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　インフルエンザが大流行中です。横浜でも学級閉鎖が出ています。センターでは3/28にインフルエン
ザに関連して指導をお休みをした方を対象に振替指導を行います。詳しくは最終ページをご覧ください。

自分と子どものレジリエンスを育てよう

　ここ数年教育、福祉、心理学の中で「レジ
リエンス」ということばが注目されていま
す。「レジリエンス」とは日本語では「回復
力」「弾力性」「立ち直り」または「折れな
い心」といったことばで訳されています。
1970年代に貧困や親との離別その他の深刻
なストレスにさらされた子どもたちの経過を
調査したところ、そのような環境であっても
良好な成長をとげた子どもたちに共通点が見
られたことから、研究が重ねられ、逆境から
立ち向かうにはいくつかの力があること、ス
トレスを避けることばかりを考えるのではな
く立ち向かえる力を作ることが大切だと言う
のが「レジリエンス」の考え方です。高める
ために必要とされる代表的な力は、まずは自
分を肯定的に思える『十分な自尊感情』で
す。「どうせできない、だめだ」と思い
「やっぱりだめだった」と終わるのではな
く、「自分ならできるはず、これで大丈夫」
と思えることです。『感情のコントロール』
も大切で、一つ一つに一喜一憂しすぎるとエ
ネルギーを消耗して長続きしないそうです。

確かに感情の起伏が激しいと、いい時は気分
が高揚してよいように思えますが、落ち込ん
だ気分を回復するのは大変そうですね。そし
て、『自己効力感』、「自分はできるように
なっているんだ、この前より進歩しているん
だ」と実感できること。『楽観性や気分をそ
らす力』。失敗しても「次があるさ、ま、
しょうがないさ」と思えたり、「そのうちに
できるようになるかもね」と思えること、大
好きなものを食べたり運動したりと嫌なこと
を記憶から薄れさせるようにすることです。
さらに『人間関係』も大切なパワーとなるそ
うです。愚痴を聞いてもらうのも大事です
し、「あの時大変だったけどできただじゃな
い、それを思えば今回のことなんか大したこ
とないよ」と言ってもらったり、「あの時、
ああやってうまくいったよね」と成功したこ
とを思い出させてくれると気持ちも切り替わ
りますね。これらは子どもたちだけではなく
大人にも当てはまりますね。まずは自分、そ
して子どものレジリエンスが育つように日々
の行動を見直してみませんか。

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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中高学年グループの取り組み
鈴木　弦

　子ども達の様子や親御さんの話から、中学年
高学年になると「子ども同士でのやり取りがで
きる」「自分のことは自分でできる」「自分自
身の特性を理解している」ことの大切さを強く
感じます。今回は、こうした中学年高学年の課
題に対するグループ指導での取り組みについて
の紹介をしたいと思います。

① 子ども同士でのやり取りができる      

　中高学年になると友だち同士のやり取りの中
にも抽象的な表現が増えてきます。指導では、
ＳＳＴを目的としたワークシートなどを用いて
曖昧さや含みのある表現の意味合いや、暗黙の
ルールなどについての指導をしています。先日
行ったある指導では、「遠慮・謙遜・卑下の違
い」というテーマを取り上げて行いました。そ
ういった表現が何のために行われるのか、使っ
ている人の気持ちを推測しながら行いました。
こうしたことは、実際の生活場面で気づくこと
や活用していくことには難しさはありますが、
まずは「そういうことがあるんだ」と知ってお
くことが大切です。
　子ども同士で約束やルールを決めて遊んだ
り、計画を立てて近場に出かけたりするように
なるのもこの頃です。指導では、みんなで相談
して計画を立て、町田のボウリング場や新横浜
ラーメン博物館などに出かけたりしています。
親御さんからは「社会科見学の際にみんなで行
動する練習になった」と感想をいただくことも
ありました。

② 自分のことは自分でできる　　　      

　この時期は自分でできることや、自分できる
ことは自分でやろうする意識を伸ばせるいい時
期です。中高生のお子さんに「歯を磨きなさ
い」「お風呂に入りなさい」と毎日言い続けて

