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第１分科会

第56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28年１月20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
「１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
―対象児年少児　診断名なし―
○入園当初のようす
・�初めての集団生活
・�語彙が少なく、ほとんど言葉がでない
・�発する言葉のほとんどが、保育者の言ったこ
とをオウム返しする
・�集中時間が短く、離席したり、部屋から飛び
出したりしてしまうことが多い
・�一方では、何事にも興味を示し、時には他児
の弁当を食べようとしたことがある
・�自分の気持ちが伝えられず、手が出てしまう

＜１学期の目標＞
目標①　登園後の支度を自分でする
＊具体的な取り組み
・登園後、受け入れをした保育者が共に支度を
する。バス玄関で子どもたちを受け入れる
保育者は担任とは限らない
・�年少１人１人にマークを用意する。下駄箱、
机、棚、席につけ視覚的にわかりやすく伝える
　　　㆘
＊取り組み経過
・�靴を指さしながら「靴しまいにいこうね」と
援助を続けていくことで、靴を持ち「おくつ！
おくつ！」と言いながら玄関まで歩いて来ら
れるようになった
・棚の前に立つとそばで見守るだけでマークを
探しカバンを棚に置くようになった

・できないことがあると泣くため、保育者が援
助し続けている

目標②　友だちに手を出さない
＊具体的な取り組み
・必ず担任どちらかがそばにつき、目で動きを
追い把握する
・好きな遊びを複数用意し、トラブルが起こら
ないようにする
→上記のことを心がけ、手が出ない環境作り
　　　㆘
＊取り組み経過
・対象児の思い通りにならない時
　→・使いたいおもちゃが使えない
　　・自由に廊下や外へ出られない等
心が落ちつかない場合は、担任の１人が付き
添い、無理に保育室に戻らず落ちつくまで待
つ
・よい悪いがわからないため、笑いながら手が
出てしまうことがあることもわかった

＜２学期の目標＞
目標①　朝の会、製作の時間は席につく
＊具体的な取り組み
・必ず担任がそばで腰をおろし、安心できる場
所を作る
・製作の時間は、全体への指示をした後、個別
の時間を設けて、ペースに合わせる
・いつ、どのようなタイミングで離席するのか
観察し把握する
　　　㆘
＊取り組み経過
・そばにつくことで対象児が落ちつき、朝の会
に集中してシール貼りや歌をうたう等、会に
参加できるようになった
⇒�担任がすぐそばにいなくても、少しずつ活
動に参加したり順番を守れるようになった

＜今後の課題＞
・預かり保育中に他児の顔を触ってしまう時が
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あるため、必ず保育者が側につく
・言葉はいまだにあまり発することはないが、
周りで話す友だちや保育者の話を聞いて模倣
することが増えてきた。そのため、「ありが
とう」「ごめんね」と場面に合った言葉を伝
えていく

＜１、２学期の取り組み後の
� 対象児と他児の様子＞
・安心できるクラス、保育者、周りの友だちを
少しずつ覚え、園生活に慣れてきたように見
える
・他児が「○○ちゃん、一緒に遊ぼう」と誘っ
たり、泣いていると「どうしたの？」と声を
かけてくれるようになった

＜まとめ＞
・４月当初は楽しいあまり、部屋から飛び出し
てしまうことが多かった
・保育者が少しずつ対象児と個別時間を設ける
ことにより、対象児がどのくらいのことがで
きるのか、考えたり提示したり、援助できる
ようになった
・担任２人で対象児のようすを話し合った
・中のよい友だちとの関わりを増やそうとした
・職員会議で対象児のことを伝えると、園全体
で共有し気にかけてもらえた

◎事例２
―対象児年中児　自閉症スペクトラム�
� 合併障害（知的・発達障害）―
○相談機関―川崎市北部地域療育センター
○入園当初の様子
・週３日登園（２日はセンター通園）
・４月、母子ともに園に慣れるため母と一緒に
保育に参加する
・集中力が続かず、思いが通らないと泣き崩れ
気持ちの切り替えができず叩くなどの自傷行
為をする
・視線が合わない

・言葉での意思の疎通がとれない
・感覚過敏で、手のひらで物に触れず手の甲で
物を確かめる
・高低差の感覚がなく、高いところにも怖がら
ず登る
・ホール・職員室・トイレなどが見えると、泣
いて走って保育室にいく

