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お盆を過ぎたら急に涼しくなり、９月だというのに去年とは全く違い、すっかり秋の天候になってしまい
ました。センターへ通うお子さん達も鼻をグジュグジュさせて風邪気味の子が増えています。季節の変わ
り目です。体調管理に十分お気をつけ下さい。

渋滞学に学ぶ

　「渋滞学」ということばを聞いたことがあ

りますか？東大の西成活裕（にしなりかつひ

ろ）教授が考えた数学と物理学と心理学を

ミックスさせたような学問だそうです。氏は

ゴールデンウイークの高速道路の渋滞緩和か

らイスラム教徒の年に１回の最大イベント、

メッカ巡礼における300万人の大渋滞の解消

の研究に至るまで様々な「ひっかかり」の解

決方法を心理学的な要素も含め科学的に提案

しているようです。その１つとして「ひと」

の日々の行動における渋滞についてもこんな

ことを言っていました。

　行動の渋滞原因その１「無意識の減速」。

人は苦手なことは遠回しにし、結果いつまで

たっても取り組まないし、取り組みたくない

ので嫌々のらりくらりになってしまう……。

よくわかりますよね～。ではどうしたらいい

のか、氏の提案は「スタートダッシュで流れ

を作る」とのこと。好きなことから始めて調

子を作ってその勢いで苦手も乗り越えるとい

うことだそうです。たしかに、たくさんやる

ことがある時にすぐにできそうなものから始

めると「よし！いよいよ最終難関と対峙する

か」という気持ちになれることはあります。

なんかゲームのラスボス対決までの道のりと

同じなんじゃないですか？

　渋滞原因その２「心のつい立て」。自分の

気持ちにストッパーがかかっていると周りが

見えず、ちょっとしたことにカチンと感情的

になり、やれることもやれなくなる。つい立

てをはずし、視野をずらして見るとまわりは

色々サポートしてくれているし、やるべきこ

とも見えてくるということだそうです。子ど

もも自分もあてはまりそうですね。

　お試しください！

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

フトゥーロ所長
　安住  ゆう子



銀河Ｂグループの指導報告
　所長　	 	 安住　ゆう子

　フトゥーロには現在、中学生のグループは３つあ

り、その１つ、男女８名の銀河Ｂグループの活動内

容に関してご紹介します。

　～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
　今年は以下の５つを指導目標にしています。

①自分の良さと努力すべき点を見つめ、より良い自

　分を創っていくきっかけにしよう：自己理解

②人間関係がスムーズにいくようなポイントを意識

　しよう：対人関係の向上

③計画的に生活をしていくきっかけを作ろう：実行

　機能の向上

④大人に近づいていく上で必要な美しさ（周囲の人

　に不快感を与えない）を意識しよう：衛生感覚

⑤のんびりリラックスしよう：自己解放

　中学生なので4月の指導で、「銀河Bは何をしにく

る所かと言うと……」とこれらの参加目的を本人達

に説明し、「課題意識をもって」参加してもらい

ます。今回は今年の重点課題、③の実行機能の向上

の指導についてご紹介したいと思います。

