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　新学期が始まって１ヶ月が過ぎました。ゴールデンウィークは冬のように寒かった日もあったのに
今では夏日を記録するようになりました。そんな中、運動会の練習も始まっているようで、日焼けし
てやって来る元気なお子さんもいます。みなさん夏バテしないように体調管理に気をつけて下さい。

いいパス投げよう！いいレシーブ戻そう！
　　　　　　　　　　　　　　                    　　　　　　　　安住  ゆう子

　「じゃあ　おかあさんは宝箱だね」、子ど
もにこんなセリフ言われたら母親としてうれ
しくない人はいないでしょう。雑誌に載って
いた、６歳のお子さんのつぶやきです。どん
な会話の流れの中でこのことばが出てきたの
かと言うと、お母さんが娘さんを膝に座ら
せ、ぎゅーと抱きしめながら「お母さんの宝
物！」と言った時にこの一言を返してくれた
そうです。宝物を包んでくれているお母さん
は宝箱と、言うわけです。お子さんはその時
お母さんを喜ばせようといった打算的な考え
はなく、ごく自然に、おそらく冷静に、「お
母さんは宝箱」と言ったのでしょうがなんと
もいいことばですね。
　先日のグループ指導の時のことです。継続
して参加しているメンバーたちは休み時間に
ピンポン玉をつい立てに順番に壁打ちをする
遊びを楽しんでいます。新しくメンバーとし
て入ってきたＡ君、「一緒にやらない？」と
誘われても少し気遅れしているようで「いい
よ……。」でも気になるようで、つい立の横

でじっとたたずむこと数分。どうするかな～
と見ているとそのつい立をぐらぐら揺らした
り、左右に動かし始めました。大人から見る
と（邪魔しているぞ、声をかけなくては…
…）という場面です。すると継続メンバーの
Ｂ君が「ああ、そうすると、難しくなってお
もしろいね～！」と言いました。言われたＡ
君もうれしかったことでしょう。笑顔でさら
に揺らしに入ります。そうしているうちにい
つの間にかＡ君も壁打ちの列に入り始めまし
た。ごく自然な場面でした。
　お分かりのように、一つ目のエピソードは
お母さんの「お母さんの宝物！」が子どもへ
のいいパスに、二つ目のエピソードはＡ君の
行動に対して、Ｂ君が「おもしろいね～」の
いいレシーブを出しています。
　相手の心地良い発言や言動はこちらのパス
やレシーブにかかっていると思うとことばの
捉え方、伝え方の大切さを改めて考えさせら
れます。

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



　サマースクールについて
芳賀亮一

　フトゥーロでは毎年夏休みに、小学生のお子さん

を対象にサマースクールを行っており、今年の夏休

みも行う予定です。

① 学習サマー　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　３日間連続で行います。一日の活動時間は４時間

