
歳児

活動への
導入 

とても難しい動きだから、前段階の遊びを楽しむことを大切にしています。グッと、お腹に力を入れて！

姿勢の発達1

今までのバランス活動の集大成とも言える動きです。四つ這いの姿勢をとることで両
手でバランスをとることができなくなるため、中心軸の形成が必要不可欠になります。
すなわち「バランス」と「抗重力姿勢」どちらの要素も含まれるということです。その
ため、ここに行きつくまでの段階づけが大切なポイントになります。●座ってバランスを保つ活動（p.72  木に登ってみよう、p.74  鉄棒わたり）●立ってバランスを保つ活動（p.86  サーキット遊び③）
また、活動の導入にも、２本の平均棒をくま歩きした後に、１本の平均棒でキャット

ウォークをすることで段階づけされています。この段階づけは、支持面を「広い」から「狭
い」へ段階づけていることになります。また、それより以前に、床に貼ったテープや縄の上を歩くといった段階づけがされて
います。テープは、平面で高さもないため低年齢層から活動を導入することが可能です。
また、縄は支持面が丸みを帯びており、より平均棒と近い状況となるでしょう。

● 慎重に自分の身体を操作する。● バランス感覚を養う 1。
● 体幹を鍛える。

4

平均台の上を歩くことから、馴染んでいきます。 平均台に両手を置いて両足でジャンプして飛び越えます…。

活動の
留意点

4

● 平均棒を用いる前に、床上の線や平均台上を歩いたり、四つ這いで
移動したりする経験を十分にする。● 平均棒も最初は、２本並べてその上を歩く、次にその上をくま歩き、
慣れてきたらキャットウォークと難易度を上げていき、最終、１本
の平均棒の上を歩く。

● １本の平均棒の上をキャットウォークするのは、非常に難しいので、
前段階を繰り返し行う。

● キャットウォークの動きが身につくように、初めは床にビニールテープでラインを引きその上を歩いたり、縄の上を歩くようにして動きのイメージを感じ取っていく。
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固有受容覚は自分の身体の位置や動き、力の入れ具合を感じる感覚で、筋肉や関節の
中に受容器があります。固有受容覚には主に、以下の７つのはたらきがあります。

1 力を加減するはたらき
机や椅子を運ぶときはギュッと手に力を入れて持ちます。逆に、豆腐や卵を持つ
ときはそっとやさしく持ちます。このように、活動によって、私たちは力を加減し
ています。そのときに、重要な役割を果たしている感覚が固有受容覚です。

2 運動をコントロールするはたらき
ジェンガを行うときは、ゆっくりと手を動かす（肩・肘の関節をゆっくり動かす）
と思います。このように、関節をゆっくりと曲げ伸ばしできるのも固有受容覚が
しっかりはたらいているからです。

3 重力に抗して姿勢を保つはたらき（抗重力姿勢）
手を使った活動をするときには、重力に抗して、身体を持ち上げて持続的に姿勢
を保つ必要があります。持続的に姿勢を保つのは固有受容覚のはたらきです。

4 バランスをとるはたらき
バランスをとるときに、自分の身体の傾きを感じるのは主に前庭覚のはたらきで
すが、転ばないようにすばやく筋肉を調整して姿勢を保つことは、主に固有受容覚
のはたらきです。

5 情緒を安定させるはたらき
例えば、緊張しているときに貧乏ゆすりをしたり、イライラしているときに奥歯
を強く噛んで口に力を入れたりしたことはありませんか？　このように固有受容覚
を感じることで、情緒を安定させるはたらきがあります。

6 身体の地図を把握するはたらき
固有受容覚は、触覚とともに身体の地図を把握するために必要な感覚の一つです。
� ⇒「p.33��身体の地図の把握」参照

7 身体の機能を把握するはたらき
固有受容覚は、前庭覚とともに身体の機能を把握するために必要な感覚の一つで
す。� ⇒「p.34��身体の機能の把握」参照

151　感覚統合とは？

 前庭覚　

受容器（感じる場所） 種　　類

主なはたらき

三半規管　　耳石器

揺れ

重力

覚醒

身体の機能
の把握眼球運動

抗重力姿勢 バランス

スピード

傾き

12



お部屋でも大きなマットをよじ登る遊び
を楽しみます。

活動の動機づけ1

身体を動かすことが苦手な子どもにとっては、「斜面を登る」ことを目的にするのでは
なく、「どんぐり林でどんぐりを見つけよう」「冒険しよう」という別の目的を設定し、
手段として斜面登りを行うことでモチベーションも上がりそうです。

