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新学期が始まり、あっという間にゴールデンウィークも終わってしまいました。ここから先は夏休みまで
まとまったお休みはありません。お子さん達にとってはむしろリズムが作りやすくなるかもしれません。
何か心配事があったら担当スタッフにお知らせ下さい。

予定調和と不調和のバランス

　先日テレビで大ベテランと言われるお笑い
の人のトーク番組を見ていました。その人に
よると「最近はお笑いも予定調和ばかりでお
もしろくない。」と。『予定調和？』もとも
とはライプニッツという哲学者が言った、宇
宙の秩序は神によって調和関係が保たれるよ
うに作られているという考えの事らしいです
が、ここで言っている「予定調和」とは視聴
者が予想した通りに話が展開し、落ちがつく
と言うことでしょう。古いところでいえば水
戸黄門、最近では相棒などに代表される刑事
もの、平和な日常で事件が起き、犯人捜しを
し、最後にスパッと解決するドラマが好きな
人が多いですね。わかっていても、いやわ
かっているからこそ安心して見られるから好
きなのかもしれません。
　この調和と予定通りに行かない不調和、人
はどちらも好きなんだと思います。ただ人に
よってその割合は様々ですよね。そして安定
しているからこそ不調和が楽しめるのだと思
います。様々な癒しに母親の胎内で聞いた心
拍音や波の音を聞くことが効果的と科学的に

も証明されているそうですが、予想通り繰り
返しの一定のリズムが多くの人の気持ちを落
ち着かせます。１日の生活リズムを安定させ
ること、小さな人なら就寝や食事の時間、小
中学生なら学校から帰ってから寝るまでの予
定などおおよそのリズムを作る事は大切で
す。
　同じことを繰り返すと「自動化」と言って
１回１回考えなくても体が動いてくれます。
そして同じことをすることで気持ちも落ち着
きます。ただこのリズムは人によって違いま
すから子どもの様子をみながら、または本人
の希望も聞けるなら相談しながら作っていけ
ると良いでしょう。そして全てが予定調和ば
かりでは飽きてきます。人によって９割予定
調和がいい人、その逆で日々挑戦と冒険！と
ばかり９割不調和がいい人もいます。そんな
人はイベントやサプライズが大好きでしょ
う。
　ご自分やお子さんはどんな配分ですか？そ
の人に合った生活リズムの作り方を考えられ
るとよいですね。
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月曜グループの指導の様子
スタッフ	 	 内藤　良子

　週始めの月曜、夕方４時45分から90分間の
指導を行っています。ここ数年は中学年～高学
年のお子さん達のグループになっています。メ
ンバーによって取り組む課題は変えるのですが
いくつか共通して行っていることがあります。

① 毎年取り組んでいる課題 ～季節とことば～   

　特に男の子は季節なんて気にしていません。
家族が季節の物を取り入れて食事を作ってくれ
ているなんて考えてもいません。
　そこで、数枚の絵の中から季節や祝日などを
考えて３枚程度の正解（全く関係の無い絵もあ
ります）を切ってカレンダーに貼ってもらって
います。その時に、知らなかった物の名前を覚
えてもらったり、状況画（例：お母さんの隣で
花を持っている子がいる絵＝母の日）の説明を
してもらったりします。
　繰り返していると、少しずつ自分の生活とつ
なげて考えられるようになってきます。先日の
グループ指導中には、花の絵を見ながら「僕の
家の近くではあじさいが咲いてるよ」「え～！
まだ5月なのに？」などと会話が続きました　

②  毎年取り組んでいる課題 ～相談いろいろ～ 

　最初の内は２人で簡単な日直の役割分担など
で相談してもらいます。自分のやりたい仕事を
友達に宣言して終わってしまったり、やりたい
仕事があるとスタッフには言えるけど友達には
言えなかったり、様々なことが起こります。ス
タッフが言った方がいいセリフを教えたり、タ
イミングを促しながら練習します。またボード
に自分の名前を書き終えても場から離れないで
友達が書き終わるまで待つ、なども伝えます。
　慣れたら２人での相談内容を複雑にしたり３
人や４人の相談の練習を始めます。これは話す

人が目の前だけでは無いので、必要とされるレ
ベルが急にアップします。あちこちから話や意
見が出る、話は展開する、自分の意見も言わな
きゃいけない、相づちも打たないと聞いてるよ
うに思われない、姿勢もほどほどに保たないと
ダメだし……　本当に大変そうです。
　最初はスタッフが進行を手伝いながら相談を
しますが、年度末になる頃には、決めて欲しい
内容をはっきりさせておけば自分達だけで結論
を出せるようになってくれます。誰がリーダー
ということでもなく、各自が意見を述べ、適度
に主張したり譲ったりしている姿は、ちょっと
感動します。