で、50分の学習タイムを２コマ（午前、午後１コマ

ずつ）取ります。そしてお昼ご飯は自分達で作った

物を食べるというのが学習サマーの一番のお楽しみ

です。学習タイムではお子さんと担当スタッフが２

対１くらいで行うので②のサマーに比べて他のお子

さんとの関わりは少ないですが、料理を一緒に作る

ことで関わりの時間を取っています。ピンポイント

でクリアしたい学習内容（漢字、小数のわり算等）

が具体的にある方、緩やかな形でお友達との時間を

もちたい方にお勧めです。

② スタディスキル ＆ ソーシャルスキルサマー 　　 
　こちらも３日間連続で行います。一日の活動時間

は４時間30分と長く、その中で様々な課題に取り組

み、一緒にお昼ご飯も食べます。「学校名人になろ

う！」という設定で「聞きとり」「話し方」「片づ

け」「段取り(作業の手順を見通しをもって行うこ

と)」「コントロール」について様々な課題を行いま

す。例えば「片づけ名人」の課題では、実際に学校

で使っている道具箱を持って来てもらい、実際にそ

れを片づけたり、どうすればきれいさをキープでき

るか、みんなで考えます。「コントロール名人」で

は「ゆっくり、そ～っと」積み木を高く積んだり、

イライラした時の対処法をロールプレイを通じて考

えながら、心と体の両方がコントロールできるよう

になることを目指します。３日間連続で長い時間を

一緒に過ごすので、友達同士で様々な場面を経験す

ることができ、「遊びに友達を誘う」「お昼ご飯の

時にお喋りする」「役割について相談をする」な

ど、ソーシャルスキルも自然な形で練習できます。

上記の様なスキルを練習したい方だけでなく、普段

は個別指導を受けていてフトゥーロのグループに興

味がある方や、長い夏休みの後半に学校生活に向け

て気持ちをリセットしたい方にお勧めです。

③ コミュニケーション & ライフスキルサマー 　　 
　お料理や買い物、お手伝いなど日常生活に必要な

スキルを練習しながら、他のお子さんとの関わりも

経験します。性格的に大人しくゆっくりペースで

も、お手伝いなど実際の体験なら力が発揮できるお

子さんや、普段は学校の勉強に追われ生活スキルを

練習する機会があまりない方などにお勧めです。

④ 感想文サマー／クラフト（工作）サマー　  　　  

　夏休みの宿題として提出できるものを仕上げるこ

とを目指すサマーです。文章を書くことや工作が苦

手な方、宿題を早く済ませてすっきりしたい人など

にお勧めです。

⑤ ゲームサマー／かがくサマー　　　　 　　 　　  

　お楽しみの要素が強いサマーです。ゲームサマー

はたくさんの遊びを経験します。お友だちと過ごす

ことが好きでも、普段はなかなかそういう機会がな

いお子さんや遊びのレパートリーを増やしたいお子

さんにお勧めです。かがくサマーは、理科的な内容

（科学、化学）が好きなお子さん向けです。参加さ

れるお子さんの年令や興味に合わせて実験や観察を

行います。

⑥  音・音楽 ＆ 造形・感じるサマー　　　　  　　  

　様々な音や楽器、造形活動を通して、五感を使っ

て感じることを楽しみます。気持ちをリラックスさ

せたい方、楽器を大きく鳴らして発散したい方、純

粋に音や製作が好きな方などにお勧めです。

※ ③～⑥はどれも２日間で各日２時間です。
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● 実践報告 15 ●