も段々と言うことが聞けなくなってしまうこと
もあります。素直に取り組めるこの時期に、基
本的な生活習慣や、生活技術を身に着ける機会
をお子さんにもたせたいものです。
　指導では、日常生活の中で、身だしなみや整
理整頓を心がけるための宿題や、自分で簡単な
調理をする宿題などを出すことにしています。
一度取り組むと、パターン的に取り組めるよう
になるお子さんも多くいますし、自分からやる
ことがなくても、きっかけさえあれば取り組む
ことができるお子さんにとってはいい機会にな
ります。夏に「そうめんを作ろう」の調理宿題
を出したときは、初めてにもかかわらず、本格
的にだしを取ってつゆを作ってくれたお子さん
もいました。
　また、前述したような外出をする際には現地
集合とし、集合時間に間に合うよう現地までの
行き方を調べることも行いました。こうした体
験を経て、今では一人で自宅からセンターまで
来るようになった高学年のお子さんもいます。

③ 自分自身の特性を理解している　　     

　自分自身の特性を知り、それを周囲に上手く
伝えられることがとても大切ことになります。
指導では、ＰＣソフトを使い、自分についての
プレゼンテーションを行う「自分スライド作
り」やラーメン会社について調べ、主力製品の
ラーメンについて「自分の五感からの感想を伝
える」などの取り組みを行いました。ＰＣの操
作やタブレットを使った調べ物が得意なお子さ
んも多く、長所を活用した指導が行えました。
　今回紹介した内容は指導の一例ですが、ご家
庭内でも、こうした視点も取り入れてみてはい
かがでしょうか？
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～　本  の紹介　 ～　　
『 発達障害に気づかない大人たち 』

小山	 	 純子

　　　　　　　　　　　　　　　 近年「発達障害」への研究が進み、学校現場でも研修会が開か
　　　　　　　　　　　　　　れ、 子ども達への理解と支援方法を勉強する機会も増えてきまし
　　　　　　　　　　　　　　た。私は、発達障害について知らなかった為に右往左往して接し
　　　　　　　　　　　　　　ていた昔の教え子達を思い出し、「あの時、困っていたのだろう
　　　　　　　　　　　　　　な」と申し訳ない気持ちになりました。
　　　　　　　　　　　　　　　その頃出合ったのがこの『発達障害に気づかない大人たち』で
　　　　　　　　　　　　　　した。もう大人になっているあの子達の今が見えるかな、と手に
　　　　　　　　　　　　　　取りました。
　　　　　　　　　　　　　　自分自身もＡＤＨＤである心療内科医の筆者が、自身の体験と
　　　　　　　　　　　　　　臨床経験から「発達障害」を「発達アンバランス症候群」と捉え
て、得意なこと（プラス面）に目を向けることの大切さを述べています。そして、本人は自分の
特性を理解し受け入れ（受容）、周りの人達もその人の特性を認めて（認知）サポートするべき
です。大人になった発達障害者にとって、様々な場面で受容し認知してサポートしてくれる人を
もっていることが生き易さにつながると、結んでいます。

＊著者/星野仁彦　　　　出版/祥伝社新書（2010.1.）　　価格/本体780円＋税

　スタッフが見つけた！

☆ 子どもたちの キラリ~ン ☆☆

　Ａ君は、お話しするのは苦手ですが笑顔

のかわいい癒し系の６年生です。昨年から

一緒に指導を受けているB君のことが大好

きですが、表現できず伝えられずにいまし

た。

　その日、Ｂ君は学校の用事で指導に来ら

れず、A君は空っぽの机をじっと見つめて

いました。「学校のご用事で来られない

だって。」と理由を説明したところ、考え

ている様子がありました。指導も終盤にさ

しかかった頃、突然「お手紙書きます。」

と言いだしました。今まで、自分からその

様な手段で働きかけることのなかった彼の

発言にビックリしました。お母様によると

学校で手紙のやり取りをかなり前に経験し

たことがあるとのことでしたが、この時、

彼の中で何かひらめくものがあったようで

す。残念ながら、その場で書くことが出来

ず、本当に申し訳なかったのですが、家で

書いて来て、次の指導の時に渡していまし

た。自分で便箋を選んで書いたそうです。

　意図せぬところで子供の中では様々な経

験が一つひとつ繋がってい

くことを教えてくれる出来

事でした。Ａ君、伝えられ

てよかったね。

　　　　　　（森安	 ＊＊）
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まだまだ子育て中
川崎市中原区在住もうすぐ大４生男子の母

