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　神奈川県内でもノロウィルスとインフルエンザが猛威をふるい始めました。センターでも万が一の
場合に備えて用意をしていますが、みなさんのうがい・手洗いが第１です。センターへ到着後にも手
洗い等のご協力お願いします。　今号の特集は、前号の続きとして「LDのお子さんが使える最新の端
末機器について」の情報になっています。前号と併せてお読み下さい。

時は続き、つながっている！
　　　　「自分は未来から来たと思え」

　2014年になり早、1カ月が過ぎました。昨

年東京オリンピックが決まったことで2020

年、６年後、自分はどうしているだろう？我

が子はその時どうなっているんだろう？と考

えた方も少なくないでしょう。大人の６年は

うわー○歳になっている～！という、恐怖だ

け（？）かもしれませんが、子どもの６年は

大きな変化でしょうね。年長さんは６年生、

６年生の子は高校３年生になっているわけで

すから！ところで反対に、とある家族の会話

の文の中から「自分は未来から来たと思え」

という一文を見つけました。テストに失敗し

た中学生の妹が「あ～小学校からやり直した

い」と言っていたのを聞いた高校生の姉が

「高校生の自分がタイムスリップして来たと

思えば、もう一度チャンスをもらえたと思え

るでしょ。自分は未来から来たと思えば？」

と言ったそうです。「あぁすれば良かった、

こうだったら良かった」と終わったことに文

句を言ってもしょうもありません。例えばＡ

さんの場合、自分の子が高校生で自分（母）

は45歳。でもタイムスリップして今の小６

の息子と39歳の私がいる。高校生の母とし

て６年の時に我が子にやらせておいたら良

かったな、と思うことって何でしょうね～。

後から思えば小さなことにきゃんきゃん言い

過ぎたな～って反省することありますよね。

　昨年末に一度指導が終了したお子さんの再

検査をしました。お一人が約２年ぶり、もう

お一人は何と７年ぶり。フトゥーロのことを

忘れずにいて下さったことはもちろん嬉し

かったですか、各々のお子さんが素敵に成長

していたことがさらに嬉しかったです。お母

さんとして気になることがあったのでいらっ

しゃった訳ですが、それぞれ当時の特性は残

しつつも、何より子も母も強く、たくましく

なっていました。この３月で指導を終わられ

る方もおられるかと思います。６年後（もち

ろん、もっと前でもいいですが！）に12年

後からタイムススリップしたつもりで是非お

越し下さい。いつでもお待ちしています。

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

安住  ゆう子



うさぎグループについて
岡  純子・有富  正子

　うさぎグループは、現在９名の年少・年中児

が２つのグループに分かれて元気に活動してい

ます。

♪年間指導目標は

①音楽を用いる活動（歩行走行、全身のタッピ

ング、身体模倣、楽器活動）を通して、バラン

ス力や体の両手・両足の協応力を向上させる。

②指先を使った楽しい遊びの中で、左右の手を

協応させる力を向上させ遊びのレパートリーを

広げたり、身辺処理面での自立を促す（のり、

はさみ、クレヨン、ボタン、スナップ、箸な

ど）。

③音楽を用いた活動や制作活動を通し、お友達

と場面を共有しながらやりとり言葉（「か～し

て」「い～れて」等）や共有物の使い方（順

番、交代、取り替えっこなど）を理解し社会性

やコミュニケーション力を向上させる。

この３つを大きな柱としています。

　以下、ある日のうさぎグループの様子をご紹

介します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　第1土曜日の12時に集まったうさぎグループ

の子ども達は、２つのグループに分かれます。

年中グループは３階のB教室に行き、親子一緒

の活動が始まります。

　今、年中グループは輪投げをしています。自

