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第44回	 夏期宿泊研修会
全体会
月　日	 平成27年8月25日（火）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 横山　文樹先生
	 （	昭和女子大学人間社会学部	

	 初等教育学科教授）
テーマ：	「現代保育の課題と保育者の役割」
俯瞰図番号　C3－ⅡⅢ

◎はじめに
⃝全体会と第１分科会の大きなテーマは
　①保育者の資質②つなぐ
⃝夏休み明けの子どもたちは生活リズムがなか
なか戻らない、２つのことは一度にできないの
でこどもたちのことを考えてすこしずつ伝える。
⃝最近のニュースで気になることは子どもたち
が朝早く出歩いていることよりも、保護者と
の関わりがどうなっているか疑問に思うので
幼稚園で帰りの引渡しの際、親子の関わりや
子どもへの接し方をよく見ることが必要。
⃝幼稚園に来て良かった、生きているっていい
な、先生と話すと楽しいなど子どもたちが思
えるように関ることが大切であり、その為に
は保育者の息抜きも大事である。
⃝2005年頃、老人の亡くなる人数が子どもの
産まれる人数より上回り、少子化が一層進ん
だ年でもある、その頃からモンスターペアレ
ントという言葉が出てきた。
⃝最近は祖母・父親のモンスターペアレントが
増えている、悪い方ばかりに考えすぎず、難
しいことはすぐに答えず、相談してから伝え
るなど対処の仕事が大切である。
⃝研修とは日々の保育を振り返ることができる
と同時に今まで自分がやってきたことが間違
えではなかったと前向きに捉えることができ
るものなので参加する必要がある。

◎現代保育の課題
①少子化・核家族化による家庭の教育力の低下

・近所に住む子どもが減り、刺激し合うことが
ない、人間関係を築くことが難しい。
②環境の破壊と子どもの生活の変化
・高層マンションで生活することに慣れ、高所
平気症の子が多く、高い所が怖いと感じない
ので怪我をしやすい。
③「幼」「保」「子」への期待の拡大化
・昔の幼稚園は家庭教育の補完が必要であった
が、今は幼稚園にすべて期待されている。
④子どもの体力の低下
・�ハイハイの経験が足りないため、腕の力が弱っ
ている。
⑤規範意識の欠如
・ルールを守れない人が増えている、保育のな
かではルールのあるものや遊びで約束を守る
経験をする。

◎イギリスの諺（ことわざ）
・一日幸せでいたければ床屋に行きなさい
・一週間幸せでいたければ車を買いなさい
・一ヶ月幸せでいたければ結婚しなさい
・一年幸せでいたければ家を買いなさい
・一生幸せでいたければ正直でいなさい
⃝一喜一憂しすぎないことが大事
⃝今ある現実を受け止めて、子どもたちと接す
る時は素直・正直でいた方がいい。

◎保育者の役割（常に考えることが大切）
⃝子どもが生活しやすい環境を整える
（�食べること→好きなものをたくさん食べた後に
は徐々に嫌いなものも食べられるようになる）
（絵本を読む→子どもが座っている時に目の高
さに合わせて読み方を考える）
⃝子どもと手・目・身体で接する
（頭を撫でる、触れる、目線を合わせ見つめ合
うなど子どもたちとスキンシップをとる）
⃝職員同士で話し合う
（自分の思いだけでなく、先輩・後輩と接し方
を話し合う）
⃝記録を取る、生かす
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（書く記録から人に見せる記録にすることで、頭
の中が整理され冷静に考えることができる）

◎保育者の役割Ⅰ―子どもを理解するために―
①子どもとの関わりを通して学ぶ
・子どもはなぜそうするのか
・泣く・笑う・怒る・叩く…子どものすべての
行為に意味がある（行動の背景を考え、異変
に気づけるようにする）
・「ケンカ」にはどう対応するのか
（自己主張が始まったことを喜ぶ）
・なぜ子どもの絵は目も鼻も口も上にあるのか
（子どもの目線は思った以上に高いため）
・保育者はお母さんに子どものことをどこまで
伝えるか（具体的にどう元気にしているか、
どう一生懸命なのかを伝える、事実を話す。
言葉は選んで伝えられるようにする）
②事例を通して学ぶ
③話し合いを通して学ぶ