③  毎年取り組んでいる課題 ～ 発表 ～ 　　　

　学校でも頻繁に行う発表。みんなの前に出て
最初のうちは自分の頑張ったことや楽しかった
ことなど気持ちに関することばを入れて発表し
てもらいます。事実だけではなく「自分の気持
ち」を言うのがポイントです。次の段階で「ど
うして」「どんなふうに」など詳しくする言葉
も入れて発表してもらいます。長くなり過ぎ
ず、聞いている人を意識して、わかりやすい文
章を目指します。
　更にレベルアップできる時は「友達の良かっ
たところ」を発表してもらいます。最初の内は
発表する相手を指定して90分その友達を気に
しながら良かったところを探してもらいます。
初めはスタッフが「今、Ａ君が拾ってくれたよ
優しいね」など手助けしますが、慣れてくると
自分で気づける様になりますし、最後には相手
を指定しなくても発表できるようになります。

　彼らの成長を感じて、毎年３月になると「立
派になったなぁ」としみじみ思います。
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　スタッフが見つけた！

☆ 子どもたちの キラリ~ン ☆☆

　子ども達が何かに夢中になっている時や

表情豊かに感情表現している時などに「瞳

がキラキラしているね」と周囲の大人は感

じますが、指導中、まさにその瞬間に出会

うことがあります。

　幼児の指導では手先を使う活動をたくさ

ん行います。クレヨンや鉛筆、はさみ、の

り、箸などをスムースに扱えるようにする

ことが目的ですが、大切なことは子ども達

自身が「おもしろそうだな、やってみたい

な」と思うことです。そういった課題には

あまり興味が無く楽しい遊びとしての経験

が少なかったのかなという子どももいれば

「僕、できないから嫌だ」と初めから拒否

モードの子どももいます。

　一人ひとりの子どもの様子を見ながらい

かに楽しく、本人のやる気を引き出せるか

が私達の仕事になってきます。月初めに作

るカレンダーの色塗りや、運筆線のなぞり

に苦戦していたＳ君。「難しそうだなぁ」

となかなか手をつけられません。そこで

「ここは先生が手伝ってあげるね。でも、

こうやってやるとオニの眉毛と牙みたいで

しょ？」とスモールステップを示すと、し

ばらく無言で考えていましたが「わかっ

た、やってみる」と一生懸命に描き、「で

きた！」の笑顔は最高でした。

　　　　　　　　　　	 	 （スタッフ	 	 岡	 純子）

～　映画・ドラマをご紹介　♪１  ～

　　☆大草原の小さな家 ☆

　今回取り上げるのは、「大草原の小さな

家」シリーズです。1975年ごろから日本で

もNHKで土曜の夕方などに放送されていた

アメリカのテレビドラマです。映像は多少

古い感じがしますが、ストーリーは今見て

もとても面白いです。

	 　おすすめポイントはその家族の姿です。

大自然と格闘しながら生活の糧を得ようと

頑張る両親を姉妹達は労わり、お父さん、

お母さんも娘達の心配事に耳を傾け、時に

見守り、時に助けます。親子がお互いを大

切にする……、そんな家族の姿を見ている

と、子育ての最中にしか味わえない子ども

との関わりの楽しさが再発見できるので

す。一家は決して裕福ではないのですが、

地域の人達とも助け合いながら、工夫して

生きていきます。子育ては、お母さんだけ

とか、家族だけで抱え込んでしまいがちで

すが、心をオープンにしていけるともっと

楽しいかも、なんてことも考えさせられま

す。

　1890年頃の設定なのですが、広い草原を

はじめとした景色の数々は、ぼんやりと眺

めているだけでも癒されますし、小学校中

学年くらいのお子さんなら、親子一緒に見

ても楽しいと思います。僕は前から好きで

時々DVDをレンタルなどして見ていたので

すが、最近、親の立場で久しぶりに見たら

色々な発見がありました。

　どこのレンタルショップにも置いてある

と思いますし、１話完結なのでどこから見

ても楽しめます。ぜひどうぞ。

　　　　　　　　　	 	 （スタッフ	 	 芳賀	 亮一）



発達特性を活かして就職、
　そして仕事と趣味を両立させているＡさん

神奈川県在住	 20代女性

　Ａさんは現在１９歳の女子です。中学２年生
の秋から１年半センターの中学生グループに参
加していました。高校は地元の公立高校に進学
し、卒業後、郵便局に契約社員として就職をし
て契約更新しながら仕事を続けています。この
度まじめな仕事ぶりを認められ、優良社員とし
て表彰され金一封を頂いたそうです。