　今回は、現在大学３年生になる男の子のお母
さんに原稿をお願いしました。

　我が家の子ども達は３人。女・女・男の順。
もちろん、３番目の男の子がフトゥーロで大変
お世話になったのですが……。
　まず、この子がこの世に産まれた時のことを
少々語らせていただけるならば、長男の嫁とし
ての務めとして男子出産は絶対使命でしたので
帝王切開３回に挑戦。そして産まれました。家
の者には「でかした嫁」と評価して頂き、それ
まで大変気難しく、そりが合わなかった義父も
コロッと優しくなりました。嫁としての役目も
果たし、ホッとしたのも束の間、１歳半の時、
実母に「この子、ちょっと変だね」と言われ母
として冷静になれず激怒したことを思い出しま
す。
　実母は、丁寧に子どもを観察して言ってくれ
ていたのに、当時は耳を貸さずにいましたが、
「言葉が出ない」「こだわりが強い」「クレー
ン現象が出る」「オウム返しをする」等々、お
かしいことが次々現れてくると、母として我が
子の変さを受け入れなくてはならないと思いま
した。それからは、相談をするにあたり、療育
センターやこどもの城病院、県立こども病院や
児童相談所など、手当たり次第、多種の機関で
診てもらい、結果的に自閉傾向があることがわ
かったのです。初めて障害を意識しました。そ
の後、幾度となく絶望の淵をさまよいました。
その時の私を上の２人の子ども達は「あの時の
お母さんの姿は忘れられない」と言っていまし
た。もっと目に見える障害の方が良かったなど
と失礼にも思ってしまったほどでした。
　その後の母は、このまま手を尽くさず後悔し
たくないと思い、とにかく自分に出来ることは
何でもやろうという姿勢を貫きました。そんな
時、フトゥーロと出会ったのでした。

　それから、かれこれ10年位のお付き合いで
長い間、本当にたくさんの事を学ばせて頂き、
親子共々感謝しています。10年位とは、年中
の時から中２位までで、ありとあらゆる事（ほ
とんと突発的で、しかも予測不可能なこと）を
しでかし、何度となく学校に呼ばれては飛んで
行き先生方のご指導を仰ぎました。「なぜ？」
「どうして？」という母の苦悩とは裏腹に問題
行動を起こしていました。ただ、母自身PTAの
三役をしていたこともあり、人にはとても恵ま
れていて、沢山の人々と関わりをもてたので私
は苦しくとも楽しい日々を過ごすことができま
した。そんな中で障害に対する受容もできたよ
うに思います。
　客観的な目をもった人々（教育機関や病院、
近隣の方々、コンビニの店長さんなど）と息子
を通して交わることができたのも重要なことで
した。
　迷いが出た時は即相談。今、介護の世界で言
われている「頑張らない」と同じです。頑張っ
ても仕方の無いことについては、頑張らず心安
らかにし、可能性のあるものにかける。これが
とても重要だと思われます。何事も本人の主体
性に任せて、押し付け無い事が大切かと思いま
す。只今、大学３年生の息子。いよいよ４月か
らは４年生となります。就活も始まりつつあり
今後の行動がとても気になりますが、母は息子
を信じて見守ろうと決めています。
　これからも沢山の困難に立ち向かわなければ
ならない息子に、ひたすらエールを送り続けた
いと思います。息子のジョブコーチとして母も
学び続けます。
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お知らせ	 

●新刊のご案内

★『聞き取りワークシート

　　　　　	 言われたことをよく聞こう●編』

　　LD発達相談センターかながわ[編著]

　　かもがわ出版

　　本体価格	 1,900円＋税　　発売	 	 2014.10.

★『子どもの発達が気になるときに読む

　　　　　　　　　	 	 　　　心理検査入門』

　　安住ゆう子[編著]	 　合同出版

　　本体価格	 1,600円＋税　　発売	 	 2014.12.