◎保育者の役割Ⅱ―保育者の専門性を磨く―
①子どもとともに生きる
②生活の場をつくる（環境構成）
③子どもと関わる
④今をつなぐ（未来に目を向ける）
⑤成長を支える
⑥振り返って考える―省察―

⑦日々の生活を積み重ねる

◎保育者の役割Ⅲ― 保育者の専門性の向上のた
めに―

①保育を見る目を養う
（保育は上手くいかないことが多くズレが生じ
るので、ズレをどのように埋めるかが大事）
②子どもを見る目を養う
（子どもの行為からなぜしたのかを考え、子ど
もの気持ちを理解することが大切）
③背景を見る目を養う
（子どもの内面・背景・変容を理解しようとする）
④ゆとりを持つ心を養う

（忙しさの中にもどうやってゆとりを持つかが
大切、１つ１つの仕事を落ち着いて片づけて
いく）
⑤ポジティブな思考方法を養う
（自分や子どもに対して前向きに捉える）
⑥事例と真摯に向き合う姿勢を養う
（今起きたことをどう評価するか？自分の援助
の仕方はよかったのか？など考える）

⃝保育室はもう１人の保育者
・大人の指導を素直に受け止めない子もいる。
その時は保育室がもう１人の保育者として活
躍する。つまり、担任が直接教師であるなら
ば、保育室が間接教師となる。
・子どもにとって落ち着く場所となる。

⃝こんな時はこんな一言が…（どう対応する
か？）
・チック症が気になる子どもに対して→
心配しなくてよいことを伝える、家庭の影響
も考えられるので、親に相談する。
・カンシャクを起こす子どもに対して→
落ち着いた時に何が言いたかったのか、ゆっ
くりと思いを聞く。
・すぐに泣く子どもに対して→
悲しいことがあったんだねと共感し、思いを
聞く。
・判断力、理解力に欠ける子どもに対して→
１つ１つ一緒に考える。
・思いやりに欠ける子どもに対して→
まわりの子の行為に対して褒めたり、気持ち
を代弁して伝える。
目に見えないものを伝える時には、気持ちの
言語化・行動の言語化する。

⃝母親だけの力では足りないので、できるだけ
集団生活の場で対応できるようにする。その
結果子どもたちはコミュニケーションが取れ
るようになる。
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第44回	 夏期宿泊研修会
第１分科会
月　日	 平成27年8月25日（火）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 横山　文樹先生
	 （	昭和女子大学人間社会学部初等教育

学科教授）
テーマ：「幼稚園における“お帰り”について」

○はじめに
・降園時どういうことをしていますか？
・どんな話をしていますか？
・こども園になると降園形態が変わってくるが
現状の幼稚園の流れを考えてみる。

●幼稚園の生活とは
①好きなあそび（自発活動）
※「自由あそび」ではなく「好きなあそび」
というとよい。
②基本的な生活（着がえ、排泄、食事など）
③一斉活動（絵を描く、ゲームをするなどの
他に“集まり”という時間がある）
※集まり、特に“降園時”に焦点をあてる。

