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　新入園、新入学、おめでとうございます。ゴールデンウィークは過ぎたのに園や学校生活の緊張や疲れ
が抜けずにいるお子さんも多いと思います。さらに春の運動会の練習も始まり、１日を無事に過ごすこと
で精一杯という方も多いのでは……。フトゥーロではお子さんの様子に合わせて指導しますので「ここの
ところ疲れている」などありましたら事前にお知らせいただけると助かります。

ボタンのかけ違い大丈夫ですか？

　新年度が始まり１カ月が過ぎました。親子
ともに新しい環境になれるのにまずはひと段
落、というところでしょうか。先生や周りの
保護者との出会いの中で既に、「ええっ？」
「何でこんなこと言うんだろう！」と感じた
こともあったかもしれません。興味関心、価
値観が人それぞれなのは当然なことですが、
思い込み、誤解によってお互いの印象が悪く
なってしまうこともあります。
　私自身も最近、会話がずれてしまった経験
をしました。仕事の日程調整の話の時です。
予定を聞いた後、Ａ先生は「アかイどちらか
なら大丈夫です。」と伝えたつもり。お願い
している私としては「アもイも大丈夫」と聞
いたつもり。さらに、「Ａ先生、どっちも大
丈夫なんですね？（両方ともいいんですね？
の意味の確認）」と私。「はい、大丈夫です
よ（ア、イのどちらもどちらか一方なら可能
ですよ、の意味の返事）」とＡ先生。私とし

てはアもイもお願いしたいのでこのように受
け取り、Ａ先生はアとイ両方を受けるという
選択肢は想定外。この大きな誤解はしばらく
して判明し、最終的には無事調整がつきまし
た。
　このことから改めて私が学んだこと。人は
自分に良いように物事を捉えがちである。分
かった気になってことばを省略すると取り違
えが起きる。気づいたら早く修復することが
大事。こんな誤解で人間関係が悪くなっては
残念ですよね。自分は知ってるつもり、当た
り前でも相手にとっては初めてのこと、伝え
たつもりでも伝わりきらないこと、大人に対
しても我が子に対してもコミュニケーション
にはある程度のずれはつきものと思っている
と良いのではないでしょうか。
　ボタンのかけ違い、見つけ次第直しておき
ましょう。

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
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スプリングスクールについて
岡  純子