 　　　スタッフのおすすめ外出先 ⑥

　    横浜トリックアートミュージアム
　　　　　　　　　　　　　　　　 江上  芽里
　今回ご紹介する『トリックアートミュージ
アム』は、だまし絵や錯視・錯覚をテーマに
したアートをただ見るだけではなく、触った
り、写真に撮ったり、体感しながら楽しめる
美術館です。小さなお子さんにもおススメの
トリックアートコーナーには、実際は平面に
描かれているのに額縁から飛び出したように
立体的に見える不思議な絵がたくさん展示さ
れています。館内は写真撮影ＯＫなので、ぜ
ひデジカメを持って行きましょう。絵の前で
ポーズや表情を工夫すると、サメに食べられ
そうになったり、宙に浮いたり……。現実で
はなかなか体験できないような面白い写真が
撮れます。撮った写真をその場で確認しなが

ら館内を巡れば、盛り上がること間違いなし
です！
　高学年のお子さんには、立つ位置によって
人間の大きさが変わって見える「エイムズの
部屋」、重力に逆らうようにボールが坂道を
上る「なんでも吸引滑り台」などがある不思
議アートコーナーと体感コーナーがおススメ
です。錯視の仕組みが科学的に解説されてい
るので、自由研究としてまとめるのもよいと
思います。
　１Ｆのお土産ショップも充実しているの
で、おいしいものを食べた後にご家族皆さん
で立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

　アクセス：元町中華街駅3番出口より徒歩２分。　　

　　　　　　　横浜大世界４F～８F。

　料金：大人 1,200円、中高生 1,000円、小人 600円
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●来年度の指導について

　継続指導の方には２月中に指導確定のお知

らせをお渡しします。参加を取りやめる場合

は３月16日までにお申し出ください。これ以

降はキャンセル料がかかります。

　また３月中に申し込み書や４月からの指導

カレンダーなどの書類をお渡しします。４月

になっても書類が届かないなどありましたら

お手数ですがセンターへご連絡ください。　

　　　　　　　　　　　（045-989-3501）

●フェスティバルのバザーご報告

　12/8のセンターフェスティバルに商品をご

提供いただいた皆様、お買い上げいただいた

皆様、ありがとうございました。売上の一部

¥ 3,370ー	 をユニセフに寄付させていただき

ました。



　ガンジーの言葉です。発達障害をもつお子さんの悩みは、その特性が少数派であ
ることも関連しています。例えば、世の中にコミュニケーションが苦手な人ばかり
だったらコミュニケーションの問題がそれほど目立つことはありません。周囲とそ
れなりのコミュニケーションができる人がほとんどであること、これが発達障害を
もつ子どものコミュニケーションの苦手さを目立たせる要因にもなるのです。
　お子さんの発達のペースを同年齢のお子さんや兄弟児と比較すると、物足りなく
感じることもあるかもしれません。それでも、赤ちゃんの頃や幼児期の頃よりは、
受け入れられることや、自分でできることは増え、お子さんの存在抜きには得られ
なかった出会いなどの経験もあったことかと思います。少数派の発達の仕方をする
子どもたちですが「以前より成長している」「素敵な経験をさせてもらっている」
という真実にも目を向けてみてはいかがでしょうか？　　　　　　　（鈴木	 弦）

子育てに役立つ言葉-６

 “たとえ、あなたが少数派であろうと　　
　　　　　　　　　　真実は真実なのです”
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●各種入金について
　①	 ８月に通常指導を行った方は、その分を７月分の指導料に加えてお振込いただきました。

　　お振込いただいた金額について、事務職員から確認させていただくこともありますので、お

　　振込の記録などは保管しておいて下さい。

　②	 サークル参加の方は後期分の納入時期になっています。

　　※	 ①②とも、不明な点は担当か事務職員へお問い合わせ下さい。

●インフルエンザの振替指導について

　 	 ①	 指導当日、本人は元気だった	 　　　②	 在籍級が学級閉鎖になった

　 	 ③	 ご家族の誰かがインフルエンザだった

　　この内、① ＋	 ② か	 ③	 の条件にあてはまる方は振替指導になります。

　＜日程＞　３月２８日（土）14:00～15:30	 

事 務 連 絡