分の中で達成感を高めながら友達との比較を

し、微妙に心がざわざわとし、悔し涙が出るこ

ともあります。この頃になると、涙もチャレン

ジのファイトに繋がる頼もしい心も育っていま

す。継続して活動していくことで身体感覚も育

ち、社会性、人と関わることの楽しさ、コミュ

ニケーションする力も育ってきます。

　年少グループは、お父さん・お母さん木登り

をしています。スタートの音の合図で、お父さ

ん・お母さんの身体を上まで登って行きます。

天井に手が届いたら満面の笑みです。やった

～！の大きな声も響きます。上から下まで一気

に滑り降りるとやった感も倍増です。

　４階の２教室では、最初に年少グループが主

に工作を行います。1/18は各々がコマを２つ

作りました。１つ目は牛乳パックで作ったコマ

で手首をひねって回す物、２つ目は親指と人差

し指で軸をつまんで回すコマです。幼稚園・保

育園でも色々なコマを作ることと思いますが、

木や鉄の駒に縄紐を巻き付けて回すコマにいき

なり挑戦する前に、自分で回せた達成感を感じ

られるよう、センターではよくこの２つのコマ

を作ります。５本指を別々に動かし指先に力を

入れられるかどうか、手首を柔軟に回せたり指

先をひねる動きに未熟さは無いか、子ども達の

様子を把握しながら、日常的にご家庭で出来る

工夫を保護者の方にお伝えします。粘土で遊ん

だり、お菓子の小袋をちぎって開けること、ミ

ニトマトのへたをつまんで取ることも大切な経

験ですね。

　各々の部屋で45分ずつ活動した後、年中グ

ループと年長グループが教室の交代をします。

　体全体を大きく動かすことと、座って手先を

使う活動にじっくり取り組むこと、この２つの

活動をバランスよく行うことがうさぎグループ

の特徴です。
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● 実践報告 17 ●



　スタッフが見つけた！

☆  子どもたちの キラリ~ン  ☆☆

　毎年12月にセンターではフェスティバル

を行います。私は今年、輪投げ屋さんの担

当をさせていただきました。

　１ヶ月程前から、子ども達はフェスティ

バルに向けて準備を始めます。看板やポス

ターのデザイン、お店の名前もみんなで意

見を出し話し合いをして決めていきます。

自分達で店名を考え、看板を作ることで

フェスティバルへの士気が上がっていくよ

うでした。

　店員さんの練習では、お金係や賞品係な

どそれぞれが係のセリフを練習をします。

　元々決められたセリフがあったのです

が、今回はアドリブを入れてもらうことに

しました。すると「輪が入らなかった時に

０点ですと伝えるのはかわいそう」「輪の

色を選んでもらいたい」「輪が入った時に

は鈴を使って盛り上げたい」などアイディ

アが次々と出てきました。

　どうしたらお客さんに楽しんでもらえる

お店になるのかを子ども達で考えて作り上

げた輪投げ屋さんは、お客さんも店員さん

も笑顔になれるお店となり、本番は大成功

に終わりました。

　　　　　　　　　　　　　（宮地順子）

　この言葉は、アメリカの詩人ロバート・リー・フロストの言葉です。

　ドラマ『半沢直樹』でも「銀行は晴れの日に傘を貸し、雨の日に傘を取り上げ

る」というフロストの言葉が取り上げられているのです！

　長い時間、お家の中でお子さんと過ごしていると、出来ていないところや苦手

なことにばかり目がいってしまいがちです。また、相手が身近な存在であるが故

に、ついつい口が滑り思わず言い過ぎてしまい後悔する……。

　人間誰でも、他人の出来ないことには敏感になり、それを許すことや受け入れ

ることは難しいものです。しかし、間違いを正論で諭してもなかなか他人は変え

られません。まずは、自分自身が見方や考え方を変える必要がありますね。

　子どもの出来ていないことを目の当たりにした時は、「この子なりに一生懸命

やっている」「自分だって出来ていないことがある、完璧な人間ではない」と考