　皆さん４・５月は新しいクラスの先生やお友

達になじみ、園生活に慣れていくのに一生懸命

な時期と思います。

　この春、幼児期の指導を卒業した小学校入学

という大きな環境の変化を経験した子ども達が

大勢います。久しぶりに顔を合わせたので話を

聞くと「給食が楽しい」「ランドセルが重い」

「何か疲れて眠い」など感想は様々です。

　ここ数年「小１プロブレム」という言葉が登

場し小学校に入学した子ども達が急激な変化に

対応しきれず、学校生活に適応しにくい状況が

報告される様になってきました。色々な要因が

考えられると思いますが、小学校生活を送る上

で求められる力（自分の身の回りの物や学用品

を管理する、一定時間着席し話を聞きながら学

習に取り組む、学校生活の様々なルールをクラ

スの一員として守りながら過ごす、友達とやり

とりする等）が未熟なまま入学した子ども達

が、学校生活のハードルの高さにアップアップ

していることは確かな様です。

　センターでも年長児の指導は、来春就学を迎

えることを視野に入れながらプログラムを立て

ていきますが、お尻を叩いて叱咤激励しながら

ということではなく、お子さんの特性に配慮し

ながら楽しく本人の成長を支えられるよう工夫

したいと思っています。

　そして、指導の締めくくりとして３月の最終

週に3日間のスプリングスクールがあります。

25年度は、前期に２グループ、後期に２グルー

プ、全体で24名の子ども達が参加してくれまし

た。いつもは１時間～１時間半の指導ですが、

スプリングスクールは午前10時半～午後２時ま

でで、3日間連続になります。

　各グループによって若干プログラムは異なり

ますが、文字や数に関する学習、給食、掃除、

体操服や白衣への着替え、生活科でよくやる様

な町探検・教室体操、休み時間、当番活動など

盛りだくさんの内容を経験してもらいました。

また、希望者は実際にランドセルを背負って来

てもらい、学用品の出し入れの練習もしてもら

いました。

　スプリングスクールの目的は、子ども達が小

学校生活の具体的なイメージをもち、入学を楽

しみに待てるようになることです。小学校への

期待と不安が入り混じる年長の秋くらいになる

と、学校＝勉強＝文字の読み書きや足し算、引

き算……と、あまりにストレートに思い込んで

しまうお子さんが最近増えてきました。実際

「引き算がわからないから学校に行きたくな

い」と悩みを打ち明けられたこともあります。

先取り学習をすることで、お子さんの不安感が

少し解消される面もあるかと思いますが、偏っ

たイメージは子ども達をかえって不安にさせる

面もあると思います。わからないことがあるの

は当たり前で、わからない時、困った時に友達

や先生に援助を求められるコミュニケーション

力が育っているか、自分なりのやり方だけでは

なく、教わり上手であるかどうかが、大きな集

団の中の１人として安定して過ごしていく上で

は、とても大切な力です。

　また、準備や片付けや段取り良く行う、やっ

ていたことを途中で切り上げる力は一朝一夕で

身に付くものではないですね。年少、年中、年

長とその時期に課題とすることを明確にしなが

ら、日々の生活を送りたいものです。
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～　本  の紹介　 ～　　
　　　『 発達障がいの幼児へのかかわり
         　　　   ～ 概要・取り組み・77のQ&A ～ 』 安村  ××

　　　　　　　　　　　　　　　最近、ますます発達障がいへの関心が高まり、それと併せて発

　　　　　　　　　　　　　　達障がいに関する研究や支援方法などもたくさん報告されていま

　　　　　　　　　　　　　　す。しかし一方で、本当に子ども達の「育ち」を支えていくこと

　　　　　　　　　　　　　　とは何なのか、見極めていくことの難しさもあるのではないで

　　　　　　　　　　　　　　しょうか。この本は、保育・教育・療育など様々な現場に携わっ

　　　　　　　　　　　　　　てきた著者が、幼児から学童期に至るまでの支援のあり方を振り

　　　　　　　　　　　　　　返りながら、子ども達を本当に支えるかかわりについて検討して

　　　　　　　　　　　　　　いく内容になっています。一見難しい専門書の様に見えますが、

　　　　　　　　　　　　　　実際に著者がかかわってきた多くの事例を通して、家庭や保育、

　　　　　　　　　　　　　　支援現場での取り組みや子ども達へのかかわり方のヒントが分か

りやすく、読みやすい文章で書かれています。「可愛い盛りの幼児なのに、言葉が通じない……

不思議な行動をとる……悩みながら育児・保育にかかわる大人たちに！」まさにこの本は発達障

がいの子ども達の「育ち」に携わる人に一度手に取ってもらいたい本です。
　　　 　　 ＊著者／橋場  隆　　出版／小学館（2014.3.）　　価格／ 本体1,900円＋税

　スタッフが見つけた！

☆  子どもたちの キラリ~ン  ☆☆

　昨年度のグループ最後の日、ポテトチッ

プスを作りました。

　グループの最後の日に何をするかの相談

をしたら「ポテトチップス作りたい！」と

いう意見が出たのです。私達スタッフもま

さかじゃがいもから作るなんて考えません

でしたが、折角なのでやってみようという

ことになりました。

　子ども達が交代でじゃがいもをスライス

して、電子レンジで乾燥させて、油で揚げ

るのも順番です。まずは味見。「えー！す

ごく美味しい！！」「買ったのよりずっと

美味しい！！」とみんな大喜びです。

　そうこうしていると、「ほらこれ、12月

にやるフェスティバルのお店でやろう

よ！」と誰かが言い出して、みんな大賛

成。まだまだ先のフェスティバルのお店の

ことを考えられるなんてすごい……。頼も

しく思えた瞬間でした。

　実際フェスティバルの当日に油を使って

お店を出すなんて不安がいっぱいですが、

みんなの意見を取り入れて、美味しいポテ

トチップス屋さんをオープン出来たらいい

なぁと秘かに思っています。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（永松  亮子）
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私らしい無理しない子育て
栄区　大井さん／聞き手　藤村 愛