介助のポイント2

達成感を最大限に感じてもらうには、「自分の力で登れた」という感覚を子ども自身が
感じることが大切です。一人ひとりの達成感を最大にするためにも、「最小限の介助で成
功させる」ことが重要になります。そのためにも、一人ひとりの力を普段から見極めて
おく必要がありそうです。

姿勢の発達3

重力に負けない姿勢で進む必要があり、手足と体幹で踏んばる力が育まれます。また、
自然特有の凸凹道であるため、凸凹に合わせてバランスを保つ必要があります。この不
規則な環境に適応することは、自然の中で遊ぶ醍醐味だと思います。

触覚の感覚刺激4

斜面を登るためには、手のひらを地面につける必要があり、手のひらに豊富な触覚刺
激が入ってきます。触覚の感受性を高めることは、手の巧緻動作の発達にも大変重要です。
逆に、触覚が過敏で手を地面につけたくないために活動に参加しない子どももいると思
います。その際は、手袋をはめる、手を引いて立って登るなど、手を地面につけること
を強要しない中で、「できた」という達成感を味わうことも大切だと思います。そのよう
な経験の中で、自ら手を地面につけて登り始めるといったこともあると思います。

1

作業療法士の視
点

693　保育活動

歳児

活動への
導入 

活動の
留意点

◦�広い空間で積み木遊びをする。

◦�積み木を積むときに「そ～っとね」などとことばをかけ、力加減がで

きるようにする。

◦�積み木遊びを通して、色、大きさ、長さ、形の違いに気づけるよう、

ことばを添える。

◦�積み木でできた形を「電車」「お家」などに見立て、友だちや保護者と

イメージを共有して楽しめるようにする。

1 「ウレタン積み木」
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乳幼児期の感覚統合遊び
〜保育士と作業療法士のコラボレーション〜
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おわりに

最後まで読んでいただきありがとうございます。保育士と作業療法士がコラボレーショ
ンすることで、今までとは一味違う内容だったのではないでしょうか？
私は、恵まれたことに、病院での作業療法を行うとともに、保育園や幼稚園に伺う機会
をいただいております。その機会を通して、保育現場ではすばらしく楽しい活動がたくさ
ん繰り広げられているということを目の当たりにしたのです。しかし、「この活動が子ど
もの発達におけるどの部分と関連が深いのか？」「どういう子どもにオススメなのか？」
これらの視点が十分でないままに展開されていました。
そこで、作業療法士が得意とする活動分析の視点を掛け合わせることにより、質の高い
保育活動につながったというご意見をいただきました。これこそ、職種を超えてコラボ
レーションするメリットではないかと感じています。これをきっかけに、保育士と作業療
法士が、協働できる機会が広がることを切に願っております。
� 作業療法士を代表して　高畑脩平

私が、初めて作業療法士の先生のお話を聞いたとき、目からウロコがたくさん落ち「こ
の視点こそ保育の現場に必要だ！」と思いました。そのとき以来、保育の現場に作業療法
士が来てくれることを夢見ていました。
子どもの外見上の行動からその子の感覚機能の特性をとらえ、その特性から行動要因を
導き出して子ども理解をする作業療法士の視点から「○○できないのは〜〜の理由がある
からだ」ということがわかるようになり、その視点を得ることで私たち保育者は、子ども
の実態に即した具体的な支援の仕方や遊び方の工夫ができるようになりました。こうして
作業療法士と保育士とのコラボレーションにより、私たちは日常の生活と遊びの中で子ど
もの発達をサポートできるようになります。今後さらにこのコラボレーションが拡がり、
子どもたちが心も身体も健やかに成長できることを願っています。
最後になりましたが、この本の出版にあたり熱心にご指導くださいました加藤寿宏先
生、編集アドバイザーとして携わってくださいました玉村公二彦先生、能地由貴子先生、
米田光子先生、そしてともに遊びたくさんの気づきと学びの機会を与えてくれた子どもた
ち、写真の提供を快く同意してくださった保護者の方々、クリエイツかもがわの田島英二
さん、菅田亮さんに心より感謝いたします。
� あいのそのこども園　園長　大久保めぐみ
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