　実行機能とはとても広い考え方ですが、簡単に言

うと「目標を遂行したり、問題を解決したりする時

に、行動・認知・思考・感情を方向付けコントロー

ルする力」＝「何かをやるときに効率よく上手に成

し遂げる力」ということです。ゲームを適切な時間

に終わる、間に合うように支度をする、などは実行

機能がポイントになります。銀河Ｂでは実行機能の

中の10の要素を取り上げ（表参照／玉木宗久氏作成

を加筆）、自己チェックしてから毎回の活動の中に

取り入れています。例えば７月は「嫌いなこと、苦

手なことの対処方法」がテーマでした。キーワード

は自己監視・反応抑制・柔軟性・課題開始・注

意維持・感情制御。まずあらかじめリストアップ

しておいたみんなが苦手そうなこと、「好きなこと

を途中でやめる」「締め切りに間に合わせる」「満

員電車」等の中からより苦手なことを選んでもらい

ました。次にその対処法をみんなで考えてもらいま

す。提出物、テスト勉強等の締切・計画関係に苦手

さが集中しました。対策としては好きなテレビはビ

デオに録画する、できそうな部分を先にやってお

く、計画表を作るなどなどの成功経験を提案してく

れました。そして毎回のテーマをホームワークにし

ます。次回までにどの苦手をどのようにして克服し

て来るか選んで、記録し提出します。活動の後半は

苦手を克服パート２、「苦手な食材も調理方法を工

夫して美味しく食べよう！」ゴーヤ、にんじん、し

いたけ等を班ごとに相談し、下茹で、みじん切り、

あく抜き等の工夫をしてカレーに入れ込みます。時

間内に完成できるには計画立案、時間管理が大切

です。工夫の甲斐あって「おいしいじゃん！」「友

達に教えよう」と大成功。そして最後のお楽しみの

デザート前に振り返り時間が来てしまったＡさん、

「後で食べられるから今は諦めよう！」「う～!!!」

「好きなことを後回し！反応抑制だよ！」と仲間の

発言の中、Aさんも我慢！！課題を意識し、実際の

活動で体感し、ホームワークで日々の生活実践へ。

これからのみんなの益々の成長が楽しみです。
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●	 実践報告	 22	 ●

⑪感情抑制　「嫌だな～、面倒くさいな～」という気持ちや　
　　「ドキドキ緊張」「嬉しすぎ！」という気持ちを抑えて活
　　　動すること

⑩注意持続　やらなくてはいけないことをやり続けること

⑨課題開始　やりたくないことでもやるべき時に始めること、
　　　やめないといけない時に止めること

⑧柔軟性　うまくいかなかった時に考え直すこと

⑦反応抑制　やりたいこと、欲しい物がある時にいきなりでは
　　　なく、まず考えること

⑥自己点検　自分がやったことを振り返ること

⑤ワーキングメモリ　やらないといけないことを覚えておくこ
　　　と

④組織化　　持ち物やプリントの分類、整理

③時間管理　外出までの準備の時間や決められた時間で作業を
　　　完成させるための時間配分を考えること

②優先順位　やりたいことややらなくてはいけないことが沢山
　　　ある時にどれからやるか考えること

①計画立案　テスト勉強や休みの日の計画を立てること
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　スタッフが見つけた！