　今号から当センターを卒業されたお子さんの
保護者の方へのインタビューを紹介します。先
輩お母さんの奮闘記！？をお伺いし、子育ての
ヒントを皆さんと共有できれば嬉しいです。

　～＊～～＊～～＊～～＊～～＊～～＊～～＊～
　トップバッターは、中学２年生の息子さんを
おもちのお母さんです。お子さんは、自閉症・
ＡＤＨＤ・軽度知的発達障害の診断を受けてい
ます。現在は、調理も上手にすることができ、
安心して1人で留守番をまかせられるまで成長
されました。

 ♪ 幼児期の頃
　この頃は、とにかく多動でした。昼寝中に鍵
をかけておいても出窓から脱出したりといった
ことが日常茶飯事。スーパーでの買い物が一番
大変でしたね。座っていると思っていたら、い
きなりカートに立ち上がってしまったり……。
地元のスーパーでは有名人でした。大変さを見
かねて「私が見ててあげるから」と声をかけて
くれる方もいて、駐車場の警備員さんも「今、
ここにいるよ！」と教えてくれました。そんな
風に、息子のおかげで知り合いが増え、沢山助
けていただきました。それからは、待っている
だけではダメだ！と思い、役所で手続きがある
時も、子育て支援課の方に大変さをアピールし
てSOSを出し、一時的に預かってもらったりし
ました。
　それからも息子の問題行動が多く、怒り続け
てしまい、逆にいたずらがひどくなった時期が
ありました。それをママ友に話すと「面白いか
らビデオにとって見せてよ！」とリクエストさ
れました。その後、小麦粉を部屋中にばらまく
事件が起こり、試しに撮影しました。すると、
いつもならカッとなるところを「今日もすごい
事やってくれたな～」とワンクッション置くこ
とができました。いたずらをママ友に報告して
爆笑をとる！そんな風に楽しみに変えていきま
した。

♪ 小学生の頃
　就学前相談で、カリキュラムがはっきりして
いて変化の少ない環境が適しているのでは、と
いうことで特別支援学級へ在籍しました。この
頃、困ったのは、行事やイレギュラーなことで
す。１～３年生の運動会が大変でした。運動会
の途中１人で家に帰ってしまうこともありまし
た。そんな訳で、学童に通わせたくても安全確
保が難しいと断られてしまいました。それで、
区役所の福祉課で、民間の一時預かりの機関を
探してもらいました。そこは、スタッフと息子
と１対１で対応してもらえたので、息子も自分
のペースで安心して過ごせたと思います。
　他にも行動援護という公共のサービスも利用
しました。ヘルパーさんが送迎をしてくれ、２
時間程度預かってくれます。外出した時は、電
車の乗り方のマナーも具体的に教えてくれまし
た。自分だったら手を離さないでいることに必
死でしたが、第三者に預けたからこそ教えてい
ただけたことです。私自身も息子の外出中にリ
フレッシュできましたし、帰ってくると優しく
笑顔で迎えられました。

 ♪ 中学生になって
　現在は、近隣で体操を教えてくれる場所を利
用しています。始めたばかりの頃は厳しくて行
きたくないと言うこともありました。息子には
「～できるようになったのは、○○に行ったお
かげだと思うよ」と伝え、スタッフの方にも本
人の様子を説明すると、配慮をしてくれるよう
になりました。今では、親には言えないような
悩みも相談している様です。体操が終わるのを
待っている間にお母さん同士で情報交換してい
ます。腹を割って話せる人がいることはとても
心強いです。本当に息子のおかげで人脈が増え
授かったことに意味があったなとつくづく感じ
ています。
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● 卒業生の親御さんにインタビュー〈１〉 ●
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お知らせ １ 

