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　年末にノロウィルスが大流行しましたが、年が明けてインフルエンザが本領を発揮し始めたようで
す。お子さんだけでなく、大人も手洗いうがいを心がけましょう。年度末につき、細々と事務的な連
絡がありますので中をよくご覧いただき、不明な点は担当者にお問い合わせ下さい。
　最後に、遅くなりましたが 今年もよろしくお願いします。
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　　　　　怒りモードに入るきっかけ　　　　　安住  ゆう子

　すぐにカーッとなって爆発してしまう我が
子、ついついイライラガミガミ言ってしまう
お父さん、お母さん、先生。私達はなぜ怒っ
てしまうのでしょうか。
　怒りモードに入るきっかけ〈その１〉思い
通りにならない、極端に言うと絶望感。行き
たいのに行けない、やりたいのにやれない、
やらせたいのにやってくれない、やめさせた
いのにやめない。それに対しての思いが強け
れば強いほど、また、同じことが繰り返され
れば繰り返されるほど、怒りのパワーはアッ
プします。で、あれば思い通りになると思い
込むところからの修正が必要では？今回はで
きないかもしれないという心の準備やゴール
の見直しをしてみるのはどうでしょうか。
〈その２〉どうなるかわからない、不安感。
不安だと心細く頼りなげな態度になるような
気もしますが、不安が高まると怒りに変わり
ます。電車に乗っていて急に止まってしまっ
た時のことを思い出してください。何が起き

たのか、いつ動き出すのかわからない。始め
は「どうしたんだろう」と心配しますが、
徐々に「どうなっているんだ！事故で動かな
いのは言わなくてもわかっている！知りたい
のはいつ動き出すかだ！」と怒りに変わって
きますよね。先の見通しがわかると不安から
くる怒りは軽減されることが多いです。また
不安ゆえの言動がはたから見ると乱暴で失礼
な態度になる子がいることもわかっておきた
いところです。
〈その３〉空腹、睡眠不足、疲れ、ストレ
ス。生理的欲求や精神的充足感のバランスが
崩れているとちょっとしたことでも怒りにつ
ながります。家族をストレス発散のはけ口に
していませんか。人間ですから時にはカッと
なり、後から子どもに謝ることもあってもい
いと思います。でも負のスパイラル（まずい
とわかっていても怒鳴り続けてすっきりし
ちゃおーが繰り返される）から抜け出せない
ようなら、行動を切り替えられるよう真剣に
考えたいものです。