Q.	 中学校時代は？
Ａ.中学校は楽しいことはありませんでした。
人と話をすることが苦手で、どう付き合ってよ
いか分からず、特定の男子からからかわれたり
いじめられたりしました。学校に行けなくなり
相談機関に行き、ここ（センター）での社会性
トレーニングを勧められました。

Q.	 センター指導で学んだことで中学、
	 高校、今の生活に役に立ったことはあ	 
	 りますか？
Ａ.	 一番役に立ったというか良かったことは、
人と話すことができるようになったことです。
趣味や関心が合う先輩、後輩と話すことで人と
かかわることが怖くなくなりました。調理も苦
手でしたが、丁寧に包丁の使い方や段取りを
習ったり、できない時には「手伝って」と言っ
てもいいのだということや、人の話を聞く時に
はその人の顔を見て相槌を打ちながら聞くのだ
ということも学びました。
　センターに通うようになって、少しずつ明る
くなり、友だちも増え、高校時代は友だちのこ
とで苦労することはなくなりました。以前苦手
だと思っていた友達からも意地悪されることは
なくなりました。多分、自分に自信がついて明
るくなったことが原因だと思います。

Ｑ.	 将来の夢は何ですか？
Ａ.	 もちろん、正社員になることです。お休み
の日はキャラクターのお店に行って、アクセサ
リーを買ったり、ちょっと高価なパソコンも自
分のお給料で買いました！（と可愛い笑顔で答
えてくれました）

★インタビューの後は仕事の話で盛り上が
りました。
　何社も落ちてしまい途方に暮れたこと、やっ
と内定がもらえた時の喜び！研修時代の失敗
談、自分なりにお客様対応のマニュアルを作っ
てクレーマーに対応していること、上司の手際
良い仕事ぶりを見て仕事では段取りがとても大
切であることを再確認したり、高校時代の先生
がお客さんで来て「頑張ってるね」と言っても
らい嬉しかったことなど、話は尽きることがあ
りませんでした。

★彼女は中２の時に発達検査を受けています。
その検査から「コツコツと仕事をすることがと
ても得意であること、自分から話しをすること
は苦手な反面、聞き取る力や状況を読み取る力
は十分備わっている」との特性が出ていまし
た。
　仕事を選ぶに当たって彼女が検査結果を参考
にした訳ではないと思いますが、岐路に立った
時、きちんと自分を見ることができ、自己理解
ができたからこそ適切な進路決定ができたので
しょう。
　　　　　　　（聞き手／スタッフ	 	 三島	 節子）
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●	 卒業生の親御さんにインタビュー〈４〉	 ●
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●緊急時の避難方法・避難場所について●

 　　　おもしろい！楽しい！習い事 ❶

　    　　　陶 芸 教 室　
　今年度は、お子さんにお勧めの習い事紹介

をしていきたいと思います。１回目は「陶芸

教室」です。

　お勧めのポイント 陶芸で作品を作るため

には集中が欠かせません。楽しくものづくり

をしながら、集中する体験につながります。

ポイント・１ 手先を使った作業ですので指

先を動かす練習になります。指先の力加減も

大切なので、力を上手にコントロールする練

習にもなります。

ポイント・２ 多少いびつな形になっていて

も、焼き上げてしまうとそれなりに「いい意

味で	 (笑)」になります。最後まで頑張って作

れば、達成感が得られます。

ポイント・３ 実生活で使用するので、作る

楽しみやできあがりのイメージがもちやすい

です。初めてのことでも挑戦がしやすいかも

しれませんね!?

ポイント・４ プレゼントにすることができ

るので、相手から喜ばれる経験ができます。

誰かのために作ってあげられると良いですよ

ね！　　　　　　　　　（スタッフ	 	 鈴木	 弦）

お 知 ら せ

　地震や火災などで建物からの避難が必要、

かつ、その日の指導が中止になる場合は以下

の様な対応をします。ご確認下さい。

①　保護者の方がセンター内にいる場合　

　４階から順に下り、センターの外で引き渡

　します。

②　保護者の方がセンター内にいない場合　

　安全が確認できる場合は、センター前でし

　ばらく待ちます。そこで引き渡せる場合は

　引き渡します。20分程度待ってもいらっ　

　しゃらない場合は③へ

③　保護者の方とセンター前で会えない場合

　地域指定の緊急避難先十日市場小学校へ

　移動してお待ちします。お迎えをお願いし

　ます。十日市場小学校はセンターから大人

　の足で５～６分です。

④　１人で往復しているお子さんは　

　交通機関の状況や親御さんと連絡が取れる

　かで判断しますが、ご家庭でもどういう方

　法で帰宅するのか必ず確認してください。

　また、必ずお子さんが理解している状態に

　しておいて下さい。

　

＊全てのお子さんへ

　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。