☆ 子どもたちの キラリ~ン ☆☆ 合って、火の番や薪割り等のチャレンジを

したりと、どの子どもも遊んでいる姿はあ

りませんでした。そして、疲れて、どうし

ようもない時は、自らSOS言葉を発信し

て、1人でクールダウンをしてきて、ま

た、自らの役割以上の仕事を、進んで行っ

てくれました。

スタッフが予想もできない、自らの大きな

力を発揮してくれた子ども達から、思わず

抱きしめてあげたくなるような沢山の沢山

のキラリ～ン！を感じ、とても嬉しく思い

ました。

毎日の忙しい生活の中での、子ども達の小

さな小さなキラリン☆を感じ、積み上げて

いきたいですね。

　　　　　　　　	 （スタッフ	 	 米山	 佳代子）

～　映画・ドラマをご紹介　♪２  ～

　　☆ インサイドヘッド ☆

　夏休みに「インサイドヘッド」を見に行

きました。物語は11歳の女の子ライリーの

頭の中の感情達がキャラクターとして登場

します。

　ライリーの心の感情の中での主役はいつ

も前向きで元気な「よろこび」です。「び

びり」「いかり」「ムカムカ」「かなし

み」達を引っ張ってお話が進みます。ライ

リーは父親の仕事のために住み慣れた土地

から都会へ引っ越すことになりました。ス

ポーツ好きで朗らかなライリーでしたが、

新しい環境に慣れずふさぎ込んでしまいま

す。ライリーの寂しくて不安な気持ちに両

親は気づかず「元気出してね、いい子だか

ら」と慰めます。ライリーは「私はいい子

なんかじゃない！私はつらいの。かなしい

の。わかって！」とはどうしても言えませ

ん。当然、感情達も大混乱。とうとうライ

リーは家出をしてしまいます。でも最後に

両親の前で思い切り泣いて自分の気持ちを

吐き出すことができました。そこは「かな

しみ」が影の主役として大活躍したからで

す。「泣いたら気持ちが落ち着く」とライ

リーは言います。

　人間の気持ちは明るい前向きの気持ちだ

けではありません。反対の「かなしみ」や

「いかり」の気持ちに気づくことも必要だ

と思いました。

　　　　　　　　	 	 （スタッフ	 	 新原	 ゆり子）

普段は、学校現場で、子ども達の療育に関

わり、思いがけない子ども達の成長に出会

うと、とても嬉しく、キラリ～ンと感じま

す。その中で、今年のキャンプのカレー作

りの事です。

スタッフ達が、カレー作りや薪割りの子供

達の世話、火の番等と次から次へと仕事を

している様子から、『先生達は忙しそうだ

ぞ！』と感じたのでしょう。普段は、体を

動かす事が大好きで、じっとしていられな

い子ども達が、自分の苦手さと向き合い、

自分なりに折り合いをつけながら、自分達

の役割以上に、「先生、小枝を拾ってきた

よ」「太い薪を持ってきたよ」と自主的に

動いてくれたり、子ども達同士で声を掛け



　今回は22歳Ａくんのお母様のインタビューです。

Ａくんは幼児の頃から高校１年生まで、フトゥーロ

に来てくれていました。自閉的な傾向はありました

が、明るく朗らかなお子さんでした。現在は、ある

地域のごみ収集の仕事をしています。インタビュー

当日も同席してくれる予定でしたが、休日出勤をピ

ンチヒッターで頼まれ７年ぶりの再会は果たせませ

んでした。以下、お母さんに語ってもらいました。

〈子育ての頃を振り返って〉小学校くらいまでは
「学校は毎日行く所」という感覚を身に付けて欲し

かったので、厳し目に接しました。学校にもできる

だけ休まず通わせました。元々くよくよしない性格

なので、いじめなど嫌な事が多少あっても、学校に

行くのは好きで、規則正しい生活を送れたことが、

仕事にも役立っていると思います。

〈中学、高校時代のこと〉暗記ものは得意だったの
で小学校の間は、勉強はついていけていました。中

学は地元の公立中に進みました。試合に出られなく

ても、応援を頑張るような姿勢が受け入れられてい

たのか、部活の仲間と仲良くさせてもらっていまし

た。勉強面では公立高校は諦めざるを得ない成績

だったので、家からも通いやすい私立高校に進みま

した。ただ活動頻度の少ない文化部に入ったことも

あって、３年間ほとんど友達はできませんでした。

学力もクラスの下位の方で、色々な面で厳しい時期

でした。それでも私立の面倒見の良さなのか、先生

方が家庭と頻繁に連絡を取って下さり、親としては

安心して通わせていました。高校時代はアルバイト

をしていたことが彼の心の支えになっていたようで

す。

〈アルバイト〉高校に入ってからは、アルバイトに
チャレンジしました。最初の２か所はどちらも約１

か月でクビになってしまいましたが、めげずに次の

バイトを探し、ガソリンスタンドで働くようになり

ました。アットホームなお店で、みなさんにかわい