＜１学期の目標＞
目標①　新しい環境に慣れる
＊具体的な取り組み
・バス到着後、正門まで迎えにいき、抱っこ又
は手を繋いでクラスまでいく
・言葉が出ないので、手のひらでタッチをしな
がら「おはよう」と挨拶する
・�常に補助教諭がそばにつき、事前に声をかけ、
視覚の手がかりを使い、次の活動に移れるよ
うにする
　　　㆘
＊取り組み後
・�担任が迎えにいき、手を繋ぎ保育室までいく
とスムーズに入室できるようになった
・�ホール・職員室・２階にもいかれるようになっ
た

目標②　登園後の支度をする
＊具体的な取り組み
・写真や絵カードで伝え、手順を明確にする
・手先が不器用なため、園服のボタン外しや着
脱、巾着やリュックの開け閉めは手を添えて
保育者が行う
・棚などにカーテンをつけてクラス内の整理を
し、視界から取り除き集中できるようにする。
　　　㆘
＊取り組み後
・声かけ、場所を指さすだけで、身支度ができ
るようになった
・リュックをフックにかけるのが難しいので、
隣の子のリュックを取りロッカーを広くする
→手助けするとかけられるようになってきた
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目標③　他児と同じ場所にいる
＊具体的な取り組み
・１日１回は必ず「カラー帽子。もも組」と声
をかける
・事前に次の活動の写真を見せて一緒に行動し
た
・外からの刺激が入らないように、また保育者
が声をかけやすい位置にする
　　㆘
＊取り組み後
・気分がすぐれず泣いたとき、以前はブランコ
に乗ると切り替えができたが９月頃から他児
と一緒の空間にいられるようになった
・現在は、ブランコに乗らなくても切り替えが
スムーズにできるようになってきた

＜２学期の目標＞
・目標①　排泄ができようになる
＊具体的な取り組み
・排泄記録ノートを作り、補助教諭と連携しな
がら記録する
･�便座に座っているときに「おしっこしーしー」
等　声かけをする
・オムツは必ずトイレでかえるようにして、そ
の際に「おしっこトイレ」と声かけする
　　　㆘
＊取り組み後
・便座に座れるようになったが、まだ、排尿で
きない
・「おしっこしーしー」と声かけすると、本児
も真似をして「しーしー」と便座に座りなが
ら言うようになった
・排泄記録ノートをつけたことでどのタイミン
グで排泄しているか少しずつわかるように
なってきた

目標②　食事（自分で食べられるようになる）
・ご飯が食べ終わるまでデザートを我慢できる
ようになる。
・手先が不器用なためフォークやスプーンです

くうのがむずかしい。一緒に持ち補助している。
　　　㆘
＊取り組み後
・ご飯を食べ終わるまでデザートを我慢できる
ようになった
・スプーンに乗せると口まで自分で運べるよう
になった
・給食やおやつ等いつもと違うものは食べない
（自分のお弁当箱ではないとダメ）
　　　㆘
12月のもちつき誕生会で、みかんやおもち
を食べることができた

目標③　友だちと接点を持つ
＊具体的な取り組み
・友だちといて安心できるように、他児と触れ
合う時間も遊びの中で作る
・他児と触れ合えるように、他児に手を繋いで
もらうなど機会を必ず設ける
　　　　㆘
＊取り組み後
・クラスの子どもから声をかけられる姿も見ら
れるようになった
・主にブランコ遊びだったが、他児が誘って一
緒に遊んでくれるようになってから、違う遊
びにも広がりがみられた

目標④　運動会や発表会に参加する
＊具体的な取り組み
・保護者に事前に来てもらい練習のようすを見
てもらう
・手具、冠や衣装は事前につけ慣れさせる
・行事前は特定の補助教諭についてもらい練習
方法を共有する
・他児に協力してもらえることはお願いする
　　　　㆘
＊取り組み後
・保護者に練習内容やようすを伝え実際に見て
もらうことで声かけ等統一できた
・手具や冠、衣装を着用し事前に個別対応を重
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ねることでいやがることなく参加できた
・特定の補助教諭が対応したことで混乱なく行
事に参加することができた

＜３学期＞
・便座に座れるようになったので日々積み重ね
トイレで排尿できるようにする
・友だちとの関わりを多くし、他児と一緒に活
動に参加する
・進級に向けて、環境の変化に戸惑わないよう
年長児クラスを見にいくなど対応する
・母親に今の状況を知ってもらうことが大切

