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～　本  の紹介　 ～

　　　「育てにくい」と感じたときに読む本
　　　　　　　　　　悩み多き年齢を上手に乗り越えるためのアドバイス

桑原　優子

　　　　　　　　　　　　　　　「手のかからない子がいい子だなんて

　　　　　　　　　　　　　　　　そんなのは大きなまちがいですよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　人生のどこかで、

　　　　　　　　　　　　　　　　親は子どもにたっぷり手をかける必要があるんです。

　　　　　　　　　　　　　　　　小さいころに手をかけさせてくれる子が

　　　　　　　　　　　　　　　　本当はともていい子なんです。　　　　　佐々木正美　」

　　　　　　　　　　　　　　少々古い本ですが、この本の巻頭言として、上記のことばが載っ

　　　　　　　　　　　　　　ています。そして、この本の内容は古びていないどころか、ます

　　　　　　　　　　　　　　ます必要とされる方が多くなっている気がします。内容は、ある

　　　　　　　　　　　　　　雑誌に寄せられたお母さん達の悩み相談に答える形で掲載された

記事に、加筆修正を加えたものだそうです。だから、この本にあがっている悩みに共感される方

も多いかと思います。まわりと比べるのではなく、個性を認め、我が子を信じて、焦らずに目を

かけ、手をかけていけば大丈夫！と思わせてくれる元気の出る一冊です。

　　　 　　　　　＊著者／佐々木正美　　出版／主婦の友社（2008.7.）　　価格／ 1,300円（本体価格）

●指導終了者アンケートの結果についてー②

本人へ告知をする際に大切なこと 

　アンケートでは、特性や障害名の告知に

ついても回答していただきました。その結

果から、告知が前向きな自己理解につなが

るために、配慮したい点がわかりました。

　まず、障害名を説明するきっかけとして

「本人が聞いてきた」を回答する方も多く

いらっしゃいました。本人の「自分自身を

知りたい」という気持ちに配慮できるよう

説明する側も心の準備が必要でしょう。

　次に、実際の説明の際には、苦手なこと

だけでなく、その対処法や得意なことにつ

いても一緒に伝えることが大切です。得意

なことも一緒に伝えたケースでは、「本人

が情緒的に安定した」などの変化が見られ

る傾向がありました。例えば、「読み書き

は苦手でも、聞いて覚えることは得意だよ

ね」など、併せて伝えるようにしたいもの

です。

　最後に、説明された内容の理解を助ける

資料があることも大切です。回答者の中に

は、本やテレビ番組を見せながら伝えた方

もいました。資料を活用することは、本人

の「自分だけではないという安堵感」へと

つながることも期待できるのではないで

しょうか。

　詳しいデータについては、巻末に掲載し

ている本をご参照ください。

　　　　　　　　　 （ 藤村 愛・鈴木 弦 ）
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・新刊のお知らせ　『 続・子育てサポートブック 』
　　７ページに一部掲載していますが、昨年、センターを終了したOB・
　OGおよびその保護者の方に現在の様子などについてアンケートを実施
　しました。この結果は秋のLD学会で発表しましたが、この度、子育て
　サポートブックの第２弾として１冊の本にまとめることにしました。
　指導時に小学生だった先輩達の進路先や就職先の状況、就職後の様子な
　ど、インタービューを交えた内容になっています。
　　センターのスタッフルームで、１冊 500円で販売しています。
・春休み中の心理検査について
　　春休み中の心理検査は毎年混みます。休み中に受けたいとご希望の方
　は、早めに予約をお取り下さい。電話でご連絡いただくか、担当スタッフに希望をお伝え下さい。
　何の検査を取ったらいいのかわからないという方は、WISC-Ⅳをお申し込み下さい。
　　検査：8,000円／結果面談（希望者のみ）：7,000円　です。