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



　３つの銀河グループについて
三島節子・芳賀亮一・安住ゆう子

★銀河女子グループ　　　　　　　　　　　　
　銀河女子グループは中高生の女子の活動グ

ループです。１ヶ月に１回の活動ですので、か

なり盛りだくさんな内容になっています。

　まず、自主的な準備。開始30分前に集合し、

近況報告などのシートを完成させ、調理の段取

りまで主体的に行うことになっています。メイ

ン課題のＳＳＴは「思春期ワーク」に沿って、

主にコミュ二ケーション課題を行います。これ

はプリント・話し合い・ロールプレイなどが中

心です。学習後は「実行機能」「段取り力」

「女子力」強化のための調理を行いますが、こ

こで事前に段取りをしていた役割分担が役立ち

ます。時間かあれば余暇活動、そして最後にふ

りかえりシートを記入して終了。終了後、誘い

合ってミスドやカラオケ、といった流れです。

　一番は同年代同性の友達との交流、そして、

自分が人の助けになっていることを体験し、自

信をつけることが学校生活でやや自尊心を失っ

ている彼女達の大切な課題だと考え、そのよう

な機会も沢山盛り込んでいます。　　（三島）

★銀河Ａグループ　　　　　　　　　　　　　
　銀河Ａグループは毎月様々な場所に外出して

月１回日曜日の一日を楽しく過ごしています。

主に ①同年代の仲間と楽しく過ごすこと  ②余

暇活動に必要なスキル（交通機関の利用、金銭

管理、スケジュール管理）の習得を目指してい

ます。

　中学生になると、周りのお子さん達も忙しく

なり、友達が欲しくてもなかなかできないとい

うことがあります。反対に、様々なストレスを

感じながら中学校生活を送っているお子さんの

場合、休日はひとりでリラックスして過ごした

いと思うかもしれません。そこで、みんなで楽

しい場所に出かけることで、一人で過ごすこと

とは違った楽しさを見つけ、そこから余暇の過

ごし方について幅が出てくることを願っていま

す。例えば、ラーメン博物館に行った時には、

４人くらいの班になり、各自が適度なところで

妥協して入るお店を決めたりしました。「二番

目に食べたかったお店になったけど、みんなで

ワイワイ言いながら食べたのは楽しかったな」

のように、他の人を少し気にすることで今まで

したことのない経験をしたり、楽しい気持ちに

なって欲しいなと思います。　　　 （芳賀）

★銀河Ｂグループ　　　　　　　　　　　　　
　銀河Ｂの目標は ①自己理解 ②ソーシャルス

キルの向上 ③プランニング能力の獲得です。

ワークシートで得意不得意を自己評価し、ゲー

ムや話し合い活動の中で②③を体験するととも

に、ホームワークとして来月までに具体的な目

標を家庭や学校で意識し、記録してきて来ても

らいます。また、各自の目標達成のための対策

アイディアを話し合いで出してもらいます。計

画的に勉強や課題に取り組むためには「やらな

ければならないことをリストアップする」「周

りに気になるものを置かない」「自分へのご褒

美をあげる」「使えるもの（ネット、ノート

等）をフル活用する」となかなか良い意見がで

ました。

　メンバーに好評な活動はチーム毎にプラスワ

ン食材を相談して時間通りに昼食を完成させ勝

負をつける「料理王選手権(焼きそば王、カ

レー王、鍋王をやりました)」です。少しずつ

の積み重ねの中、成長が感じられるメンバー達

です。　　　　　　　　　　　　　　（安住）

- 4 -

● 実践報告 14 ●



　12月のセンターフェスティバルに高

校２年生の銀河女子卒業生が来てくれま

した。

　中学時代は友達との付き合いがうまく

いかず、不登校も経験した彼女ですが、

中学後半から人との距離の取り方が上手

くなり、高校生の今、楽に過ごせている

ようです。「友達の悩みに寄り添って相

談に乗ってあげられることが幸せ」と

言っていました。悩みが解決した友達が

自分から去っていっても、それはそれと

認め、距離をとりつつ過ごしているよう

です。

　焦ったり、寂しかったりしないの？と

尋ねると、私にはいろいろな場所で友達

がいるし、銀女の先輩もいるから大丈

夫、と笑っていました。支えられっぱな

しでなく、支える側にも立てたことが彼

女の自信になっているように思えまし

た。今回の銀女ＯＢの役割も彼女の自信

になったようです。

＊ 中高生のつぶやき  ~友達の存在~ ＊ 三島 節子

●お母さん達に聞きました！ー③

だんなさんや奥さんの

　　　　ステキなところ ♪
　　43.9％の方が「子どもと遊んでくれ

る」ことを選んでいます。相手がお子さん

と遊んでいる姿を見ているだけで、約半数

の方が幸せな気持ちになれているようで

す。家族平和のためにも、ジャンジャン子

どもと遊びましょう！

　それ以外にも「家事に協力的 /19.5％」

「自分の時間をもたせてくれる /13.4％」

も高得点です。ついつい、自分の思いばか

りを口にしたり、ついつい相手にいろんな

ことを押し付けてしまい勝ちですが、育児

に対しては、まず相手の意見を聞くこと、

時には役割を交代すること、子どもの特性

について勉強すること。これは相手に喜ば

れること間違い無しです。

　そして、何と言っても日頃の感謝の気持

ちを口に出していきましょう。近くにいて

も思っているだけではなかなか伝わらない

ものです。今さら照れくさいですが、今日

帰ったら「いつもありがとう」、「いつも

かわいいね」、「いつもかっこいいね」と

伝えてみてください。夫婦間でのバランス

が取れた楽しい！楽しい！楽しい！育児が

できますように！！　　　　 （ 鈴木 弦 ）
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　指導の中でやってみたいことを尋ねたとこ

ろ、「調理～！」と答えるお子さんが多く興

味をもっている様子がうかがえました。調理

には様々な活動が盛り込まれているので、苦

手なことも“楽しみながらチャレンジ・練習

する”にはもってこいの活動です。ここで、

初心者の方にも手軽で美味しい！「ぎょうざ

の皮ピザ」の作り方とどんな練習ができるか

をご紹介します。お母さんやお父さんからの

「美味しかった！」「ありがとう！」の一言

でお子さんの自信と意欲につなげましょう。

 　お家でできることを増やそう ー③

かんたん調理　　　　　　　　藤村　愛

取り出す時に大
人に頼む

何枚食べるか、
好みのトッピン
グを聞いたり、
伝えたりする

何分後にできるか
の計算

トッピングを等分
する計算

落とさない、ぶつからないで
トースター皿を運ぶ

こぼさないようにのせる
見た目のバランスを考える

手作りアレンジ
ソースで割合の計
算
ex.味噌1:マヨ2

皮の縁を残して丸く塗る
飛び散らない様に塗る
(コツ)外枠だけ先に塗ってお
き、内側を塗ってもらう

④トースターで
　数分焼く

③トッピングと
　チーズをのせ
　る

②ぎょうざの皮
　にピザソース
　を塗る

・手洗い
・調理道具、材料を定位置
に戻す
・ごみの処理
・こぼしたら拭く
・落としたらのせない
・指をなめない
・焦げないように確認
(コツ)途中ではなく調理前
に予め確認する