●なぜ“お帰り”に焦点をあてるのか？
・ある園で、降園時の活動がパターン化されて
いた。→�絵本、おたより配布、今日の振り

返りの話、明日の話
・ある日、時間がなくサッと絵本を早口で読み
バタバタと話をし降園させていた。
・パターン化したことを毎日行っているが、こ
れでいいのか？

○グループバズ
①どのようなことに留意して降園時の活動を
行っているか（どのような工夫か）
②降園時の活動で何を伝えようとしているか

○グループバズ発表
①について

・みんなで笑顔で過ごせるようにしている。
・子どもたちが気持ちを切り替えられるように
している。
・必要事項をまず済ませておく。
・落ちつける絵本、手あそびなどをする。
・子どもを焦らせないように気をつけている。
・スッキリとした気持ちを持たせるようにして
いる。
・家に帰って保護者に園のようすを話せるよう
な振り返りをしている。
・�保育（今日の）につながる絵本を選んでいる。
・明日のことがわかるよう話す。
・曜日を伝え準備品に気づかせる。
・祝祭日の前日には意味を伝える工夫をする。
・次の日の行事（内科検診、歯科検診など）の
心配な事柄をやわらげる。
・「今日一日楽しかったこと」を話し合う。
・雨の日は外遊びができないので、リズムダン
スや体を動かすあそびを取り入れる。
・保育者から子どもに、うれしかったこと、気
をつけてほしいこと、ルールなど伝える。
・朝と同じ状態で帰す。（１人１人確認する）
・子どものリクエストに応じて歌をうたう。
・素話で集中させる。
・主活動以外で楽しかったことを話し合う。
・クラスで起きた出来事について話し合う。
・子どもの興味のある活動を取り入れる。
・一日の中で５領域で足りない所を補充する。
・静と動のバランスを考えて活動を決める。
・その日の子どもたちのようすをみて活動を決
めている。
・週末はトラブルが増えるので気をつけて子ど
もを見て静かに過ごす。

②について
・幼稚園は楽しいと思えるような話をする。
・�明日も元気に来ようという気持ちをもたせる。
・１日の達成感をもたせる。
・がんばったことなど認め、自己肯定感をもた
せる。



－ 114 －

夏期宿泊研修会

・楽しかった思いを共有できるようにする。

○まとめ
・毎日の１つ１つを見直す（日常のあたりまえ
を見直す）ということ。
※この活動にはどんな意味があるのか？
（例）�子どもが来たら“おはよう”と声をかける

のに集まってからも言う。
クラスで“さようなら”をしたのにバスで
も言う　など

・“集まる”ことの意味
①落ちついて（今日の余韻を楽しんで明日も
来たいと思う雰囲気）
②安全性（ケガの元をたつ、そのためには落
ちつくことが大切）
③楽しい（今日も！明日も！まずは先生とい
ると楽しい！と思ってもらう！）
④保護者の方への安心感
⑤保育者も振り返る、切り換える
・つなぐ、つながり　　保育者と子ども　
　　　　　　　　　　　子ども同士
　　　　　　　　　　　先生と保護者　　
　　　　　　　　　　　園長と保育者
※“今日と明日をつなぐ”→帰りの会
「�情報交換」の場→こんなことしたよ・○
○ちゃんこんなことしてたよ→子どもも
自分をみつめる→明日なにしようかな。」

※連続性→昨日・今日・明日→内容、意識
の連続性
・幼児にとって集まることの意味を考え課題を
決めておく、そこで何を伝えるのか。
※キーワード
　①園と家庭の連続性を意識する
　②今日と明日の連続性を意識する
　③友だち関係の連続性を意識する

○さいごに
・保育者の資質で大切なこと（相手を思いやる
気持ち）
①電話をかけた時「今、大丈夫？」と言えま

すか？
②人のやりたがらない仕事をやりますか？
③相手が何度も同じ話をしても聞くことがで
きますか？
④お節介をしたと思ったことがありますか？
⑤友人と食事に行った時、相手の好みの店を
選ぶことが多いですか？
⑥相手の長所・短所をみつけられますか？
⑦困っている人を見るとつい声をかけてしま
いますか？
◆よく話を聞く
◆必要に応じてよく動く
◆おおらかである
◆ユーモアがある
◆明るさがある
◆子どもが好き
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第44回	 夏期宿泊研修会
第２分科会
月　日	 平成27年８月25日（火）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 塚越　和子先生
	 （塚越療育コンサルティング・保育士）
テーマ：「	気になる子どもたちの育ちを支援する

アイデア」
俯瞰図番号　D3－Ⅰ

◎園にいる“気になる子どもたち”
・思うようにならないとカンシヤクをおこす。
・一方的に話す。・自分から謝れない。
・兄弟姉妹、他児を叩く。
・注意したばかりなのに、すぐに同じ行動をす
る。
・まわりが見えていないのか、自分だけ遅れて
いても焦らない。
・言葉が遅れているようだ。　等・・・。

◎“気になる子どもたち”のできること
・好きなことがあり、それには集中する。
・数字や文字、アルファペットを読む。
・１人でいつまでも遊べる・１人でも平気。
・個別に話せば理解できる時もあり、行動する
こともできる。
・目から入る情報は、理解しやすい。
・大人と遊ぶことを好む。　　等・・・。