えてみてはいかがでしょうか？お子さんとゆとりをもって関われるきっかにして

みてください。いかがでしょうか？？　　　　　　　　　　　　　（鈴木 弦）

子育てに役立つ言葉-３

“人付き合いが上手いと言うのは

　　　　　人を許せるということだ”
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お知らせ ＆ ご報告

●フェスティバル無事終了のご報告

　2013.12.15.に午前の部・午後の部に別れ

てフェスティバルを行いました。ゲーム屋、

工作屋、食べ物屋、バザーなどを出店しまし

た。保護者の方々には、バザーへ多くの商品

をご提供いただきありがとうございました。

無事に楽しく終わることができました。

●春休み中の検査予約について

　学校が休みの落ち着いている時期に心理検

査を受けて現状を知りたいとお考えの方は、

早急に検査予約をお申し込み下さい（前回の

同検査から１年以上の経過が必要です）。予

約は先着順になります。

　また検査結果の報告書（別料金）をご希望

の方は３週間程度のお時間をいただきますの

でご了解下さい。

●継続指導の方への書類配布について

　３月下旬から継続指導が決定した方へ、 契

約書・申込書・指導カレンダーなどを含む各

種書類を順次お渡しします（手渡しの方と郵

送になる方がいます）。お手元に届きました

ら必ず中をご確認下さい。また申込書などの

書類は４月の初回指導時にご提出下さい。

　４月になってもお手元に

届かない場合は、センター

（045-989-3501）へお問

い合わせ下さい。

 　　スタッフのおすすめ外出先 ③

　 公共施設でキャンプしよう！
　　　　　　　　　　　　　　　　 芳賀　亮一

　今回紹介するおすすめ外出先は、フトゥー

ロの小学生グループのサマーキャンプで何回

も訪れている「足柄ふれあいの村」です。ア

ウトドア派のお父さん、お母さんならキャン

プ道具を一式車に積んで、河原でテントを

張ってワイルドなキャンプ！なんていうのも

お手の物かもしれません。でも、アウトドア

活動は得意ではないけれど、子どもに野外体

験させてあげたいな～なんて思っている親御

さんもいるのでは？このふれあいの村は、野

外調理、クラフト、ハイキングなどが体験で

き、家族での宿泊もできるのです。長期休み

など以外は予約が取りづらいと言うほどでも

なく、古いですが、大きな宿泊棟に家族での

びのびと宿泊できます。野外調理も分からな

いことがあれば指導員さんが教えてくれます

し、機材も揃っています。テレビやパソコン

から離れて、家族水入らずで色々なことをし

て過ごすのも子ども達にとってよい経験にな

りそうです。周辺にもハイキングコースやア

スレチックコース、温泉など様々なスポット

があります。真冬に野外活動は厳しいかもし

れませんが、この先の土日のお出かけ先候補

に加えてみてはいかがでしょうか。同種の施

設として、愛川ふれあいの村（愛甲郡）や、

日帰り利用のみですが、くろがね青少年野外

活動センター（横浜市青葉区）、三ツ沢青少

年野外活動センター（横浜市神奈川区）など

もあります。
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～　本  の紹介　 ～

　　アスペルガー症候群のある子どものための新キャリア教育
長野  佳子

　　　　　　　　　　　　　　　私がこの本を読むきっかけは、編者の本田秀夫氏の講演を聴

　　　　　　　　　　　　　　講してとても興味をもったからです。本田氏は『発達のアンバ

　　　　　　　　　　　　　　ランスさ』を『バランス』良くしようとするだけでなく、『ア

　　　　　　　　　　　　　　ンバランス』を活かしていく素晴らしさを語っておられまし

　　　　　　　　　　　　　　た。そんな本田氏が語る『キャリア教育』とはどんな感じなの

　　　　　　　　　　　　　　か？と重い、この本を読み始めました。

　　　　　　　　　　　　　　　本田氏は「キャリア教育とは、自分の発達特性を“肯定的”

