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　極端に暑い日があったのに、お盆明けから急に涼しくなってあっという間に秋になってしまいました。
保護者の方にとっては長い長い夏休みが終わって、やっと通常営業という感じでしょうか。夏休み終わり
には宿題を終わらせるのにご苦労なさったのでは？　サッサと計画通りに終われる子もいれば、なかなか
終わらせられない子もいたでしょう。色々ですよね。

選ばせよう！　自己選択・自己決定

　突然ですが、お子さんに「自分で選ぶ」
「自分で決める」ことを意識的にさせていま
すか？小さい頃なら、どっちのお菓子にする
か、どの色の靴にするか、小学生の半ばなら
レストランで何を注文するか、いつ宿題をや
るか。もっと年がいけば、自分の洋服を選
ぶ、そして進路を選ぶ……。とっても好きな
物を選ぶ、絶対嫌なことを避けることは難し
くはないですが、どちらでもいいこと、どっ
ちも嫌なこと、よくわからないことを選ぶの
は難しいです。また選んだからには大げさで
すが「責任」も生じてきます。どうでもいい
から、面倒くさいから親任せにしている中学
生、これを選んでもし、うまくいかなかった
らどうしよう……、と考え過ぎてしまい選べ
ないお子さんに会うことは少なくありませ
ん。自己選択は自立の第一歩と言われること
があります。子どもにとっては羨ましい面も
あるかもしれませんが、大人になったら何で
も決めないといけません。これは捨てるかま

だ使えるか、晩御飯のおかずどうする？、一
カ月のお金の使い道、転勤を受けるか断るか
……。若年無業者（学校卒業後何の職にも就
かずにいる青年のこと）の支援機関ではまず
自分で決めることの練習から就労意識を育て
るそうです。意欲も自信もない中で何かを決
めることはとても難しいそうです。また、最
近聞いた大人の広汎性発達障害の方のお話で
すが、その方は買い物の時、いつも買ってい
るメーカーの食材が売り切れだと軽いパニッ
ク症状になる時期があったそうです。それを
解決するためにポーチに緑と白のバッチをい
れておき、そんな状況になった時は、ひとつ
とったバッチが緑だったら新しいメーカーの
を買う、白だったら今日は何も買わずに帰る
と決めたそうです。なるほど、ですね。初め
は大人が選んだ範囲の中での小さな選択から
徐々に選択肢を広げていく経験を重ねること
によって、自分がやりきれる範囲や内容もわ
かってきます。ちょっと工夫して自分で選ぶ
機会を作ってみましょう。

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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１年生グループの指導紹介
安住  ゆう子

　小１プログレム＊・中１ギャップ＊＊という
ことばで言われるように、それぞれの節目は子
ども達にとって期待や希望もあるものの、不安
や緊張、環境の変化に対しての動揺が少なから
ずあります。フトゥーロの小学生の指導はタイ
プや指導の内容によって1～２年前後の学年の
混合があるグループもあり、それがよい効果を
産むことも多々ありますが、小学生1年生は、1
年生のみの編成にしています。その理由は、小
学校初めの１歩を丁寧に見てあげたいことによ
ります。
　時間割のある生活、休み時間と言われる自由
遊びの時間の短さや園に比べて遊具の少なさ、
決まった席で座って過ごす時間の長さ、上級生
の巨大さ、給食時間の短さ……５月の後半に運
動会がある学校も増え１年生は息をつく暇もあ
りません。そんな１年生の指導プログラムは、
もちろん参加するお子さんのタイプによって割
合の違いはありますが、例年①スタディスキル
の習得　②ソーシャルスキル能力の向上 ③基
礎学力の定着　を3本柱にして考えています。
以下に今年度の活動を中心に具体的な内容をご
紹介します。

①スタディスキルの習得
　手順カード（マグネットカードにやることが
書いてあり、やり終わり1枚ずつ裏返すと最後
に1つの絵が完成するもの）を使いながら来て
からと帰る時の一連の準備や片づけを行ってい
ます。4月に比べみんな素早くできるようなり
ましたが、一度に２つのことをするのはまだ忘
れてしまうこともあり（宿題を提出してから、
出席シールを取る）「行きは宿題、帰りはシー
ル」と言いながら練習しています。その他に
カードに日にちを書く、プリントをニ穴ファイ
ルから出し入れする、皆の中で指示を聞き取
る、聞きながら簡単なメモを取る、プリントを
配る等々、学校生活で必要とされるスキルを練
習します。

②ソーシャルスキル能力の向上
　５月初めから日直活動を取り入れ、５つの仕
事を２人で分担する話し合いをしています。希
望を言う、譲る、何でもいい時は「なんでもい
いよ」と言うなど、９月の今では子どもだけで
決められるようになりました。また、ゲームや
工作活動で相談、協力を経験しています。今年
の１学期には「ひっこしやさんが運んだ」と言
うダルマさんが転んだに似ている協力ゲームで
高得点をとるための意見がいくつも活発に出た
り、意見に困っている子に「Ａ君、僕について
来て！」と誘ったり。また伝言ゲームでは「Ｂ
君これでいい？」「うん」とテンポ良いやりと
りができるようになりました。９月に入り自分
の苦手なことや好きなことを共感し合う活動で
も意欲的に発言してくれ、少し遅刻してまだ来
ていない友達に対して「Ｃちゃんが来ないと
ショックだな～」と新しい仲間を大切に感じて
いる１年生達です。