お知らせ・ご報告

　12月11日にセンターのフェスティバルがありました。たくさんの方が

来てくださいました。私は、駄菓子屋さんと金魚すくい屋さんを担当させ

ていただきました。

　約１ヶ月前からフェスティバルの準備が始まりました。どんなお店なの

かな？と話を聞き、当日のお仕事の担当を決め、お店の看板も作りまし

た。どのお子さんも当日を楽しみにしながらニコニコ顔で準備を進めてい

ました。でも、店員さんの練習では、なんだか様子が違っていました。

「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」と緊張した様子でお客

さんの対応をしていました。当日、大丈夫かな？と心配になりました。で

も、そんな心配は全く必要ありませんでした。当日は、大きな声でお客さ

んの対応をし、担当以外の仕事もテキパキとこなしていました。

　どのお子さんも素敵な笑顔だったのがとても印象的でした。

☆ スタッフが見つけた

　　　　子ども達のキラリン ☆　　　　　佐藤 理恵
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　今年も、インフルエンザが猛威をふるっています。ご本人ではなくご家族の中にインフルエンザの
患者がいる、学級閉鎖になったので指導に通えないといった時には振替指導の対象になりますのでご
連絡下さい。また流行防止のため、センターにいらしても、うがい・手洗いを励行してください。