　スタッフが見つけた！

☆  子どもたちの キラリ~ン  ☆☆

　毎年、夏休みに入って間もなく１泊２日

の日程で小学生グループのキャンプが行わ

れます。普段は、放課後や土曜日に月２～

３回会う仲間が、キャンプに楽しみながら

参加して、より仲良くなってもらえたらと

思っています。

　何年か前のキャンプで、高学年の男の子

グループのみんなと一緒に過ごすことにな

りました。そのグループは、前の年と同じ

メンバーが多くいました。キャンプでは楽

しむことを大前提としながら、高学年とい

うこともあり「相手の話を良く聞く」「意

見を一度は言う」などの個人目標を設定し

て、区切りのよい時にスタッフと一緒に振

り返ることにしました。その振り返りをし

た後に、ふとＡ君が「去年より俺たち成長

したよなぁ」と言いました。それを聞いて

Ｂ君が「そぅそぅ、去年はよく喧嘩したよ

なぁ」と言い、周りの子ども達も「そぅ

そぅ」と頷いていました。それを聞いた時

は「自分達のことを客観的に見て語り合う

ことができるなんてステキ！」と感動しま

した。数年経った今でも、その時の温かい

雰囲気とみんなの笑顔を思い出すと嬉しく

なります。　　　　　　　（高田由美子）

　これは、元メジャーリーガーで最近、国民栄誉賞も受賞した松井秀喜さんの恩

師である星稜高校元野球部監督 山下智重さんの言葉です。

　植物にとって、いい土とは、「根をしっかりと張ることができ、水分や養分を

たっぷり含み、通気性と水はけがよいこと」だそうです。

　自然から学ぶことは沢山あります。この土の条件を「子どもの環境」に置き換

えてみましょう。①根を張れる→子どもが成長に向けて安定して過ごせる。②水

分や栄養をたっぷり含み→心身の成長に必要な経験ができる。③通気性と水はけ

がよい→(植物にとって水は、やり過ぎもやりなさ過ぎも良くないことから)バラ

ンスよく関わる必要がある。実に奥深いですね！

　メジャーリーガーをも育てたこの「花より花を咲かせる土になる」という考え

方や生き方、みなさんはいかがでしょう？？　フトゥーロも子ども達という花を

咲かせるいい土になれるよう、日々取り組んでいきたいと思います！（鈴木 弦）

子育てに役立つ言葉-１

　“花より花を咲かせる土になれ”
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お知らせ ＆ ご報告

●人事異動等について

◎下記のスタッフが３月で退職いたしました

〈指導スタッフ〉遠藤康仁、桑原優子

　　　　　　　　佐藤理栄、中山真美子

〈事務スタッフ〉松島啓子

◎４月より下記スタッフが加わりました

〈指導スタッフ〉中丸華子、小山純子

〈事務スタッフ〉沼田尚美（月・水・木）

〈研修スタッフ〉市島未都

〈ボランティア〉下吹越真理子

　　　　　　　　　よろしくお願いします。

●心理検査の申し込みについて

　心理検査の再検査を夏休み中にご希望の方

はスタッフへお知らせ下さい。また、６年生

などで検査結果が必要でなことが事前に分

かっている方は、早めにお申し込み下さい。

●サマースクールについて

　４ページにもあるように、この夏もサマー

スクールを行います。指導の際にパンフレッ

トを配布していますので、ご検討下さい（サ

　　　　　　　　　　マーの内容によっては

　　　　　　　　　　毎年早くに定員に達す

　　　　　　　　　　るものもあります。早

　　　　　　　　　　めのお申し込みをお勧

　　　　　　　　　　めします）。

 　　スタッフのおすすめ外出先 ①

　　　桜木町バーンゴルフ場
　　　　　　　　　　　　　　　　  三島　節子

　グループ指導のひとつとして外出すること

があります。その際のポイントは、①余暇活

動課題が学べること　②子ども達が楽しめる

こと　③あまり混んでいない「穴場」である

こと、などです。

　今回は桜木町にある“バーンゴルフ”を紹

介します。これまで“バーンゴルフ”に行っ

た子ども達は１００％楽しかった、また行き

たい、と感想を述べています。

　その魅力は、１８ホールあるコースの全て

に様々な罠が仕掛けられていて、ゴルフ未経

験者も運動が苦手な人も楽しめるところにあ

ります。各コースごとにスタートからホール

（穴）を目指してゴルフクラブでボールを転

がすだけの超単純ルールなのですが、罠の不

思議さ、面白さに「何？これ？」「難しそ

う！」と大騒ぎしながら次々と挑戦していき

ます。こんなに楽しい場所なのですが、利用

者が私達だけという時もあり、相当な穴場で

す！

〈場所〉桜木町から徒歩10分

　　　　ワールドポーターズ屋上

〈利用料〉600円（小・中・高）

　　ゴルフクラブは貸してくれます。　　　

　　見学者は無料。

〈所要時間〉約１時間

〈その他〉

　　『バーンゴルフ横浜』で

　　検索。18ホールの様子も

　　見られます。
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～　本  の紹介　 ～

　 『発達障害　うちの子、将来どーなるのっ!?』
新原　ゆり子

　　　　　　　　　　　　　　　この本は小学生の息子さんがＡＤＨＤである漫画家のかなし

　　　　　　　　　　　　　　ろにゃんこさんが発達障害の若い人達の高校や大学生活や就職,

　　　　　　　　　　　　　　仕事について実際にインタビューした内容を漫画で紹介してい

　　　　　　　　　　　　　　る本です。
　　　　　　　　　　　　　　　とっても読みやすい本で一気に読んでしまいました。
　　　　　　　　　　　　　　　大学で同じクラスの人なのに知り合いのようなでも友達じゃ
　　　　　　　　　　　　　　ないような人にどう話しかけたらいいのでしょう？大丈夫！
　　　　　　　　　　　　　　４コマ漫画で具体的に紹介されています。練習して実践してみ
　　　　　　　　　　　　　　ましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　横浜での就労支援、手帳の取得や特例子会社の説明など基本
　　　　　　　　　　　　　　的でかつ重要な情報がさらりと描かれています。
　　　　　　　　　　　　　　　最後に発達障害の当事者会「イイトコサガシ」のページを読
　　　　　　　　　　　　　　んでわかりあえる仲間の大切さを感じました。家族のみんなが
　　　　　　　　　　　　　　回し読みできたらいいなと思える本です。

