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いよいよ年度末。センターでも保護者の方へお渡しする書類がいろいろとあります。お渡しした書類は必
ず一度目を通してご確認下さい。また、今年はインフルエンザで学級閉鎖になった学校も多かったようで
す。振替指導に関するお知らせが最終ページにあります。該当する方は担当にお知らせ下さい。

固定観念からの脱出

　年明けに行った研修会でのお話です。テー

マは教育的支援が必要な子どもの配慮や指導

の工夫、学びの多様性が他の子どもの理解の

助けにもなり、クラス全員がわかる授業とな

りうる「ユニバーサルデザイン教育や学びの

ユニバーサルデザイン」についてと、４月か

ら学校現場にも導入されていく、障害児・者

一人一人の必要を考え、その状況に応じた変

更や調整などを、お金や労力などの負担がか

かり過ぎない範囲で行う	 「合理的配慮」に

ついてでした。そのお話の中で印象的だった

ことの１つが「自分が今まで当たり前、当然

だと思っていたことがそうでなくなることが

ある」と言うことです。

　最近テレビでも取り上げられましたのでご

存知の方もおられるかもしれませんが、勉強

は座ったままやり続けない方がよい、と言う

のもその一つです。長く座り続けると体の代

謝機能や血液の流れに悪影響を及ぼし、深刻

な病につながることが分かってきたそうで

す。積極的に立って授業に参加する形態を取

り入れているオーストラリアの学校の先生は

「子どもは前より集中して授業を受けるよう

になっています」と話しています。えっ！

立って授業？立ち歩かず座りなさいと言って

いたのに……ですよね。立ったり座ったりす

る方が集中出来るんですよね。

　こういった今まで信じていたことが覆され

ることって子ども達と関わっていてもありま

すよね。そんなとき自分の価値観、固定観念

を押し付けていませんか？善悪に関わること

は別ですが、一度立ち止まって子どもの視

点、理由を聞き、余裕をもって受け入れられ

る大人でありたいですね。

　ゴールが同じなら過程は色々であっていい

し、「ねばならぬ」ことはさほど多くはない

はずです。そう思えば不要ないさかいもなく

なることでしょう。

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

フトゥーロ所長
　安住  ゆう子



３つのサークルについて
～クリエイティブ・女の子・電車～

　フトゥーロには現在、３つのサークルがあり
ます。今回はこの３つをご紹介します。

① 　クリエイティブサークル　   担当 鈴木 弦   

　２年ほど前からゲームサークルとアートサー

クル、科学サークルが合併し、活動が始まりま

した。そういった経緯もあり、クリエイティブ

サークルの活動内容は毎回様々です。

　今年度は、小学生６人の男の子が参加をして

いて、実験（巨大シャボン玉作り）をする回、

創作活動（絞り染めＴシャツ作り、オリジナル

メンコ）をする回、調理（プリン、手打ちうど

ん）、外出（ボウリング、バーンゴルフ）など

に取り組みました。名前だけ聞くと、複雑な課

題に取り組んでいるような印象も受けるかも!?	 