＜感想＞
・その子にとって今、何が必要なのか、どうす
ればスムーズにサポートできるのか、周りの
大人が考え、その子にあった援助の方法を見
つけ実践することが大切だと思う
・自然に子ども同士が関わるように、配慮する
ことや保育者が子どもの見本になるような言
葉・行動の大切さを感じた
・母親の精神疾患とみられるが、降園後、毎日
園のようすを聞くこと・他児と同じレベルで
やらせたいことが強いこと・又保育者の一言
一言に敏感に反応してしまうことで保護者対
応がとてもむずかしく悩んだ
・園全体で親の状況を共通理解し職員がアドバ
イスや相談にのってくれた環境があった
・研究会に参加し、おたずねFAXで教えていた
だいたことを実践してみると子どもの成長に
繋がった

◎事例３
－対象児年長組　精神発達遅滞－
○相談機関　川崎市幼稚園協会
　　　　　　　幼児教育相談室

○入園後のようす
年中の３学期に担任から幼児教育相談室をす
すめる

・平成27年７月、相談室にてＡちゃんが年長
であるため川崎市教育相談センターの教育相
談を受けることをすすめられる
・10月教育センターにて発達検査を受けた
結果

実年齢　－６歳４ヵ月
精神年齢－３歳10ヵ月

○教育相談室から学んだこと
・目に入ったものに注意がそれやすいので、言
葉のみの話に集中することはむずかしい
・一定時間じっとしていることがむずかしく、
集中力を必要とする長めの課題はあきてしま
う
・集団行動は、取り組み時間を短く内容もやさ
しくして、個別対応を心がける

○年中児担任から引き継ぎ
・長い時間着席はむずかしい。目標を立てて座
るようにすると、製作中は着席できるように
なった
・遊ぶ時間と活動に参加する時間を理解できる
ようになった

○一斉活動では着席しているものの、後ろを向
いたり他児にちょっかいを出す
・文字あそび、製作の時間では全体への説明だ
けでは理解できない。
自信がなく「できない」と初めから助けを求
める
・朝礼や体操時には、列の中にいられずに好き
な方に行ってしまう

＜１学期の目標＞
正課体操に最後まで参加する
＊目標設定理由
・自由遊びと一斉活動の区切りをつける
・正課体操の30分間は、集中して活動参加す
る
＊具体的な取り組み
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①体操が始まる前に、列から離れないように約
束する
②体操中は担任、もしくは補助教諭がそばにつ
き列から離れることを防ぐ
③参加できた場面では、「約束を守ることがで
きた」「皆と一緒にできた」ことをほめる
　　　㆘
＊取り組み後、わかったこと
・30分間すべてに参加することはできない。
短く区切り、部分的に参加することをねらえ
ばよかった。体操前に担任と約束すればでき
る、と考えていた。
＊今後改善すること
・参加する時間を短く区切ることで参加しやす
くする
・常に補助教諭が近くにいる

＜２学期の目標＞
目標①　運動会の練習に最後まで取り組む
＊目標設定理由
・運動会に楽しく参加してほしい
・友だちと力を合わせる楽しさを味わってほし
い
＊具体的な取り組み
①練習が始まる前に、一日の練習内容を伝える
②「やりたい」という気持ちを引き出せるよう
に選択してもらう
③練習中は補助教諭が常に見守り、その場から
離れてしまうことを防ぐ
④達成した時にはほめる
⑤他児にやさしく教えてほしいと伝える
　　　　㆘
＊取り組み後、わかったこと
・最後まで続けて参加することはできなかった
が、少しずつ練習に参加する時間は増えて
いったように思う
＊リレーの練習
①トラックの半周を担任が伴走する
→�手をつながずにコース内を走ることができ
た。走っていることは楽しんでいる

②バトンを渡す相手がわからない
→�走る前に顔と名前を確認する。バトンを渡
す場所で担任が声をかける

③練習日には事前に保育者も一緒に走ることを
伝え、徐々に１人で走るようになる
＊今後、改善すること
・保育者が他児と同じように行動させたい思い
が強かったことに気づく
・内容を対象児のために変えることがむずかし
い行事の場合、参加できる場面と時間を決め
たことで対象児も成功体験を持てたのではな
いかと思う