◎�子どもの育ちを知ると、気になる子どもたち
を理解できる
①　�生後９ヵ月～ 10 ヵ月頃には、三項関係が

成立→楽しみを他者と共有でき、気持ちが
通じ合う。（同感する気持ち）

②　１歳を過ぎると社会的参照が成立
　　他者を見て、行動を真似る
　　　集団でも他児の真似をする→人を見る
③　言葉の獲得の基礎となるもの
　　＊多くの子どもは２歳で２語文を話す
　　　「パパ、バイバイ」「ワンワン、いた」

　＊３歳で３語文話す
　　　　「ママ、ジュース、ちょうだい」
　＊３歳になると抽象的な比較の言葉も話す
　　　　「大きい・小さい」「高い・低い」等
　　　　生活の中でも使うようになる
→�言葉のやりとりを通して、自分と違う他者を
理解していく
④　発達には一定の順番がある
　　�人によっては、１つ１つの段階に時間がか

かったりする場合がある＝個人差
☆脳について

・�脳の機能低下、脳の発達が不十分であること
が（しかし、なぜそうなのかわかっていない）
気になる子どもたちの行動と深い関係がある。
　　　　↓
・注意をしたり、何度も指示を出しても問題は
改善しない。一方では放っておいたら大きな
問題に発展してしまう。

⑤　遊びには３つの要素がある
☆運動や感覚を楽しむ
☆物や道具の操作を楽しむ
☆人との関わりを楽しむ

☆運動や感覚を楽しみながら学ぶこと
バランスのとれた姿勢
姿勢の保持と変化を予測する必要
スピード、揺れを予測する

　　　　　　㆘
食事中の姿勢の保持
椅子に座って話を聞く時の姿勢保持

脳のことをちょっと知ろう
感じる力

行動を
コントロール
する

脳に機能障がいが
ある可能性を
考える。

前頭葉
頭頂葉

側頭葉
後頭葉

前頭葉
頭頂葉

側頭葉
後頭葉

脳幹 小脳
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床に体操座りをする時の姿勢保持
運動会に整列をする時の姿勢保持

☆物や道具の操作を楽しみながら学ぶこと
いろいろな手の使い方を経験する。
力の加減、両手を動かす、手指から
刺激を経験する。
すべすべ、ざらざら、つるつる、など

☆人との関わりを楽しみながら学ぶこと
・言葉の理解　・言葉の表現
・音や声の模倣―発音
・要求、拒否、相手の注意をひく言葉
・自分の気持ちを伝える言い方
・相手の気持ちや状況を見て判断する
・相手が自分と違う考えかたを知る
・自分と違う人への気づきから、相手への興味
や関心をいだく

◎�子どもの困り感に気づいたら具体的な支援を
始めること＝指示出し
・�子どもの名前を呼び、注意を保育者に向けて
から話をする。
体を保育者に向ける、対象児の前に立つなど
対象児が話を聞く姿勢を身につける。
・短い言葉に見えるものを添えて話す

⇒見える指示＝写真、絵カード
　　　　　↓
指示待ちではなく、自分で行動できる子ども
を育てる

◎見える指示 ◎対象児に使ってはいけない言葉
×「�先生なんて言った？・さっき何て言っ

た？」
×「どうしてそういうことするの？」
×「聞いてないなら、もういいです」
×「聞いてないから、先生はもう知らない」
　　↓　上記の言葉を使いたくなったら
　　↓　次の５つを思い出すこと！！
・具体的に指示を伝えたか？

誰にでも分かる見える指示

ちゃんと座る。

背中をピンとして座る。

見える指示―先生の話を聞く時

いつまでこのままでいるのか、必ず伝える

いつ何が始まるのか、
　　　　終わるのか見える化する

ここにシール
を貼る

子どもが取り組みやすい環境をつくる
・前もって見えるものを添えて活動を伝える

１つの例です→
午前中の活動→
簡単な絵でもOk
１つの活動が
終わったら消す
お弁当中に午後
　の活動を書く

１．にもつ　を　しまう

２．そと　で　あそぶ

３．あさのかい

４．おじいさん、おばあさん
　　におくるプレゼントづくり

５．おべんとう　のじゅんび
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・伝えたと思った内容を、子どもが確認できる
ようにしてあるか？
・叱れば子どもは変わると思っていないか？
・子どもを怒れば、子どもが自分から行動修正
すると思っていないか？
・気になる行動だけに目を向けてないか？
　その行動をする理由を考えたか？

