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　保護者の方にとっては長い長い夏休みが終わってホッと一安心ですね。10月に入るとインフルエン
ザの予防接種が始まります。巻末にインフルエンザになった時の対応のお願いを記載してありますの
でお読み下さい。また今号の特集はLDのお子さんが使える最新の端末機器について書いていただきま
した。次号との連載になっていますので、２号を保存しておいていただけると良いと思います。

大人も変われる！

　先日小学校を巡回していて嬉しいことがあ
りました。その学校にはここ７～８年位伺っ
ていて、授業参観後、先生方とお子さんへの
支援について話し合っています。今回対象と
なった５年生の担任Ａ先生の名前を見て、確
か……と思い出しました。３～４年前に低学
年を担当していたはずです。当時の事前資料
によると、授業に前向きに参加できないＢ君
がいて、親御さんの協力も得られずＡ先生は
大変苦慮しているとのことでした。落ち着か
ないＢ君が度々Ａ先生に叱られて、それに反
発してますますは反抗的になっている授業を
参観した後「さて話を」と思ったところ、Ａ
先生はこちらの話を聞くまでもなく「あの子
はどうしようもありません！親も全くわかっ
ていません」とＢ君親子の問題（？）点を冷
静に、でも非常に不快な様子で話し続けまし
た。中休みという限られた約20分の話し合
いの内、おそらく18分くらいはＡ先生が話
され、私も話すことでＡ先生の気持ちが整理
できればいいなと思い、最後にほんの少しだ
け提案をし、面談は終わりました。校長先生

も真面目なＡ先生がＢ君親子を受け入れられ
ないことを心配していました。そんなＡ先生
の授業を今回久しぶりに参観させていただき
「あれっ？」「ん？」と思う場面が多々あり
ました。友達に話しかけ授業に中々参加でき
ないＣ君に対して、さりげなく復習問題（Ｃ
君が解ける問題）をノートに書いてあげてい
ました。ふらっと立ち上がり教師用の大型定
規を持ち出したＣ君を「もしも～し」と柔ら
かい口調でたしなめ、やんわりと定規を預か
りました。Ｃ君も素直に渡し、自分の席に戻
りました。教壇の横には帰りの会でやるゲー
ムネタの一覧が……。参観後「久しぶりに授
業を見させていただいて、ずいぶん雰囲気が
かわったなと思いました」ともち出しますと
「そうですか……」とご自分のことについて
話し始めました。以前はこちらの話など聞く
気もない様子だったのに「もっと聞きたいこ
とがあります……！」と延長した面談の終わ
りにさらに言って下さいました。
　子どもばかりに成長を求めないで、親も指
導者も、大人も変われる！