　　　　　　　　　　　　　　に理解し、特性に応じた将来設計を自分で行おうとする“意

　　　　　　　　　　　　　　欲”を育てること」だと言っています。本の内容は「将来社会

　　　　　　　　　　　　　　にでるために学齢期からできること」を、事例を始め、家庭や

　　　　　　　　　　　　　　学校ですべきこと・すべきではないこと、また医療の役割、地

域や余暇、ライフサイクルに関すること等が、具体的に書かれています。本人だけでなく、家

族や支援者など、周囲の大人たちにとって、先の見通しを立てることができる、いわば、『支

援ガイドブック』と言える本です。よかったら読んでみてくださいね。
　　　  ＊編著／本田秀夫・日戸由刈　　出版／金子書房（2013.4.）　 価格／ 1,900円（本体価格）

●ＳＳＴクイズ　#３

   　こんな時どうする？ 　お子さんが欲しがるのには「友達が持っ

ているから」「興味が移りやすい」など

様々な理由があると思いますが、ポイント

は「ルールを決めて事前に約束すること

（おもちゃはいつ買えるのか／お菓子を買

うのは週何回、いくらまで）」です。生活

に必要な物は保護者が出す、決められた時

以外で欲しい物は小遣いから出すなど使い

分けられると良いですね。

　また「お金の価値を知る機会をもつ」こ

とも大切です。高学年のお子さんなら「お

手伝いでポイントが貯まったら、お給料と

して小遣いを渡す」「欲しい物カタログを

作り、小遣いやお年玉など予算を考えて、

欲しい物の優先順位を決めたり、計画的に

お金を使う」練習をするのも良いと思いま

す。　　　　　　　　　　　（江上芽里）

小学校１年生のＡちゃんは、欲しい物が

あるとすぐに「これが欲しい！買って！

今買って！」と言います。買い物に行っ

た先でお母さんやお父さんが「今日は買

わないよ」と言うと、その場でひっくり

返って、いつまでも大声で泣きます。

Ｑ. こんな時、お父さん・お母さんはどう

したら良いでしょう？

Ａ.①周囲の目が気になるので買う  ②「(い

つ)なら買ってあげるよ」と伝える  ③しば

らく放っておく  ④代わりの物を買う  ⑤そ

の売り場から離れて買い物の手伝いなど別

のことをさせて気を紛らわせる（正解は②

③⑤）。
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●入金の確認を行っています
　 現在、定期指導の入金確認のご連絡を差し上げています。留守番電話にメッセージが残っ

　ていた場合は通帳や振り込み用紙でご確認の上ご連絡ください（担当：沼田）。また、指

　導料の入金が確認できない時は指導が出来なくなりますので前月（２月指導料は１月）ま

　でに入金をお願いします。遅れる場合はひとことご連絡下さい。

●感染症（インフルエンザ、ノロウィルス）等の対応について
　ニュース等でご存知の通り、ノロウィルスやインフルエンザが大流行しています。

　「家族内で発症した場合」「お子さんが元気も学級閉鎖になった場合」は必ず指導

　を休んで下さい。この場合は春休みの振替指導になります。またお子さんの体調が怪しい

　場合もお休みして下さい。保護者の方のご理解とご協力をお願いします。

事 務 連 絡

　「片付け」は小さい頃から習慣付け

ておきたいことの一つですね。しかし

次のことに気が移ったり、面倒だった

りで、ついついおろそかになってしま

うこともあるでしょう。そこで、今回

は幼児さん向け「おかたづけマット」

のご紹介です。このおかたづけマット

は、四隅のひもを引っ張るだけで袋の

ようになります。そのままフックに

引っかければ、ブロックやおままごと

セット、ミニカーなどなど、細々した

おもちゃを楽にしまうことができる！

というものです。マットの上で遊ぶよ

うにすれば、おもちゃを広げてよいス

ペースの目印にもなりそうです。「自

分で片付ける」の第一歩としておすす

めのグッズです。

家庭で使える便利グッズ　＃７

～　簡単収納！ おかたづけマット　～
藤村　愛