~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~＊~

「きりかえ言葉のストック」 　　　　　安住  ゆう子

　巡回相談でたくさんの小・中学校の教室を

参観させてもらっています。同じ単元の学習

内容、ほぼ同じ規格の教室でも一人一人の先

生の経験、人柄、得意分野、支援や工夫で当

然ながら同じ場面は１つとなく、学ばせてい

ただくことも多い毎日です。

　ある中学校の教室を参観させていただいた

時、中々魅力的な『日めくり』(高橋書店出

版、『手帳大賞作品集　2012名言･格言日め

くりカレンダー』)を発見しました。ほんの

少しだけ（ほんの1分くらいです！）集中し

て見てしまいました。3才から90代までの幅

広い年齢のキラッする一言、またクスッと、

はたまたなるほどと思わせてくれることばが

ほんわかしたイラストと簡潔な説明とともに

毎日書かれているものです。巡回記録用紙の

はじっこにタイトルをメモし、新年も早1ヶ

月過ぎてしまったのですが本屋さんで見つけ

て買い求めました。

　例えば1月8日「ママそんなに怒ったら疲

れるでしょう」という5才の子のことば。1

月20日は「痛いところから大きくなる」。

他人の言葉に傷ついたお嬢さんにお母さんが

言った言葉だそうです。1月22日は夫婦喧嘩

をした時に、妻が夫に「私のことを屁（へ）

とも思っていないんでしょう」といったら、

夫が「歯くらいには思っているよ」との返し

の一言。1月23日は「しなくてはいけないが

すぐ忘れてしまうこと＝人に感謝すること。

してはいけないがすぐにしてしまうこと＝人

を否定すること」という小児科医のことば。

それぞれが、う～んなるほど…そうだよな…

と思いませんか。年を重ねてくると段々人か

らの意見に耳を傾けなくなりがちですが、自

分を見直し、気持ちや生活を改める気持ちは

なくしたくないものです。

　最後に巡回で実際に会った場面です。みん

なと足並み揃えて行動できなかった小学２年

生がやや強めに先生に注意されました。「こ

の先どうなるのかしら…」と見ていたら次の

場面で「さあ○○さん、これから挽回タイム

だよ！さっきのことは忘れて頑張ろう!!」と

ジェスチャーも交え温かい言葉かけをしてい

ました。「挽回タイム」のキーワードをきっ

かけにこの子は行動のきりかえができていま

した。自分に響くきりかえ言葉見つけてみま

せんか。



土曜日言語表現グループの指導について
鈴木　弦

　言語表現グループでは、言語表現力や言語理

解力、スタディスキル、ソーシャルスキルを高

めることを目標に取り組んでいます。プログラ

ムは、始めに２・３人のグループに分かれて、

やりとりの時間、次に1対１もしくは１対２で

学習する時間、最後にグループのみんなでゲー

ムなどをして過ごす時間、といった内容で行っ

ています。

★ 中学年中心グループでは……　　　　
　グループでの指導が初めてのお子さんも多く

１学期はグループの活動に楽しんで参加ができ

ることを目標に、工作や簡単なルールのゲーム

や運動、お楽しみの活動などを中心に行なって

きました。初めは緊張が強かった子も、夏の

キャンプ頃には活動に慣れ、グループの子への

意識も高まり、子ども同士で自然にかかわれる

場面が増えてきました。

　２学期には、順番や役割の話し合い、ことば

を使ったやりとりゲームを行い、一方的になり

過ぎず、相手を意識したことば遣いもできるよ

うになりました。活動の始めと終わりの準備と

片付けの時には「時間貯金（急いで準備と片づ

けを行うと早くできた分、時間が貯金され、貯

めるとクリスマスパーティーができる）」とい

う試みを行い、小集団内で待たせないことや友

達を待つことなど、時間を意識した行動の練習

にも取り組みました。この取り組みで、普段マ

イペースになりがちなお子さんも、クリスマス

パーティーに向けて、前向きに急ぐことに取り

組め、さらにグループで目的を共有し、協力す

ることを学ぶ機会にもつながったと思います。

　３学期からは自分以外のグループメンバーの

「いいところを褒める」という活動を通して、

他者の内面的なことに対しての関心が高まるよ

うな活動に取り組んでいます。

★ 高学年中心のグループでは……　　　
　高学年になるとどうしても失敗経験が増え、

自分自身のことを前向きに考えられなくなるこ

とがあります。このグループでは、安定した参

加を促すことや信頼関係を深めるために、指導

の最後にスタッフからそれぞれの良かったとこ

ろを伝えています。１学期は良かったところ

（主に集団内での過ごし方について）をポイン

ト化してお楽しみの活動をしていましたが、２

学期からは手紙にして伝えました。ご褒美活動

に繋げなくても落ち着いて過ごせる時間が増え

スタッフに褒められることが動機付けになって

きたことに子ども達の成長を感じています。

　一方、個別に学習をする時間を設けています

が、学習だけに取り組んでいるわけではありま

せん。このグループのお子さんのうちのおひと

りは、自分の気持ちや感情と向き合うことを目

標にしています。自分の好きなこと、楽しいこ

と、得意なこと、リラックスできること、イラ

イラすることについて考えたり、イライラした

時にどう対処するかを一緒に考えてきました。

このお子さんの場合“戦艦が好き”ということ

があったので、自分の気持ちを戦艦に例えて

「上手に戦艦（気持ち）を操縦しよう」、「い

かに戦わずして（怒らず、争わず）勝つか」と

いうテーマを用いて考えたりもしました。

　最近、保護者の方からも「学校でもトラブル

が減って、落ち着いて過ごせる時間が増えてき

た」と聞いてうれしく思います。このように、

学習する時間で、それぞれのお子さんの実態に

応じた対応も行っています。
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●実践報告 10●
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ようにするのはどうかな？」「叩かれた