材料の買い物材料の量の計算包丁や缶などの扱い
同じ大きさ・厚さで切る
(コツ)少しだけ切り筋を入れ
ておくと等間隔の目安になる

社会的スキル
生活スキル　

清潔・安全・片づけなどの
管理

算数
体の動き・集中のコントロー
ル・空間把握

練習できる内容（例）

①ピザのトッピ
　ング
　材料の準備

お知らせ・ご報告

●インフルエンザの対応について
　インフルエンザが流行し始めました。か
かった場合は次の対応をお願いします。

１．家族で発症した場合は休んでください。
２．学級閉鎖になった場合は、ご本人が元気
　でも休んでください。
３．本人の体調があやしい場合は無理せずに
　休んでください。
　１,２ の場合は振替指導が受けられます。
インフルエンザ振替に該当するかは担当者に
お尋ねください。

●１階の工事について

１階入り口の右側の部屋で工事が始まりまし

た。２月末まで続く予定です。入り口が共用

になっていますので、工事業者の出入りが頻

繁になったり入り口付近に物や工具が積んで

あることが増えると予想されます。

特に小さいお子さんの保護者の方は、階段下

へひとりで降ろさない様にして下さい。また

扉が開いていても、中に入らない様にご注意

下さい。

また工事の騒音が起きますので、音の苦手な

お子さんは心づもりと対策をお願いします。
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～　本  の紹介　 ～

　　　『宇宙人のいる教室』
永松　亮子

　　　　　　　　　　　　　　　本の紹介ということですぐに思い浮かんだのがこの本でした。

　　　　　　　　　　　　　　私がこの本に出会ったのは２０年位前です。小学生だった子ども

　　　　　　　　　　　　　　達に読みながら感動していたのはいつも私でした。そんな本です

　　　　　　　　　　　　　　が、ずいぶん前の本なのでもう世の中に出回っていないかもと心

　　　　　　　　　　　　　　配になり調べてみたところ、ありましたぁ～。嬉しかったです。

　　　　　　　　　　　　　　本の内容は、伊藤テツヤという主人公と星レオナという周りの友

　　　　　　　　　　　　　　達と違い宇宙人かもしれないと思っていた転校生の２人が仲良く

　　　　　　　　　　　　　　なっていく話です。その仲良くなっていく２人の様子がとても素

　　　　　　　　　　　　　　敵で心が温まる本です。でも、最後に別れが……。

　　　　　　　　　　　　　　　子育てや毎日の暮らしで忙しい皆さんにお子さんと一緒に読ん

　　　　　　　　　　　　　　でいただいて、心がほっこりしていただけたらと思います。　　

　 　　 ＊著者／さとうまさこ　　出版／金の星社（1984.10.）　　価格／ 1,200円（本体価格）

●指導終了者アンケートの結果についてー⑤

   　　  働く上での悩み 

　今回の卒業生アンケート実施時点で「就

職している」と回答した方は21名でした。

「仕事上、困ることがありますか？」とい

う質問では、「ない」と答えた人の方が多

く（約６割）、自分の適性にあった仕事に

就き、過度なストレスは無く過ごしている

人が多いようです。療育手帳を使って障害

枠での就職をしている人が多い（16人）こ

ともあるでしょう。

　一方「困ることがある」と答えた人の中

には「仕事が面白くない」「仕事が難し

い」「仕事がきつい」など、どんな仕事で

もありそうな回答の他に、「雇用が安定し

ていない」という回答も目立ちました。障

害枠での就職は、正社員という形で雇用さ
れることはまだ少なく（福利厚生面も含め
て）、毎日出勤していても、雇用条件とし
ては「契約社員」という立場の人が多いた
めだと思われます。契約社員の場合、年度
ごとの契約更新となるため、ご本人、保護
者の方ともに心配に思うようです。
　しかし、ほとんどの人が友人関係や、趣
味など生活上の楽しみは「ある」と回答し
ており、それを励みに社会人として頑張っ
ている様子が伺えました。また、相談相手
は「親」または「友人」と回答する人がほ
とんどで、悩みはあっても「相談相手がい
ない」という人は２１人の中にはいません
でした。それにもホッとしました。
　　　　　　　　　　　　（ 芳賀 亮一 ）


