科　宮島佑
乳幼児健康審査会研修会資料　2007年
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第4回	 統合保育研究会
月　日	 平成27年10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代表）
テーマ：「他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５歳児　自閉症―
〇対象児の行動
・夏休み後、言葉が増えたが集中力が低下した
ようである。
・製作を行った際、心ここにあらず、声をかけ
ると一度は意識を向けるが、すぐに集中力が
散ってしまう。
・気分転換に散歩に行くと少し集中が続くよう
になるが、夏休み前に比べると短い気がする。
　　　　　　↓
どのような対応をしたらよいのか？

○事例１を考える手立て
・保育者が自分の“感じ”で対象児の行動を捉え
ている。
⇒�集中力が低下しているように思えた、心こ
こにあらず、意識を向ける、短い気がした

・保育者の“感じ”で判断はせず、記録を取る
（メモする・⃝×・数字を書く・具体的に）
→�どの位の時間か？　どんな場面で？　毎日
なのか？

・具体的な情報がわからない中で、対応を考え
るのは危険である。

＊こだわり行動は、同一性保持といい同じこと
を繰り返すことで安心する。
こだわりを受け入れることも大切である。

◎事例検討２　おたずねFAXより
　―対象児３歳児　自閉症スペクトラム、
　　　　　　　　　　　　　　知的障害―
○対象児の行動
・�２学期に入り自分の席に座れるようになった。
保育者は、自分の席に座れている対象児をほ
める。
・しかし、まだ席につかず１人あそびをするこ
との方が多く、席に着くように促そうとして
も大声を上げて拒否したり、一度座っても元
の位置に戻ってしまう。
・今は無理に着席させないが、クセをつけると
いう意味で、少しずつ強めに席に着くことを
教えていくべきか？

○事例２を考える手立て
・どのような場面で、どの位の時間、着席がむ
ずかしいのか知ると解決のヒントがそこから
生まれる
・なぜ、保育者が席に着くように促すと大声を
上げて拒否するのか？
・“促す”とは、具体的にどうしているのか？
　対象児は、自閉症スペクトラム・知的障害と
診断がでている。特性を考えた対応を。
　　　　　　　↓
全体の指示の時は、個別対応をすること。
部屋の隅に机を置き、好きな遊びをさせておく。
視覚教材、指さしで繰り返し教えていく。

・自閉症スペクトラムについて知る。
　⇒抽象的な言葉はむずかしい
・知的障害について知る
　⇒�５歳以降に発見されることが多いが、早期
発見、早斯介入で成長や発達が期待できる。

　　�出生前の原因が８割。生後、知的障害にな
ることはまれだが、外的要因（事故･病気）
の場合もある。

　　�空間、時間、数量、性質などの認識が弱く
状況に合わせた行動をすることがむずかし
い。
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＊知能の発達の目安
・０～ 10ヵ月
　　�外界に関心も持ち、見えたものを触ろうと

する。なん語（まんま、ブー、など）を発
する。

・10ヵ月～２歳
　　歩くようになり、行動範囲が広がる。
　　�食事、着替え、片づけなどを自分でやろう

とする。
・３～４歳
　　�他人と自分が違うことを理解するようにな

る。
　　�「どうして」「なぜ」等の質問をするよう

になる。
　　自分の思ったことを言葉で伝えようとする。
・５～６歳
　　�自分の力で行動し、集団生活にも参加でき
る。

　　�運動能力が発達し、自分の思うように体を
動かせる。

＊能力の発達に遅れがあるかどうかは専門的な
検査をして知る
・知能指数　50～ 69　軽度
　　�身の回りのことはほとんど自分でできる
が、言葉や抽象的なことの理解に弱さがある。

　　�学習能力、考える力があり、高い技術の習
得が求められなければ、仕事も充実できる。

・35～ 49　中等度
　　�乳幼児の言葉の遅れはあるが、コミュニ

ケーション力はある。適切な療育で小２位
までの学力が習得でき、環竟に配慮があれ
ば仕事も十分にできる。

・20～ 34　重度
　　�乳幼児期はほとんど会話がなく、学童期に

なると会話、食事、排泄など基本的生活習
慣を身につけることができる。

・20未満　最重度
　　�ほとんどの人が、快・不快をあらわすぐら

いで言葉を使うことは少ない。適切な療育

によって能力の成長は見られるが、常に周
囲の保護や支援が必要。

＊学力だけが知能ではなく、他にも必要な能力
がある
・知�的な能力＝人間が生きていくために必要な

能力（読み書き、計算、計画、予想、論理
的な思考）

・適応能力＝社会の中で生きていく能力
　　（排泄、食事、歩行、服の着脱、手伝い、
　　役割を全うする、など）
　　　　　↓
人間が自立した生活をするには、両方の能力が
必要、できない時は人の力を借りる。