NPOフトゥーロ
LD発達相談センターかながわ

十日市場心理相談室

安住  ゆう子



リズム教室  ～音・音楽で遊ぶ～
有富　正子

○いつやってるの？　
　　・・・第１・３土曜日

○部屋は？　
　　・・・Ａ教室など

○指導形態は？　
　　・・・個々のニーズに合わせて対応

○何をやってるの？　
　　・・・音・音楽を使って遊ぶことで、感覚の発

　　達・調整・統合を促します。また、音楽に合わ

　　せて動いたり、歌ったり楽器活動をすることを

　　通して心と身体の発達を促していきます。

○どんな先生？　
　　・・・スマートなカエルが大好きな若い先生と

　　ちょっと太めのドラえもんに似た先生です。

～♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～♪～

♪ある日のセッション1．

　エグザイルのライジングサンにあわせてダン

ス、ダンス…。思い思いに身体を動かして…。

笑顔と身体と心の弾む時です。

♪ある日のセッション2．

　大好きな曲にあわせてジャンベのリズムが響

きます。AKB，嵐にいきものがかり…etc。仲間

のリズムと響き合った時は弾けてコラボしま

す。身体を大きく動かして、心も一緒に弾けま

す。音で発散！！

♪ある日のセッション3．

　透明でカラフルな色彩のプラスチックコップ

を、ひとつずつコツコツと積み重ねて作ったタ

ワー。窓から注ぎ込むお陽さまがカラフルな光

のグラデーションを生み出し、影を写し不思議

な夢の世界を作り出します。個々に作った作品

が繋がり、小さな町になることもあります。天

井まで届く高いお城に大満足！やったぁ～！！

の大きな声が響きます。ナイアガラの滝の様に

連続して流れる音にも似た崩れ落ちる音に、皆

の歓声があがります。光と色と音に開放される

ひと時です。

♪ある日のセッション4．

　ギュッギュッ…、ペタンペタン…、トントン

トン…、プシュッ！ツルツルッ！パクパク！

何の音かわかる？？？　そう、おいしいものを

作ったり食べたりする音。これも生活の中の大

切な音です。

“忍者うどん、お花畑のカナッペ、フルーツ・

フレーク・コレクション”夏休み最後のお料理

教室のメニューです。お父さんもお母さんも参

加してみんなで一緒に作って食べました。お料

理も食べることも、音と音楽と動作のコラボ

レーションです。おいしい！！食べる時はほっ

ぺを膨らまして満面の笑顔です。

♪～触って，触られて、感じて，気付い

て、思考して、行動する。楽しいことの継

続がやる気を起こし、達成感と満足感を生

みそして最高の笑顔を生みます。

　リズム教室はそんな笑顔がいっぱい溢れ

ている教室です！！！
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● 実践報告 16 ●



　スタッフが見つけた！

☆  子どもたちの キラリ~ン  ☆☆

　N君は素敵なアイディアが次々湧いてく

る元気な4年生。理科や工作、裁縫など得

意なものがいろいろあるが、字を書くこと

はちょっと苦手。

　そんなNくんがクロスワードパズル作り

に挑戦した。「春」をテーマにタテの言葉

とヨコの言葉の文字数がヒントになるよう

に言葉を選び、配列して解答をパソコンで

仕上げた。そして枠とヒントの問題作り。

完成したパズルはみんなにチャレンジして

もらいたくて教室に掲示した。

　すると、会ったことのない違うグループ

の子や先生が解答を寄せてくれた。「やっ

た！感想が書いてあるのもある」そして

「人って気持ちがあるんだね」と目を輝か

せて早速丸つけをし、間違えた子にも×は

かわいそうだからと言いながら「おしいで

す」とコメント。

　この夏、N君に一日の予定と行動をメー

ルで報告してもらう宿題を出した。彼から

送られてくる予定行動表に「こっちでも熱

中症に気をつけますが、そっちでも気をつ

けてください」という彼らしい表現で優し

い言葉が添えられていてキラリン☆

　夏の疲れも飛んでいったのであった。

　　　　　　　　　　　　（早坂美奈子）

　この言葉は、鉄鋼王と呼ばれたスコットランド生まれで後にアメリカに移住し

た実業家アンドリュー・カーネギーの言葉です。

　これからのことを考えると、ついつい気持ちがネガティブになりがちですね。

人間だれでも、放っておくと暗い方に進んでいってしまうものです。

　でも、そんな時こそ思い切って笑顔になりましょう。例えそれが、最初は作り

笑いでもいいじゃないですか！大切なことは、これからのことに、不安になり過

ぎるのではなく、今を前向きに思うことです。いつも、明るく笑顔でいるだけで

みんなハッピーです。ただ、性格を変えるのって簡単ではないですね。まずは、

自分の性格や考え方の特徴を知ること、次に自分がなりたい性格や人物像をイ

メージする、最後にその性格や人物像に近づける様な行動を考えて、実行に移し

てみることが必要です。明るい服を着てみる、ということから始めてみてはいか

がでしょうか？？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木 弦）

子育てに役立つ言葉-２

“明るい性格は財産よりも

　　　　　　　もっと尊いものである”
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お知らせ ＆ ご報告

●冬の振替指導について

　４月に振替指導のご希望をいただき、ほと

んどの振替指導は夏休み中に終了しました。

その後、学校行事と重なり指導をお休みする

ことになった方は、12/25に振替指導があり

ますので、早めに担当スタッフにお知らせ下

さい。

●新しい検査及び再検査について

　“ＫーＡＢＣⅡ”という20年ぶりに改訂さ

れた心理検査が用意できました。WISC-Ⅳな

ど他の心理検査と比較検討するために用いら

れることの多い検査です。２歳６ヶ月～18歳

11ヶ月の方が対象になります。春休み中の再

検査（WISC-Ⅳなど）を含め、ご希望の方は

早めにお申し込み下さい。

●センターフェスティバルについて

　今年もグループ指導・サークル活動に参加

している方を対象にセンターフェスティバル

を12月15日（日）に行います。例年同様、午

前の部・午後の部に分けて行いますが、まだ

グループごとの時間については決まっていま

せんので、１日予定を空けておいて下さい。

　また、銀河グループがバザーを行いますの

で、お家にある使っていない新品のタオルや

食器などありましたら寄付をお願いします。

 　　スタッフのおすすめ外出先 ②

　　　ＪＪクラブ100
　　　　　　　　　　　　　　　　  鈴木　弦

　ＪＪクラブ100は「江田駅」から徒歩５分

ほどの所にあります。センターの指導では、

ゲームサークル（今年からクリエイティブ

サークルという色々な活動するサークルに変

更）で、年に１度のお楽しみの外出で度々利

用していました。

　どんな所か簡単に言うと、ゲームセンター

です。ただ、ここのゲームセンターの特徴は

「ゲームがワンプレイいくらか」ということ

ではなく、館内に何分居たかによって料金が

決まることです（15分間100円）。ですから

時間内であればいくらでもゲームができるの

です。

　ゲーム内容は、定番のレースや射的といっ

たビデオゲームや、太鼓の達人などもありま

す。他には釣り堀や卓球、ビリヤード、バッ

ティングコーナーなどもあり、スポーツも含

めて様々な遊び方が可能です。

　一度行くと「また行きたい！」「こないだ

家族でも行ってきた！」などと気に入るお子

さんが多く、お勧めの遊び場所です。

　初回に１年間有効の会員登録（315円）を

する必要があります。また、横浜市には相鉄

線上星川にも同じお店がありますので、お住

まいの地域に応じて利用してみてください。

　ＪＪクラブ100   

http://jjclub100.jp/
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～　本  の紹介　 ～