ら、喧嘩にならない程度の強さで“やめ

てよ！”と笑顔で叩き返すというのはど

う？」「気にしないで、流す！」など具

体案が次々と出され、最後は「皆、苦労

してるんだね」(-_-;)の一言で締めくく

られ……

　話題はいつもの「アニメキャラ」に変

わり、賑やかなお昼のひとときに戻りま

した。

＊ 中高生のつぶやき  ー 流すこと ー ＊ 三島 節子

事務連絡・お願い

●来年度の指導継続の方へ

　来年度も引き続き指導を受けられる方へ

は、できるだけ３月中に４月以降のスケ

ジュールを記入したカレンダーや正式申し

込み書、持ち物などの書類をお渡しする予

定です。郵送になる方と指導内にお渡しで

きる方とに分かれますが、４月になっても

書類がお手元に届かない場合は、お手数で

すがセンターへご連絡ください。グループ

の内容によっては、特別にご用意いただく

物もありますので、ご熟読の上、準備をお

願いします。

　また、文字が多く読みにくいとは思いま

すが  指導についてのお知らせ  は指導開始

前に必ずご一読下さい。不明な点指導担当

者へお問い合わせ下さい。

●お振込について

　今年度から振込期限が前月の25日になっ

ています。２か月ご入金がないと指導を停

止しなければなり

ませんので、忘れ

ずに手続きをお願

いします。

　いつもなら漫画のキャラクターやディ

ズニーの話で盛り上がる昼の時間、その

日はなぜか『意地悪されたことやイジ

メ、からかいにあったこと』が話題にな

りました。

　「会うたびに欠点を言われ続けたんだ

よ！」「男子にいきなり叩かれた」「女

子グループに無視されたことがある」と

今まであった嫌だったことで話が続き、

誰かが「でも、私もう気にしないことに

してるんだ」と言ったことをきっかけ

に、『その非常事態をどうさらりと流す

とか！』と対処する方法を皆で考え始め

「からかいに気づかないふりをしてその

場を離れて、ロッカーに物を取りに行く
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●心理検査を知ろう　－３

  　ケー　　　エービーシー

　ＫーＡＢＣ 

　Ｋ－ＡＢＣ（Kaufman  Assessment 

Battery for Children）は、２歳６ヶ月から

12歳11ヶ月までのお子さんを対象とした心

理検査です。「新規の課題へ取り組む能力

（認知処理過程尺度）」と「既に習得した

知識や技能を適切に使用する能力（習得度

尺度）」という観点から10の課題で構成さ

れています。さらに認知処理過程尺度は、

継次処理能力（一つ一つの情報が、次々と

提示された時にそれを記憶、理解し、適切

にそれに反応していく力のこと）と、同時

処理能力（一度に複数の情報を統合し処理

する力）を測る検査で構成されているため

そのお子さんに有効な支援や学び方などの

情報を得ることができます。例えば漢字を

学ぶ時などは、継次処理能力が優れたお子

さんであれば書き順などの過程をしっかり

意識して覚えた方が良いが、同時処理能力

が優れているお子さんであれば色分けされ

た「へん」と「つくり」のカードを組み合

わせるなど、視覚的で直感的に操作できる

手がかりを用いながらの方が良いことわか

ります。また、学習から得られる知識が問

われる習得度尺度と認知処理過程尺度の差

からも情報が得られます。認知処理能力が

高くても、習得度が低い場合は、学習面に

おいて実力が発揮できていないことが考え

られ、逆の場合は、能力以上に適応できて

いることが考えられます。ちなみに近日刊

行予定のＫＡＢＣ－Ⅱでは18歳11ヶ月まで

実施可能になり、「継次」「同時」に加え

「学習」「計画」などの尺度からも情報が

得られるようになっています。センターで

も、行えるようになる予定です。興味をお

もちの方はスタッフにお尋ねください。

　　　　　　　　　　　　　（芳賀 亮一）

家庭で使える便利グッズ ♯６

文房具　~定規~　　　　　　内藤 良子

ウェーブ目盛定規（コクヨ）
１mmごとの目盛が少しずつ長く
なっています。また５cm単位で
数字が大きく太くなっているのも
ポイントです。

　小２以降、算数の授業では定規を使うようになります。最初は竹の定規で

すがそれ以降は使いやすい物を自分で用意できることが多いようです。今回

は「見る力」の弱いお子さんに使いやすい、市販の定規をご紹介します。

ロービジョンスケール
　　　　　　　（大活字）
白黒反転しているのが最大
の特徴です。また０の左端
にストッパーが付いている
ので始まりがわかりやすい
です。他に三角定規、分度
器のシリーズがあります。