目標②　�誕生会にできる限り自分の席で参加す
る

＊目標設定理由
・卒園式に向けて、着席し続ける時間を長めに
する
＊具体的な取り組み
・誕生会前に他児をお祝いする会であること、
着席して見ていることを伝える
・クラスの友だちと補助教諭の間の席に座り離
席することを防ぐ
・どうしても席から離れようとするときは、何
をしたいのか、どこに行きたいのか聞き、要
求を受け入れてから、保育者と席に戻る
　　　　㆘
＊取り組み後、わかったこと
・誕生会の開始後10分程で床に座り込み、未
就園児を気にして立ち歩いていた
・補助教諭の間に席を決めたが、未就園児のい
る所やカーテンの裏に行ってしまった
･�要求に対して、“このプログラムが終わった
ら”と待つように伝えてから付き添うとそれ
以外の時間は席についていることも以前より
多くなった

＜保育者の気づき＞
・特性を理解し、手立てを考えたつもりだが、
他児の援助もしなくてはならない環境で、十
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分に支援できない時もあり、似たような手立
てを繰り返すことになってしまったと思う
・３学期の卒園式の練習に向けて、今までの経
験をもとに、練習時の目標や手立てを考えて
補助教諭と連携し、対象児の興味や関心のあ
る物も取り入れて対応していきたいと思う

＜感想＞
・年長に進級した頃は着席していたり、背の順
に並ぶ等、できる時もあったが一定時間続か
ないので、“どうしたらみんなと一緒にでき
るのか”と悩むこともあった
　　　↓
しかし、“いつも他児と同じように活動しな
くてはならない”という思いよりも対象児が
何ができるか？を考えて保育目標を設定する
ことが楽しい園生活を送る手立てとなり成長
へとつながることなのだと感じた

◎塚越先生より講義
●気になる子どもたち
・言葉は話せるが、他児との関わりが苦手なの
で、主に１人で時間を過ごしている
・好きなこと、興味、関心のあることは集中し
て取り組むが、あまり関心のないことには取
り組もうとはしない。この落差が大きい
・保育者の話を集中して聞かず、話の途中で自
分の興味や関心のあることを話し出し行動し
てしまう
・いつも落ちつきがなく椅子から落ちたり、物
をなくしたり、他児にぶつかったりすること
が多々ある
・環境に影響されやすく、注意されることが多
い
　　　㆘
●一見、深刻には見えない
・保護者に気になることを伝えると、家では何
も問題はない､ 家ではやる、怒ればやる等　
困っていることは何もないと言う
　　　↓

・個々の特性を深刻に感じられない
⇒他児を傷つけない・人に迷惑をかけない
　特に家庭では気にならない

　　　　　㆘
しかし、集団生活の中では子どもたちの困難
さが顕著にあらわれる
一般的な困難さ、苦手さ、困り感よりももっ
と強く、大きなものである

●対象児が持つ困難の著しさ
・苦手なことを頑張る　 克服できない
・たくさん練習する　　�段 い々やになってくる

⇒時々できる
・消極的になてっくる
・苦手さ、弱さがあるので、いつも大人から指
示、注意が多く成功体験が乏しい
・保護者が子どもの困り感にまったく気づいて
いない場合がある

●保育者が気になる子どもたちに気づいたら
①対象児が発達障害を持つかどうかを確定する
よりも支援をすることが先である
特性を診断するのは、専門医の仕事である
②どの場面でどのように問題が起こるのか、十
分に観察し記録する⇒ABCログ参照
③成育歴（対象児の育ちの経過）は小さい頃か
らの発達の中で何らかのつまづきがあったの
か知る

●対象児への基本的な対応
・できないことに気づいた時だけ叱る、注意す
ることを避ける
・今、できること、何とか取り組めることを探
し、少しずつ進める
・大人が許容する＝「まあいいか」「しょうが
ないな」と思う時や場面をつくる
→バランスのいい食事、十分な睡眠、運動
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●ＡＢＣログの紹介
◎事例　年中児Ｈくん