　　　  ＊著者／かなしろにゃんこ　　出版／講談社（2012.9.）　　価格／ 1,400円（本体価格）

●ＳＳＴクイズ　#1

   　  こんな時どうする？

　今回から「こんなことありますよね？」

「こんな時どうしてますか？」というクイ

ズに答えて考えよう！という企画を始めま

す。一緒に少しだけ考えてみて下さい。

②いつなら一緒にできるか時間の目安を伝
　え、それまでＡちゃんは自分ひとりで作
　れる物を折って待つ。
③夕飯の支度を一緒に手伝わせてその後、
　折り紙をする。

正解は②と③です。お母さんとしてもすぐ
に応じて上げたいけれど、そうはいかない
時はありますよね。ここでのポイントは
「見通しをつけること」です。この様なこ
とが頻繁にあるなら、用事を始める前に、
ボードに親子各々のスケジュールを文字や
絵カードで示し、いつなら一緒にできるの
か、目で見て分かる様にするのも１つで
す。また、１日の中で10分だけでも親子２
人きりでお子さんの好きなことをして過ご
せる“仲良しタイム”を作るのも良いので
はないでしょうか？　　　（ 江上 芽里 ）

Ａちゃんは折り紙が大好きです。今日

もお母さんが晩ご飯の支度をしていると

「ママ～、これ！うまくできないから

作って～！」と折り紙を持って来ました。

お母さんは「今ご飯作ってるから後でね」

と言いましたが、Ａちゃんは「やだ～！

今すぐ！」と一歩も譲りません。

Ｑ. こんな時、お母さんはどうしたら良い

　でしょう？

①夕飯の準備を中断して１つだけ折る。
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●振替指導の申し込みについて
　先月お渡ししている、学校行事と指導が重なる際の「振替指導の申し込み」を５月を目処

に一端締め切ります。今後、急な行事の変更などで指導と重なることがあった場合は、担当

者へお知らせ頂き、用紙を提出して下さい。対応させていただきます。

●置き忘れの上履き・傘・忘れ物について
　昨年度から置き忘れになっている上履きや傘、忘れ物を６月初旬で処分します。お心当た
りの方は、スタッフルームで保管していますので取りにいらして下さい。

●郵送方法の変更について
　フトゥーロからのお知らせや書類などがある場合、メール便で送る発送するようなりまし
た。ご了承下さい。

事 務 連 絡

　大人になるにつれ、文章を作成する

時にパソコン等を使うなど、選択肢が

増えます。

　しかし、小中学校の生活では「鉛筆

で文字を書く」ということは、切って

も切り離せない作業ですね。手先のコ

ントロールの難しさから、筆圧が弱

い、滑らかに文字が書けないといった

お悩みも多いと思います。その様な場

合、この「ナノダイヤえんぴつ」を試

してみるのはいかがでしょうか？

　鉛筆の芯にナノダイヤと特殊オイル

を配合することで、くっきりと滑らか

に文字が書きやすいそうです。「ダイ

ヤを使った、なんだか特別な鉛筆！」

ということで、大切に扱い、落し物が

減る……？といった効果も期待できる

かもしれません。

　　　　　　　　三菱鉛筆

　　　　　　　　＊１ダース　￥756 -

　　　　　　　　＊３本入り　￥189 -

　　　　　　　　※外側色／青・緑・ピンク

　　　　　　　　　各色　Ｂ、２Ｂ

家庭で使える便利グッズ　＃５

～　ナノダイヤ えんぴつ　～
藤村　愛