◎事例検討３　おたずねFAXより
―対象児４歳児　自閉症スペクトラム―
○対象児の行動
・製作の説明をしている時、朝や帰りの集まり
の時など対象児が何をしたらよいのかわから
ない時に、パンツの中に手をいれたりパンツ
を下ろしたりする。
・保護者も止めさせたいと思ってるようで現在
取り組み中だが、以前よりも回数が増え気に
なっている。
　　　　　　↓
効果が見られる方法が見つかるまで、今のやり
方があっているのか。

○事例３を考える手立て
・どの位の時間、どういう活動の時にしている
のか、ただ手をいれているだけか、など観察
して記録する。
　　→対応のヒントがある。
・気になる行動をしていない時を観察する。
　　→ここに安定している環境がある．
・｢何をしたらいいかわからない時｣ にやるよ
うなら、対象児のわかる環境にしてみる。
・気になる行動をした時だけ、注意をする、声
をかける、その結果　→
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　　　気になる行動＝保育者の注意を引く
・気になる行動をしていない時の保育者の行動
を振り返る。できて当たり前と思ってない
か？

◎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」
☆Ａグループ
・運動会後、まわりの子どもが手をつないで一
緒に座るよう声をかけると対象児はいやがら
ずに座った
他児も補助教諭の関わっている様子を見て学
び、対象児に上手に関わっていた
・保育者と一緒に遊びに入ることで気の合う友
だちができた。
☆Ｂグループ
・ままごとに興味を示し、他児と同じ空間で遊
んでいる。
・対象児の名前を覚えて挨拶したり、声をかけ
ることが増えた。（年少児）
☆Ｃグループ
・１学期は、集団の流れについてこれなかった
が、他児と関わる中で少しずつ言葉が出てく
るようになり、まわりを見てついていこうと
する姿が見られるようになった。
☆Ｄグループ
・「手をつないで部屋まで行く」と目標を立て
たことで、子ども同士で手をつないで走れる
ようになった。
・友だちとの関わりが持てるように、クラスで
の遊びを取り入れ他児と関われるようにした
できないことは、友だちに手伝ってもらうま
でになった。
☆Ｅグループ
・他児の名前を言うようになり、友だちの意識
が出てきた
・他児が積極的に対象児と関わり、できたこと
をほめたり、手伝う姿が見られるようになっ
た

☆Ｆグループ
・保育者と１対１でないと入室できなかったの
が、「○○くんと行く」など、友だちを求め
るようになった。
・友だちとの関わりを深めたことにより、自分
だけというより集団のクラスにも目が向けら
れるようになった

◎塚越先生の講義
●他児との関わりを少しずつ増やしたい時
　　→スモールステップの考え方を取り入れる
１、�まず、信頼でき甘えられる保育者と遊ぶ機

会を持つ。
　　�保育者は対象児にとってやさしく、安心で

きる人になること。
２、他児と一緒にいられる機会をつくる
　　（例：�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絵本を楽し
む機会をつくる）

＊�対象児と他児の体が近すぎるので注意す
る。トラブルを避ける。

●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。
・保育者が対象児の思いを時には代弁する

→「きっと～って言いたいんだよ」
・生活を共にする中で、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
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●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
持ちに共感する。
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。

●他の子どもと遊ばせる必要はあるのか？
・子ども自身が友だちと遊びたいと思っていな
いのに他の子どもと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、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
ないと思いこまないこと。

―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
・知的障害の子どものできることを伸ばそう！
　　向後利昭　監修　2013年　日東書院
・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
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第5回	 統合保育研究会
月　日	 平成27年11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：	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　D1－Ⅱ、E4－Ⅱ

◎事例検討１　おたずねFAXより
―対象児５歳児　自閉傾向―
○対象児の行動
・自由あそびの時にドレスを着る。①時計でい
つになったらドレスを交代するのか示すと、
自分で脱いで次の子に渡すようになった。
・そこで、ジャンケンで順番にできるかやって
みると、勝ったら１番目・負けたら２番目を
理解しているがゆえ、負けると「もう１回」
と勝つまで繰り返す。そんな時は対象児の流
れに任せてよいのか？
負けた時に、｢２番目だから少し待ってね｣
と言うと待ってはいられるが、借りるまでド
レスを着ている子から離れず、じっと見てい
て遊びを他に見つけられなかった。
→どのように進めていったらいいか？