●DVDセット貸し出し　について

　この度、NHK厚生文化事業団からDVDセッ

トを送っていただきました。このDVDをご覧

になりたい方に無料貸し出しをすることにな

りました。興味のある方は、担当スタッフか

受付へお声かけ下さい。複数の方がご希望の

場合は、先着順で貸し出しを行います。

内容は、

　① 就学前の支援（DVD）

　② 小学校における支援（DVD）

　③ 我が子と歩んだ20年（DVD）

　④ 小冊子

になります。「①の就学前だけ見たい」とい

う方でも、１セットごとの貸し出しになりま

すのでご了承下さい。

 　　　スタッフのおすすめ外出先 ④

　 　　無人島で冒険気分！
　　　　　　　　　　　　　　　　 三島  節子

　気候も良く、お出かけ、アウトドアにぴっ

たりの季節になりました。無人島と聞くとワ

クワクするのは子どもだけではない様です。

今回は「無人島へお出かけ」を紹介します。

　最寄りの駅は京浜急行線の横須賀中央駅で

す。そこから15分ほど歩いて三笠公園に向か

い、連絡船に乗って無人島＝猿島に向かいま

す。島はぐるりと一周しても20分程度で周り

きれる広さですが、島の中の砲台跡やトンネ

ルなどの要塞に忍び込む、薄暗く、少し心臓

がドキドキして未開の土地に忍び込んだよう

な冒険気分が味わえます。貝拾いも夢中にな

ると時間はどんどん経ってしまいます。海水

浴、釣り、バーベキューも楽しめます。セン

ターでは高学年グループのみんなと一緒に何

度か出かけました。連絡船の搭乗時間はわず

か10分程度でしたが、海風と水しぶきを受

けて小さな冒険者達はご満悦。人工の遊び道

具はないので、自然を利用して遊ぶしかあり

ませんし、自分達で遊びを工夫して楽しむこ

とが必要でしたが、一日中飽きることなく楽

しめました！ぜひ、ご家族で、お友達の家族

と誘い合ってお出かけしてみて下さいね。

　連絡船の時刻、料金（島は無料）、設備情

報、島の地図などはお

出かけ前にホームペー

ジ「無人島猿島」で確

認して下さい
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　今年度のセンター通信でも子育てに役立つ偉人の言葉が継続されました！皆様
に勇気と元気をプレゼントしていきたいと思います。
　今回の言葉は“人は努力している限り迷う”。これはドイツの詩人ゲーテによ
るものです。子育てをしていると進路選びなどで迷うことばかりで、何かを始め
ようとすると「また悩みが増えるから……」と思わず活動の場を制限してしまう
こともあるかと思います。
　でも、悩んでいるのはそれだけお子さんのことを一生懸命考えているというこ
とで、それはとても素敵なことなんじゃないでしょうか？悩むことが多いと「ど
うして私だけ」と思いがちですが、そんな時は「子どものために悩んでる私って
素敵」「こんなに子どものことで悩むほど素晴らしい親なんだ」と前向きに考え
てみてください。
　悩むことがちょっと楽しみになるかもしれませんね（笑）。
　ぜひ、実践してみてください。　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木 弦）

子育てに役立つ言葉-４

“人は努力をしている限り迷うものだ”
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●夏の各スクールのお知らせ
　 今年度も夏休み中に下記の日程で５種類のサマースクールを行います。５月末から案内用

紙を配布する予定です。不明な点やどれがお子さんに合うのかなどのご相談は、お子さんの

担当スタッフかスタッフルームへお問い合わせ下さい。

　①学習サマー：８／５～７　　②コミュニケーション＆ライフスキルサマー：８／７～８
　③スタディスキル＆ソーシャルスキルサマー：８／19～21
　④ミニ学習サマー：８／19～20　　⑤クラフトサマー：8/19～20

●階段の上り下りや待合室でのお願い
　階下の塾から階段や待合室での音が響いていると連絡がありました。上り下りの際は走ら

ない様にお子様にもお声かけ下さい。また、指導を待っている間に小さいご兄弟が階段から

落ちそうになったケースもありますので、お子さんから目を離さないようにお願いします。

お知らせ ２