◎子どもの行動を保護者に伝える
・�クラス担任だけで伝えるよりも、主任・副園
長・園長に同席してもらう。
・�気になる行動だけを伝えるよりも、その行動
がどんな場面で起こるかも伝える。
・気になる行動をした時の支援も伝える。

◎気になる行動に気づいたら、整理をする
　＝ABCログの記録表を使う
＊ABC�ログの記録表を使う理由
①客観的に子どもの行動を見られる
②保育者の感じ方、記憶に頼らずに話ができる
機会を持てる
③気になる行動がおこらないようにする工夫を
考えられる
④どの保育者にも、この記録表を使い園内研修
ができる
⑤新人の保育者にもこの表を使い子どもの行動
を環境の中でとらえる見方を練習できる
⑥保護者面談にも使用できる＝客観的に伝えら
れる。

◎具体的な支援のアイデア例
　　“できない時だけ叱るのはやめる”
＊保育者からのアプローチの仕方
①子どもと一緒にやる
②子どもが困っている部分を少し手伝い、あた
かも子どもが自分でやれたようにほめる
③教え方に工夫をする
④やろうとした時、できた時には必ずほめる
⑤必ず成功して終わる

◎「こだわり」についてのとらえ方
こだわり行動とは？
「�ある特定の物や状況に著しい執着を示し、
それを常に一定の状態の保っていようとす
る欲求に駆けられた結果、それが変わるこ
と、変えられることを極度に嫌うようにな
り、行動面においても反復的な傾向があら
わになること」
　　　―自閉症とこだわり行動―より引用

◎子どもの生活に支障がある「こだわり行動」
のとらえ方
・小さな、短い場面から保育者と一緒にチャレ
ンジする。
・「そうだね」「いやだね、だけど大丈夫」
　「へいき、へいき」と不安な気持ちを静める
言葉かけをする。
・すべてのこだわりをなくそうとしないこと。
・こだわり行動を認める姿勢も必要である。

◎「始められない」こだわり行動について
＊初めての場所、初めての活動に取り組めず、
泣いてしまったり、かたまってしまう場合
・�時間をかけてその場のようすをよく見る時
間を与える
・最初から取り組ませようと思わない
・�少しずつ、安心場面を増やしていくために、
保育者から「見てていいよ」「今日はやら
なくていいよ」と声をかける

　　　　　　　↓

ABCログ（行動を環境の中で見るツールです） 記入者名：　　　　　　　　　　
☝ 番号は記入順です。

②日時 ②～の時に（どのような場面で？） ①行動 ②～になった（行動後はどうなった？）
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この対応を繰り返すことで、少しずつ変化がみ
られる。保育者が焦らないこと。

―参考文献―
・こだわり行動への対処法

白石雅一著　東京書籍　2013年
・これでわかる　発達しょうがい

田中康雄監修　阿部利彦、奥住秀之、
市村たづ子、ボーバル聡美著
　　成美堂出版　2013年

・て・ゆびの療育
日原信彦、中山修監修
　　ミネルヴア書房　2010年

・�乳幼児精神医学の世界―親子コミュニケー
ションに焦点を当てて―
北海道こども心療内科
　氏家医院　氏家武
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第44回	 夏期宿泊研修会
第３分科会
月　日	 平成27年８月25日（火）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 長谷川　真由先生
	 （	洗足学園音楽大学・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

●基本的な目的
・子どもの気持ちになって思いっきり遊ぶ
・遊びを通して自発性、創造性の大切さを学ぶ

●グループに分かれて自己紹介、
　グループ名決め
●「いっぽんばしこちょこちょ」をやり合う
どうやって行えばより楽しくなるかを考える
→�抑揚をつけて、ぞくぞくするように、笑え
るように

●音楽的体験
園で歌われている曲を出し合う。また子どもが
自発的に歌う曲も出し合った結果メディアで流
行しているものが多くありました。
♪�芸人のネタ（ダンソン・ラッスンゴレライ・
あったかいんだから）・アニメ（ドラえもん･
さんぽ・妖怪ウォッチ・アンパンマン・プリ
キュア・ニンニンジャー等）
次に多く上がったのは､ わらべうた（「はない
ちもんめ」・郵便屋さん･おてらのおしょうさん
等）で、わらべ歌は今でも人気。時代の変化に
伴ってわらべうたも変わってきている。
歌詞を忘れていても体が覚えている。
『おてらのおしょうさん』
今までは…♪お寺の和尚さんが柿の種をまきま
した　芽が出て膨らんで　花が咲いたらジャン
ケンポン
現在では…♪お寺の和尚さんが柿の種をまきま
した　芽が出て膨らんで　花が咲いたら枯れ