―塚越先生より―
・下線①→対象児の特性がでている。
・おたずねFAXから、負けた時に、待つことが
できることが確認できる。
→�待てることをほめて、認めてあげることが
大切。

・５歳になったので、我慢することを覚えてい
く。また、身につけていかなければ、これか
ら生活していく上で大変になる。友だち関係
もむずかしいことがたくさん出てくるので、
今回、遊びの中で教えているのでいいことで
ある。

◎事例検討２　おたずねFAXより
―対象児３歳児　自閉症スペクトラム―
○対象児の行動
・10月後半頃から男児用便器よりも、和式で
排泄することが増えてきた。自ら和式のトイ
レを使用したいと伝えてくる。和式ではズボ
ン、パンツを脱ぎ立って排泄するため便器の
中に尿が入らずまわりを汚す。その後、ズボ
ンとパンツを手に持ち、性器を触りながら移
動する。そして、担任に「ズボンをはかせて」
と言ってくるので手伝っている。
→�このような行動がどういうことをあらわし
ているのか、どこまで止めればいいのか教
えて欲しい。

・何か大きなきっかけはなく夏休み後から上記
の行動が見られた。

―塚越先生より―
・今までできていたことと違う行動のため、１
つのこだわりと捉えてもよい。
・どうして和式で排泄したいか　まだ話してく
れないということは、
→�語彙力、表出言語、理解力までがおいつ
いていない。

・「和式で排泄したところで、ズボンとパンツ
をはかせる」ということを一つの目標にして
取り組む。
　　　　　↓
　これからどう変わっていくか記録を取る。
　和式は､扉があるので「１人で静かにしたい」
なども考えられる。

◎診断名（自閉症スペクトラム）を理解する
・特性―対人関係の面が弱い・こだわりが強い
・その他いくつかの特徴がある。
・保護者の養育が原因ではなく、原因の詳細は
まだわかっていません。
＊幼少期の特徴
・�人が見たり指さししたものに関心を示さな
い、呼びかけられてもあっさりしている
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・�孤立していたり、まわりの人との関わりは
あっさりしていたり、一方的だったりする
・空気が読めない、冗談や話の文脈の理解が弱
い
・独特な言葉使い、大人のような話し方をする
・発語が遅い、周囲の言うことを復唱する
・独り言が多い場合もある

◎自閉症スペクトラムの診断名を持つ子ども達
の特性を知る
・同じ遊び、同じ行動を繰り返す
・好きなこと、やりたいと思うことが特定して
興味の範囲がせまい
・方法や手順、ペースがいつも同じようにした
がる
・状況に合わせて柔軟に行動を変えることが弱
い・突然の変更を求められる時には不安定に
なる可能性が大きい
・ルールを守る、思いが強くその分野で人に負
けたりすることに柔軟に対応することがむず
かしい

事例検討３　おたずねファックスより
―対象児３歳児　自閉症スペクトラム―
○対象児の行動
・人と関わるのが好きで、人見知りをしない。
どの保育者のことも大好きで、手を広げると
選ばず迷わず走っていく。
最近、年中の女児にとても親しみを持ち、姿
を見るだけで笑顔になり、自分から駆け寄っ
ていくようになった。他の子どもでも抵抗す
ることはないが、今後このようにクラスでも
親しみをもっている子がいた方がいいのか

―塚越先生より―
・人見知りは、生後八カ月から出てくる。
→今までお世話してくれている人（＝安心する
人）だということをわかっている。また、抱
かれた感じ・表情・声のかけかたを全身で感
じているので、違う人が抱くと泣く

・対象児の成育歴は、人見知りがなく育てやす
かった
　　　　↓
歩き始めると、１人でどこにでも行ってしまう。
・�幼稚園など知っている安全な環境のなかで
は、この状態を受けとめていいが、外にでか
ける時には、必ず手をつなぐこと。
・走らないように、又どこか危険なところにい
かないように気をつけること

◎嫌な時・困った時・やりたくない時に伝える
言葉を学ぶ　⇒社会性を育てていくこと
・我慢をしなければならない時
・機嫌が悪い時
・諦めなければならない時

◎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
　　下記の３つの質問について考える
①対象児の特性を理解できるようになったか？
②保育者として自分を知る機会になったか？
③すべての子どもに対して、肯定的な対応を心
がける保育者になれたか？