がってもらい、高校卒業までそこでの仕事を続けま

した。

〈就職〉進学か就職かで悩みましたが、担任の先生
が「今の18歳という若さを売りにして仕事にチャレ

ンジした方が、進学して４年後に就職活動するより

もきっといいよ」とアドバイスを下さり、就職する

という方向が定まりました。私立高校の進路指導は

学校の実績につながるからか、進学を勧められるこ

とが多いのに、そんな風にはっきり言ってくれてあ

りがたかったです。

〈働くようになって〉今の会社では、一般枠で働

いています。知っている方に紹介していただき、採

用試験を受けて正社員として入社しました。本人の

特性や能力を踏まえた仕事上の配慮などもないので

それなりに大変な様です。例えば、ごみを収集する

時、他の職員の方々は中身を目視せずに持った時の

重さで、正しく分別されているか判断するらしいの

ですが、その判断にすごく時間がかかるため、ペア

を組む相手の方には「今日はお前とか……」なんて

言われたりもするようです。ただルートを覚えるの

が得意なこととか、真面目さを評価してくれる先輩

もいるらしく、ありがたいなと思います。普通免許

（高３で取りました）に加えて、その２年後に中型

免許も取れたのですが、まだ社内の技術試験に受か

らず、今は収集車の運転はしていません。助手席で

の助手的な仕事です。

〈気になること〉何年か後には一人暮らしができれ
ば……と思っているのですが、金銭、衣服、予定な

ど、働く上での自己管理がまだ苦手です。休日はほ

とんど家におらず、旅行やゲームショップなど好き

な場所に行っているようです。今は、何人か後輩も

でき、職場の人間関係では苦労もあるようですが、

折角就職できた会社なので、できるだけ続けていっ

て欲しいなと思っています。

　　　　　　　　　（聞き手／スタッフ	 	 芳賀	 亮一）
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●	 卒業生の親御さんにインタビュー〈５〉	 ●

高校時代からアルバイトを経験し、

　　　　　　現在は清掃会社で働くＡさん
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 　　　おもしろい！楽しい！習い事 ❷

　    　　　水泳教室　
　定番の習い事ですので、すでに通われている方

も多くいるかと思いますので、＜今回は、なぜあ

えて水泳の紹介なのか！？＞という皆様の素朴な

疑問についてお答えしたいと思います（笑）。

＜おすすめの理由１＞“個人競技である”　水泳

は個人競技なので、周りのことは気にせず、自分

（のタイム）との戦いで良いのです。もし水泳教

室に相性の悪い子がいたらその時間は避けて……

自分のペースで取り組める所を探しましょう。

＜おすすめの理由２＞“体力作りになる”　長時

間泳ぐことで、おのずと体力作りになります。世

の中最後は体力勝負です。満員電車に乗って会社

まで行ける体力、週末までばてずに働ける体力が

身に付くかも！？

＜おすすめの理由３＞“ダイエット効果”　運動

不足になりがちなお子さんも、新しい自分になる

ために始めてみてはいかがでしょう？最初は、泳

げなくても水の中で歩くことからのスタートでも

オッケーです。

　実は、面談などでも、習い事について聞かれた

時は水泳をよく勧めています。興味のある方はぜ

ひやってみてくださいね！

　　　　　　　　　　　（スタッフ	 	 鈴木	 弦）

お 知 ら せ

● 緊急時のお願い 　　　　　　　　　　　  

　前号でもお願いしましたが、以下の対応を

お願いします。

＊通常指導時から、カバンに「緊急連絡先の

　電話番号」「住所」「保護者氏名」「帰宅

　ルート」などを書いた物を入れるか付ける

　かしておいて下さい。

＊携帯を持たせているお子さんへ

　予備電池をかばんに入れておいて下さい。

＊「十日市場小学校」へのルートは待合室

　に貼ってあります。必ずご確認下さい。

● 冬の振替指導について 　　　　　　　　  

　以下の日程で振替指導を行います。該当の

方には既にお知らせをおわたししてあります

ので、忘れずにお越し下さい。

《幼児の方》

　12/24	 (木)・25	 (金)	 、

　　　　　　　各日とも10時～11時半

《学童の方》

　12/24	 (木)・25	 (金)	 、

　　　各日とも１時～２時半／３時～４時半

● センターフェスティバル 　　　　　　　  

　今年も12月６日（日）にセンターフェス

ティバルを行います。午前、午後の部に分か

れて行いますので、グループ指導に参加して

いるお子さんは予定を空けておいて下さい。