ちゃって　忍法使って空飛んで　東京タワーに
ぶつかって　救急車で運ばれて　ぐるっと回っ
てジャンケンポン

『モンチッチ』
今までは…♪せっせっせーのよいよいよい　あ
のこのこのこ　かわいくないね　ぐるぐるほっ
ぺのモンチッチー　あ　もん　あもん　あモン
チッチー
現在では今までの後に…♪のキキララちゃん　
あのこのこのこ　かわいくなあれ　ハ－トの形
のキキララちゃん
かわいくないね　→　かわいくなあれ
（今の時代を表現しているようにも捉えられる）

わらべうたとは…
・子どもたちが毎日の生活の中で遊びながら歌
い継いできたうた
・わらべうたを調べると、もっとも基本的な日
本音楽の特徴が、音階にしてもリズムにして
も、よりはっきりと捉えられる。
･『かくれんぼ』『かごめかごめ』等パートナー
ソングを同時に歌っても違和感がなく歌える
ように作られている。
子どもたちが、遊びながら生まれた歌を大切
にしていくだけで十分

●�受講者全員で『なべなべそこぬけ』『ひらい
たひらいた』を行う。

●�竹の楽器で『ひらいたひらいた』の前奏をつ
くって遊ぶ→グループ毎発表
竹の楽器の特徴…
・竹の大きさや長さによって音が違う。竹を床
に落とし、竹同士をぶつけて音を出す。
・モンスーン気候（特に東南アジア）に群生し
ている。
・硬さと柔軟さを兼ね備える。加工しやすい。
・音色が柔らかく美しい。（響き合える）
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●まとめ
・�日本の音楽の基層には身体・息がある。
・�わらべうたとは、育ちゆく生命力。
・�「いき」（息が合う、呼吸、イキな表現）
・�「いき」な箇所には変位が大である。伝統とは、
変位し続けるもの。
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第44回	 夏期宿泊研修会
第４分科会
月　日	 平成27年８月25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
	 たのかんさあ代表）
テーマ：『先生の自然力を高める・育てる』
俯瞰図番号　E4－ⅡⅢ

１．自然力とは？
・感性―自然の物を感じる力
・自然は勉強する事や学ぶとは違って感じて
楽しむ力を育てる

２．広場にて

○参加者同士の自己紹介
・グループに該当する所に集まる
自然が―好き、詳しい、知らない
これが好き―山、海、森、川

○種なげ
・クヌギを６人程のグループに分かれ、縦に並
び投げ合ってゴールまでつなげる種レース
・その場にある物を使って遊ぶ

○色さがし
・�提示された色鉛筆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点
数をつける。
探す楽しさを感じる。

○カモフラージュ
・円になり、円の中の草の中に隠れている色画
用紙を探す
・生き物はこうやって自分の身体の色を変えて
生息している。

○スキヤキハイク
・鏡を目の下にあてて歩く
―上の様子が見られる
・ヤマネの生態のイメージを体感することから
うまれた。
※１人で歩くと危険も伴うので誰かが付き添
う。酔うこともあるのでその場で立ってみる
だけでもよい。

３．室内にて

○スライド
・見えているのにみえていないもの、気づかな
いでいるもの、聞こえているのに聞いていな
いことがたくさんある。自然に目を向けて遊
びに取り入れることが大切。

４．広場にて

○自然物を探してみよう
・長いもの
・光るもの
―さまざまな種類の物があることに気づく

○音を絵にしてみる
・気に入った場所を見つけてその場所でそこで
聞こえる音を絵に描いて表現してみる。（約
10分間）
―音からも自然に気づいて取り入れてみる。

○種とは
・身の回りにたくさんある
―飛ぶ、食べられる、転がる、水に流れる
※植物は動けないので自然の力で広まっていく

○自然のレストラン
・�紙皿の上に自然の物を乗せてごちそうを作
り、見せ合う。
―作っている過程を楽しむ。
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５．室内にて