　　自閉症・アスペルガー症候群「自分のこと」のおしえ方
米山　佳代子

　　　　　　　　　　　　　　　この本は、お子さんへの診断説明を「誰が」「いつ」「どの

　　　　　　　　　　　　　　ように」伝えるか否かということを色々な側面から考えていく

　　　　　　　　　　　　　　こと。そして、告知した場合のその後のお子さん自身の特徴に

　　　　　　　　　　　　　　対しての自己認知の深め方について、わかりやすく、そして実

　　　　　　　　　　　　　　際に行っていることを紹介している本です。

　　　　　　　　　　　　　　　この本を手にしたきっかけは、地元の静岡で、個別に学習支

　　　　　　　　　　　　　　援をしているお子さんが著書である吉田医師の元で告知を受け

　　　　　　　　　　　　　　中学生になり、『勉強会』(巻末付録参照）で自分自身の特性に

　　　　　　　　　　　　　　ついて勉強をして、とても成長した様子を目にしていたからで

　　　　　　　　　　　　　　す。告知についての内容だと、とても難しい本だと思われるか

　　　　　　　　　　　　　　もしれませんがそんなことはありません。保護者の方々が、セ

ンター等の療育に通われるのにどう説明したら良いか、そして、何より、お子さん自身が自分

の特徴についてどう向き合い、自分の道をどう切り開いていくのかを考えていくのに良いヒン

トとなる本です。
　　　  ＊著者／吉田友子　　出版／学習研究社（2011.4.）　　価格／ 1,500円（本体価格）

●ＳＳＴクイズ　#２

   　こんな時どうする？ 付く余裕がない」「言いたくない」「いつ

も聞かれるので答えるのが面倒」（正解は

全部「？」です）

　やったことを思い出せない場合は時間割

を見ながらどの授業が一番楽しかったかを

聞いたり、言葉でうまく説明できない場合

は「どう？」など曖昧な聞き方ではなく具

体的に聞いてみると話してくれることもあ

ります。学校の様子を知りたいからといっ

てあまり根掘り葉掘り聞くと、そのうち本

当に大切なことまで話さなくなってしまう

ことがあります。言葉ではなく、表情から

「いい顔しているな」「疲れているな」と

その日の様子が分かることもあります。た

まには、保護者の方から「今日こんなこと

があったよー」と話してみるのもよいかも

しれないですね。　　　　　（江上芽里）

　４年生のＡ君が学校から帰って来まし

た。お母さんがおやつを食べているＡ君

に「今日、学校どうだった？」と聞くと、

Ａ君は「フツー」と答えました。「楽し

かった？」と聞いても、いつもＡ君は

「別に」「忘れた～」と言います。

Ｑ. Ａ君はどうしていつも「フツー」「忘

れた～」と答えるのでしょう？

Ａ.「やったことを思い出せない」「言いた

いことを言葉でうまくまとめられない」

「どう？と聞かれても、何を答えればよい

のか分からない」「その場に参加すること

に一生懸命で、その時の自分の気持ちに気
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●各種入金について
　① 今年度から８月にも通常指導を行うことになったことで、７月や９月のご入金いただく

　　金額が他の月と違う方が多くなっています。引き落としになさっている方などに事務か

　　ら確認の連絡があるかもしれませんので振り込みの記録は必ずお手元に保管なさって下

　　さい。

　② サークル参加の方は後期分の納入時期になっています。不明な点は担当か事務へお問い

　　合わせ下さい。

●感染症（インフルエンザ、ノロウィルス）等の対応について
　まだ先の話になりますが、この冬も感染症の流行が予想されます。「家族内で発症した

　場合」「お子さんが元気でも学級閉鎖になった場合」は必ず指導を休んで下さい。こ

　の場合は振替指導になります。またお子さんの体調が怪しい時もお休みして下さい。

事 務 連 絡

　瞳自体にストレスがかかって引き起

こされる症状の総称を「ビジュアルス

トレス」といいます。例えば、頭痛・

目が疲れやすいなどの身体な症状や、

読むことに集中が続かない、嫌がると

いう心理的症状などがあります。重度

になると、白い紙をまぶしく感じる、

文字が揺れる、消える、重なるなども

起こり、これらの症状が読み書きの困

難の一要因となります。そのような場

合、半透明のカラーシート（カラー

フィルム）を読みたい部分にかけるこ

とにより、視覚的な文字の歪みを軽減

し見やすくなる効果があるそうです。

本を読むことが楽しい♪読んでわかっ

た！という体験を増やすために試して

みてはいかがでしょうか。

＊適切なカラー

は個人によって

違うそうなので、

眼科でテストされ

ることをお勧めし

ます。

家庭で使える便利グッズ　＃６

～　文字を読みやすくする カラーシート　～
藤村　愛