しれませんが、決してそんなことはなく、まず

はみんなで楽しく取り組めることを大切にして

います。普段経験出来ないようなことが「友達

と一緒に経験出来る」ことがクリエイティブ

サークルの大きな魅力だと思っています。

　月に１回、主に、第三日曜日の活動となりま

す。時間は13時半～15時まで。来年度もまだ

空きがありますので興味のある方は現在の担当

者にご相談ください。

②  　　女の子サークル　　 　　担当 藤村 愛　     

　４人の小学校中学年～高校生が参加していま

す。女の子同士で楽しく過ごす場を共有しなが

ら、余暇の楽しみや広がりをもつことを主旨と

しています。主な活動は、手工芸やクッキング

です。また活動後におやつタイムがあります。

係の仕事を分担し、協力して準備します。

　今年度は、切り紙工作、ビーズやプラバンの

アクセサリー作り、パンケーキやたこ焼き器を

使ったミニホットサンド作り、町田のピーター

ラビットカフェで外食もしました。また、毎年

12月には、センターフェスティバルに参加し

て、クリスマスのグッズを手作りして売るお店

をしています。今年はミニリースが見事に完売

しました！活動中は、お互いが作った作品を見

て感想を言ったり、リクエストを聞いて好きな

音楽をかけながら、学校や休み中に出かけた話

など、話題を共有して過ごしています♪

　来年度もほっと一息つきながら、かかわり合

いができる場にしていきたいと思っています。

③  　　電車サークル　　  　担当 芳賀 亮一　   

　フトゥーロに通っているお子さんの中には鉄

道大好きな子が沢山います。同じ趣味の子同士

で、好きなことに浸れる場を提供しようという

ことで電車サークルは活動しています。月１回

の活動は、室内で過ごす回と、電車などを見に

出かける回とを交互に行っています。ちなみに

最近では、「秋葉原の鉄道模型店めぐり」「十

日市場近くのなぞの踏切を探す」「東武博物館

（東向島）と浅草観光」「相模線に乗ろう」な

ど、近場から遠くまで色々な場所に出かけまし

た。外出の時は危険のないよう、また人に迷惑

をかけないよういくつかのルールを徹底してい

ます。マナーを守って楽しめる人になって欲し

いです。室内活動では、出かけたときに撮影し

た写真を待合室に貼るために説明書きを書いた

り、パソコンとプロジェクターを使って電車に

ついてのクイズを出し合ったりと、みんなのリ

クエストもその都度取り入れながらゆる～く

やっています。

　このサークルが出来て、早15年。最初の頃

はみんな「写るんです」で一枚撮るたびにジコ

ジコとフィルムを巻いていましたが、今やみん

なが当たり前のようにデジカメやスマホを使っ

ているのを見ると時の流れを感じますが、鉄

ちゃんたちの熱い思いは変わりません！
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　スタッフが見つけた！