○印象に残ったことを発表し合う
（３～４人くらいになる）
・自分以外の人が感じたことを知る

○まとめ
・心のアンテナを広げて自然の姿をかんじても
らいたい。
・�技術の前に心を広げて、目で見るだけでなく、
音にも気を向けてほしい。
・繰り返し行っていくこと、まず楽しむことが
大切である。（色、形、仕組み等）
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第44回	 夏期宿泊研修会
全体会
月　日	 平成27年８月26日（水）
場　所	 大磯プリンスホテル
講　師	 古家　貴代美先生（幼児教育講師・	
	 元NHKワンポイント手話講師・
	 龍ヶ崎つばめ保育園副施設長）
テーマ:	｢うれしい先生をめざして｣
	 ―キミちゃん先生と一緒に楽しもう、
	 	 そして遊びを創ってみよう！―
俯瞰図番号　E5－Ⅱ

○はじめに
　幼稚園の時の先生が歌とピアノが上手で大好
きたった。子どもたちの声に合わせて半音下げ
て弾いてくれたり、ピアノを保育室の中央に
持ってきたりしていた。この職業に就く予定は
なかったが、歌のお姉さんのアルバイトを始め、
幼小研に参加するようになり、また先生との出
会いがあった。その先生が保育者をめざしたの
は倉橋惣三の ｢育ての心｣ を読んでからという
話を聞いた。そのなかには ｢ありがたい先生｣
と ｢うれしい先生｣ という言葉が出てくる。子
どもにとって ｢ありがたい先生｣ というのはい
ろいろとお世話をしてくれる先生である。｢う
れしい先生｣ というのはどんな先生かなという
ことを考えながら研修を受けてもらいたい。
○あそび歌
♪たのしいね
２人組で手話を交えながら歌う。
※�手話は単語を覚えなくてもよいので、手あそ
びの延長であそびながらできればいい。
★おかおのたいそう
｢あ｣ といったらこんなかお
アイスがたべたい“あ”
※�子どもが言葉に興味を持つ時期にいろいろな
バリエーションで行うとよい。言葉に興味を
もつだけでなく、表情が明るくなる。保育者
もいつも表情豊かにしていてほしい。

♪おんまはみんな
ウマとコブタの手話を取り入れ、全員で円に
なって踊る。
★ひっつきむし
ひっつきむし、ひっつきむし、ともだちさが
して　よっこらしょ
ひっつきむし、ひっつきむし、せなかであい
さつ　ぴったんこ
座った状態で、歌いながら後ろに動いて友だ
ちを探す。探したら、背中をつけたまま名前
を言う・好きな食べ物を言う・立つ・座わる
など行う。
※�触れ合いあそびを通して、自分ではない人の
背中の感触（ごつごつ・あたたかい）や背中
から感じる相手の声を聞くことができる。
♪おんぶおばけちゃん
２人組でおばけ役と人間役に分かれる。歌に
合わせ、おばけ役は後ろからアピールする。
人間役は左右どちらかから振り返り、おばけ
役は前をのぞき込む。目が合ったら役を入れ
替わる。
★なになにこぞうのたんけん
（人さし指出して）なになにこぞうのたんけ
んだ、おいっちに、おいっちに、おいっちに、
おいっちに（指をうごかす）
もじゃもじゃジャングルみつりんだ（頭をさ
わる）
よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ（髪
の毛をさわる）
（感想）あーいいにおい
※�このパターンで体だけでなくいろいろ探検す
る。
体の部分の名前を覚えるのもよい。
♪ミックスジュース
朝・昼・夜の手話を取り入れ歌う。最後にじゃ
んけんして、負けたら後ろにつく。
○グループ発表
「なになにこぞうのたんけんだ」の手あそび
のパターンをグループで考えて、発表する。
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○あそび歌
♪ニンジャリバンバン
忍者・手裏剣の手話を取り入れ、全体で円に
なり踊る。間奏は①ペンギン（子どもは足の
上）②コアラ（おなかに抱っこ）③おさる（お
んぶ）で歩く。
※�ニンジャリバンバンのような新しい曲を選ぶ
のも先生のセンス。
♪ありがとうの花
おりがとう・花などの手話を取り入れ歌う。