→Ｈくんは、時々耳を押さえる

＊保育を振り返りたい時にも記録は有効である

改善をする時のヒントを探したい
日時 ～の時に 子ども達の行動 ～になった
5/11 「帰りの会の時間です」

と何度も言っている、
準備が出来ていない
子には注意もしてい
る。

帰りの支度がなかな
か始まらない、
まだ、遊んでいる子
どももいる。

なかなか帰りの会にな
らず、帰りの時間が遅
くなる、
子ども達に伝えること
を忘れてしまった。
いつも忙しい。

☝ 声かけ、注意、だけでは不充分。
☝ 予防的な対応ができそうなところ。ここの行動を工夫。
　　　　環境を工夫すると、子ども達の行動に変化が現れる。

◎事例　年少児Ｒちゃん
→ＲちゃんはＳくんを叩く

＊記録をとるが、無理をしない
・記録後、改善できそうな場面、改善できそう
な方法を探す
しかし、保育者は無理をしないこと
＝自分が取り組める時間があるか？
相談できる保育者がいるか？
他の保育者に助けをかりられるか？
対象児に関わる時の準備はできているか

☆新しい取り組みをスタートしたら記録もス
タート
☆思うように関われないことがあってもいい

まず、どんな場面で困っているのか知ろう
（ＡＢＣログの紹介）　Ｈ君のケース

日時 ～の時に Ｈくんの行動 ～になった

片付けの時間になり、
「お片付け」と言うと、

4/26 両手で耳をおさえ
て立っている。

片付けをしなかった。
片付けが終わると耳をお
さえない。

4/27 雨なので、部屋で体操の
音楽をかけたら、

両手で耳をおさえ
て立っている。

「大丈夫だよ」と何度
言っても耳をおさえてい
る。

4/28 ホールでカスタネットと
鈴で音遊びを始めたら、

両手で耳をおさえ
ている。

楽器をしまったら、耳を
おさえなくなった。

☝ 記録をとると、行動を環境の中で観察することができます。

記録は簡単にとれます !
日時 ～の時に 行動 ～になった

☝ 客観的に記入する＝見たままを書く

☝ ＡＢＣログを使う―４つの空白に記入するだけ!
②いつ？ ①行動を書く。 ③行動をしてか

ら、どうなるの
か書く。②～の時に

（どの場面か書く）
保育者の言動も記入
しましょう。

保育者が保育を振り返りたい時にも
記録は有効です

日時 ～の時に 子ども達の行動 ～になった

保育者の対応が子ども達にとって分かり易いものか、そうで
ないか分かる。保育を振り返るきっかけとなる。
Ｒ先生の記録 年中クラス

5/11 「帰りの会の時間
です」と何度も
言っている、
準備が出来ていな
い子には注意もし
ている。

帰りの支度がなかな
か始まらない、
まだ、遊んでいる子
どももいる。

なかなか帰りの会にな
らず、帰りの時間が遅
くなる、
こども達に伝えること
を忘れてしまった。

新しい取り組みを試してみよう
日時 ～の時に 子ども達の行動 ～になった

5/12 帰りの会の前の活動
（外遊び）がいつ終わ
るのか時計を見せて伝
え、部屋に入るように
も伝える。

帰りの支度をしている
子どもの写真をボード
にはっておく

☝ 子ども達を注意し続けない、前もって保育者が工夫できそうなことに
　　 焦点をあてた。

Ｒちゃんの行動を知る

6/10 朝、カバンを置き
Ｓを見つけて近づ
き

Ｓの体をたたく ＲはニコニコしてＳの
顔をのぞきこむ。Ｓは

「やめて」と言ってそ
の場から離れると、Ｒ
その後をついていった。

日時 ～の時に Ｒの行動 ～になった

6/10 粘土あそびをして
いるＳの隣にＲが
来た

両手でＳの体をたた
く

Ｓの顔をのぞきこんで
ニコニコしている。Ｓは
席から立ち、保育者の
所に行った。

◆ ＲちゃんはＳちゃんと関わりたい、興味ある。
◆ Ｓちゃんの体をたたく→Ｓちゃんの腕をゆする。

新しい取り組みを試してみよう
日時 ～の時に Ｒの行動 ～になった

◆ 新しい取り組みの結果を記録してみましょう。
◆ Ｒの代替行動でＳの行動にも変化が現れるか
　 記録してみましょう。

保育者がＲと一緒に
Ｓの腕をゆする

保育者がＲと一緒に
Ｓの腕をゆする

保育者がＲと一緒に
Ｓの腕をゆする
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☆翌日、又は次の機会に関わればいい
＊記録は保護者面談時、ケ－ス会議にも役立つ
・対象児がどのような時に困っているか、園生
活の中でどのような行動として現れるのか伝
えられる
・新しい取り組みを始めた時期と効果について
具体的にわかる
・保護者の記憶と主観に頼ることを避けられる
・他の保育者に対象児の行動を具体的に伝えら
れる
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