☆ 子どもたちの キラリ~ン ☆☆

　リズム教室のお友達は、みんなお料理が

大好きです。１年に２度のお料理教室は、

土曜日のリズム教室の仲間がみんなで集う

日です。おいしい物をみんなで作って食べ

ると、いろんな気持ちも共有でき、話も弾

み仲良くなれます。

　今年のクリスマス料理教室は、めいシェ

フが各自、腕をふるって一品作りました。

餃子の皮のピザ、ホットケーキ、ほうれん

草炒め、中華サラダ、卵焼き、そしてみん

なで作るケーキ。いろんな音があふれ、に

おいがする中、真剣な眼差しで悪戦苦闘を

した後には、テーブルの上に、あふれんば

かりに色とりどりの料理が並びました。

　個々のアイディアがいっぱい詰まった一

品がテーブルに並ぶ頃は、頭もスッキリい

い笑顔になります。「これ、俺が作った！

おいしいよ！」「えっ！すごい！！この卵

焼き焦げてないよ」「どうやって作った

の？教えて！」「うわぁ～美味そう！」

「すごいでしょ？ぼくの……」等など、キ

ラキラの瞳に自慢そうなことばが飛び交い

ます。

　「頂きます」の後は、もぐもぐ……声な

しタイムです。「次は何する？」食べなが

らもう次のお料理のアイデアが飛び出して

夢がふくらみます。迷シェフから名シェフ

に変身するのはいつかな？楽しみです。

　　　　　　　	 	 	 	 （リズム教室	 	 有富	 正子）

～　映画・ドラマをご紹介　♪３  ～

☆あさが来た ☆

　現在放映中の、NHK朝の連続テレビ小説

『あさが来た』をご覧になっている方はい

らっしゃるでしょうか。このドラマの主人

公『あさ』は、お転婆で、好奇心旺盛な女

の子。「なんでどす？」が口ぐせで、時に

周囲を困らせます。そんな『あさ』です

が、結果的に、社会で大活躍する女性に成

長します。

　江戸~明治時代にも、このような女性が

いたかと思うと、とても嬉しくなります。

さらに、『あさ』を取り巻く周囲の人たち

が、また、いい。ごく自然に『あさ』の個

性を尊重し、『あさ』が思い通りに行動で

きるよう、支えてくれていて、当時では、

非常に珍しいことではないかと思います。

これがもし、「女性なのだから、もっとお

しとやかに」とか、「家事を優先するべ

き」というような価値観で、行動を制限さ

れていたら、『あさ』の活躍は全く見られ

なかったことでしょう。

　実は、私自身、とても『あさ』に似てい

るところがありまして、基本的には、こん

な自分が好きなのですが、時に、落ち込む

ことも……。でも、この番組のおかげで、

自分の自己肯定感が、とても上がりまし

た。

　『あさ』に出逢えて、本当によかった

と、感謝の気持ちでいっぱいです。皆さん

は、こんな『あさ』をどう思いますか？

　　　　　　　　	 	 （スタッフ	 	 長野	 佳子）



大学に進学し、自分のなりたい職業に向けて
　　　コツコツと頑張っている大学生のＡさん

　今回は、21歳の男性Ａさんのお母さんのイン
タビューです。Ａさんは、小学１年生から中学
２年生の頃まで、フトゥーロを利用して下さっ
ていました。不器用さ、読み書きの困難さ、マ
イペースさがありましたが、工作を黙々と頑
張って作る一面があるお子さんでした。当日に
は、成人式のお写真を拝見しました。すると、
なんとたくましい青年になっているではありま
せんか！	 私の記憶していた可愛らしい姿から
すっかりと成長されたことに驚くと共に嬉しく
思いました。以下、お母様からお伺いしたお話
をまとめさせていただきました。

Q.	 小学校～中学～高校生活について教
　えて下さい
Ａ.小学校では、外部機関との連携もありまし
た。勉強のフォローは３年生の時に、知り合い
でもあった塾の先生に特性をお話しし、お任せ
することにしました。書くことが嫌いで、眠っ
てしまうこともありました。ある時「お金を出
しもらって何しに来ているの！」とピシッと
言っていただいてからは、態度が変わっていき
ました。以降、高３までお世話になりました。
　中学では、特性について理解が得られない年
もあって、学校との関係がぎくしゃくしたこと
もあります。テストで答案用紙に書き込むこと
に苦労していました。同級生からは「空気を読
め」と言われていたらしいですが、本人はその
意味をよくわかっていなかったと思います。大
きなストレスは無いようでした。対人面では、
敏感過ぎないところがかえってよかったのかも
しれません。攻撃的なところが無いので、信頼
を寄せてくれる友達もいました。
　高校は、私立を選択しました。似たような特
性のお子さんがいるように感じたのと、のんび
りした雰囲気で少人数の点が良かったです。先
生は、「何かあったらすぐに言いに来て」と気

にかけてくれました。今でも、友達から“話を
聞いてくれよ”というメールが来ているようで
す。

Q.	 大学に進学するまでの経緯を教えて
　下さい
Ａ.中２の時、「植林の仕事がしたい」と言い
出しました。理由はわかりませんが、あるクリ
ニックで企画されていた進路相談の時に、「木
のそばにいると落ち着く」と言っていました。
そこでは「Ａ君は、自分の苦手なところをわ
かっていながら、上手くやっているんだね」
「農業とか、地道にできる仕事が向いているか
も」と先生に言っていただきました。その頃の
本人の思いは続き、森林について学ぶ学科を受
験しました。まずは短大に進学し、３年生から
大学に編入しました。

Ｑ.現在の生活の様子を教えて下さい	 
Ａ.	 言葉の使い方の問題がまだまだあります。
“行く”“来る”を混同することもあり、直ら
ないものだな……と思います。身だしなみも
「裾が……」と言って声をかけることもありま
す。大学のレポートはＰＣを使い、word	 の検
定試験なども受けています。また、コンビニの
アルバイトが１年弱続いています。滑舌や吃音
の問題もあるので、家族としては内心ハラハラ
していましたが、「やってみたらいいよ」と見
守りました。本人に聞くと、店長さんから注意
されることもあるそうです。またお金を数える
練習などもやっています。お給料は友人との食
事や本を買うことに使っているようです。
　これから就職活動が始まるので、どうなるか
なと思っています。希望している職業は、狭き
門だと思うので。家族は口出ししたくなります
が、ぐっと我慢して見守るつもりです。
　　　　　　　（	 聞き手／スタッフ	 	 藤村	 愛	 ）
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