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

視覚の手がかりを使う

相手から
学ぶことになる

理解・記憶・聞く力

やりとりの難しさを知っておこう

積極的に教える
「やりたくない」
「見ていてもいいですか」
「～やりたかった」

「わかったよ」
「座って見て
　　　いてね」
「～して待って
　　　いてね」
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☆Ａグループ
①対象児に合った目標を考え、向き合うことで、
特性が理解できるようになった
・スモールステップを考え直すことで、対象児
の対応の仕方が変わった
・個々に特性が違うのですべて理解するのはむ
ずかしいが「どうしたらよいか？」など対象
児を理解しようと前向きに捉えられるように
なった
②経験を重ねると当たり前になってしまうこと
が、個々にあったレベルに合わせる大切さを
気づくことができた
③対象児に「どうして、できないの」と強めに
言ってしまうことがあったが、まわりの子ど
もたちの関わりを見ていると保育者も焦らず
優しく対応しようという気持ちになった
対象児・まわりの子どもたちから学ぶことが
たくさんあった

☆Ｂグループ
①特牲を理解できるようになったが、言葉かけ
があっているのか悩むことがある
・パニックになった時に原因を考えられるよう
になった
②グループバズを通して、他園の保育者と話す
ことで自分の反省点を今後は少なくしていこ
うと考えられるようになった
③自分のとっている行動が肯定的なのか・否定
的なのかわからない時があるが、すべての子
どもの気持ちを理解して子どもに関わってい
る

☆Ｃグループ
①グレーゾーンの子どもの保育の進め方がよく
わからないところがあった
・対象児の特性は理解することができた
②クラス全体の保育を改めて考える時間になっ
た
・記録することにより、考えたり心を大きく持
ち子どもを受けとめることができた

・どこまでどうすればいいのか判断することが
むずかしい
③日々の保育で対象児にとって何がいいか考え
るが、忙しいと言いすぎてしまったり、わかっ
ているが肯定的にというのはなかなかむずか
しい
→肯定的な対応を心がけていきたい

☆Ｄグループ
①対象児が持っている敏感性やこだわりなどを
知り関わりを持てるようになってから、小さ
なサインも気づけるようになり喜びを感じた
②グループバズの中で他園の保育者の取り組み
を聞いてたくさんやってみようと思った
・おたずねFAXの中で同じように迷っている話
を聞けて自分を知る機会になった
③集団の中で少ずつ馴染めるように考えてやっ
ていきたい
・スモールステップで目標を立て、できなかっ
た時にはストラテジーシートを使い次への取
り組みにつながった

☆Ｅグループ
①特性を理解した上で、対象児のペースに合わ
せることが大切だということがわかった
②できるようになることにこだわっている自分
がいたが、視野が広く持てるようになった
③個々にあったスモールステップで他児とは比
べない
④できないことよりも少しずつできることを取
り組むようにしている

☆Ｆグループ
①対象児の特性すべてを理解するまではいかな
いが、スモールステップやストラテジーシー
トなど支援する方法を学べたため、理解する
努力はできるようになった
②塚越先生の講義を聞いて、自分の気づいてな
い部分を知ることができた
③すべての子どもに対し肯定的な対応はしてい
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るつもりだが、むずかしい時もある
・研究会で大切さも学んだので、肯定的な対応
を心がけていきたい

◎塚越先生の講義
●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」と思える心の状態
・幼少期の生活・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
素だと考えられる
・対義語は「自己否定感」

　―生きることと自己肯定感より
　� 高垣　忠一郎（著）

●自己肯定感を育てるヒント
・自己肯定感とは文字通り、自分を肯定してい
る感覚のこと。自己肯定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、いわゆる自信がない状態が
うまれがちである。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
●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。
我々が、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、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」「自分が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。
・特に、自己肯定感の低い子ども「どうせおれ
なんか」というような子どもに、何かいいと
ころを見つけて、「これ、君のおかげで助かっ
たよ。ありがとうね」と言うとすごくうれし
そうな顔をする。
なぜかというと「どうせおれなんか、おらん

ほうがいい」と思い込んでいる。
そういう自分にありがとうと言ってもらえた
ということは、自分みたいな人間でもちょっ
とは人の役に立っているのかな、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

●支援で変わること、変わらないこと
・支援をしても発達のつまずき、遅れをなくす
ことはできない。しかし、子どもの生活は大
きく変わる
　　　　　　　㆘
特性のあらわれ方が変わる。対象児の気持ちや
考え方も支援次第で変わる
・対象児の得意なことを伸ばし、苦手なことを
補う考え方が大切である
・生活をする力を身につける→就学するまでに

＊変わらないこと
・傾向、特性は残る
・別人にはならない

●対象児の姿

―参考文献―
・自閉症スペクトラムがよくわかる本
　　　本田秀夫著　講談社　2015
・発達璋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　講談社現代新書2016

対象児への支援と保護者への支援の継続をお願いする

理解をして
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