③基礎学習の定着
　学習のスタートがスムーズに行くように書き
順クイズやことば当てゲーム、謎解きプリント
のように楽しみながら学びのコツを身に付けら
れるようにそれぞれのお子さんに合わせた課題
を行っています。学校が終わった後の指導は肉
体的にも大変なこともあるかとは思いますが、
半年を過ぎようとした今、確実な成長を感じさ
せてくれています。

＊小１プログレムとは……小学校に入学したばかり

　　の１年生が、集団行動がとれない、授業中に　

　　座っていられない、先生の話を聞かない、など

　　と学校生活になじめない状態が続くこと。

＊＊中１ギャップとは……小学校から中学校に進学

　　した時に、学習内容や生活リズムの変化になじ

　　むことができず、いじめが増加したり不登校に

　　なったりする現象。
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～　研修会報告　 ～　　
　　　テーマ「 働く大人の発達障害を理解する」

 「働く大人の発達障害を理解する」という

テーマの研修会に参加し、就労までの過程

や職場で起きやすい問題とその対応をうか

がいました。その中でも強調されていたの

は「就労には、ジョブマッチングが何より

大切」というお話でした。

　ジョブマッチングと①できること、②し

たいこと、③それを活かす機会の有無のこ

とです。このマッチング次第で安定した就

労を継続できるかどうかが左右されます。

マッチングができていると、失敗が少なく

達成感をもつことができます。そして種々

のスキルを身に付ける余裕ができ、本来の

能力を発揮しやすくなります。反対にマッ

チングができていないと、期待されていた

　スタッフが見つけた！

☆  子どもたちの キラリ~ン  ☆☆

　幼児のお子さんの話です。

　Ａくんはとても活発でよく動き、お店で

も興奮してしまうことがあります。ある日

も元気なＡくん。そこでＡくんに「Ａくん

の頭の中は今はどうなっているのかな？」

と聞くと、「Ａくんの頭は工事中～！」と

のお返事。「工事中？」と思いましたが、

自分の様子を否定する訳でなく、ある意味

　　　　　　　　　肯定的な表現。またあ

　　　　　　　　　る時は（自分の胸をさ

　　　　　　　　　し）「Ａくんは、ここ      

　　　　　　　　　が弱いの」と言いま

　　　　　　　　　す。けして『頭』を指

　　　　　　　　　しては言いません。そ

れ以上の説明はありませんでしたが、短い

言葉の中で微妙な本人の感じていることが

凝縮されているのでしょう。更に雨が車の

天井に当たっているのを聞き、「雨が踊っ

ている！」と言った時は、普段大人の私達

が当たり前に聞いている雨の音をＡくんは

体感しているのだと感心させられました。

　一見落ち着かなさがあるものの実に色々

と感じているＡくん。大人である私達が忘

れている感性の中で生きているＡくんは、

言葉に彩を与えてくれ、時に周囲をはっと

させます。

　今後もＡくんの言葉には注目です。

　　　　　　　　　　　　　（中丸 華子）
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働きができず、失敗が増えて落ち込み、離

職につながる可能性が高くなるそうです。

　研修会に参加して、得手不得手を把握す

る、本人に合う選択をする、興味関心を広

げ、チャレンジするといった経験をお子さ

んと一緒にしていくことの大切さを改めて

感じました。

　　　　　　　　　　　　　　（藤村 愛）



私立中学を受験して
中１Ａ君のお母さん／聞き手　芳賀 亮一

　今回は中学１年男子Ａくんのお母様のインタ
ビューです。Ａ君はフトゥーロに小学校１年生
の頃から小学校卒業までずっと通ってくれてい
ました。タイプとしては知的な遅れがない、自
閉的傾向のあるお子さんで、小学校時代は普通
級在籍でした。中学受験に挑戦し、無事合格、
現在は私立中学に通っています。

 ♪ 受験を考えるまで
　幼少時期から、読み書きすることを嫌がらな
かったので、小学校でも勉強をさせる苦労はあ
りませんでしたが、友達関係についてはいつも
心配していました。人数が少ない学校だったの
で、一旦いじめがあると、クラス替えがあって
もなかなか止みませんでした。親としてもつら
かったのですが、本人は意地悪をされても、そ
れに気づかないようなタイプのため、本人から
のＳＯＳが出ることは少なく「その場面を見て
いないので対応できません」と先生達に言われ
てしまうことも多かったです。
　顔ぶれがそれほど変わらないであろう学区の
中学校に行ってもこの状況は変わらないだろう
と思っていました。受験に対しては、低学年の
頃から意識していました。

 ♪ 受験勉強スタート
　親としては決めていた受験も、本人に伝えた
のは小６になってからです。あまり早々と動き
始めて、色々な選択肢（学校）を本人に見せ過
ぎてしまうと選べなくなってしまうかなと思っ
たからです。本人は普通に学区の中学に行くつ
もりだったようですが、中学校の大変さ（勉強
面、生活面）や私立中の良さを伝えると納得し
てくれました。もっと早くから準備をスタート
させる方が多いと思いますが、幼少期からの積
み重ねで、学年相応の学習はおおよそ身に付い
ていました（苦手な教科もありましたが）。学
校見学のため文化祭を周り始めた頃から、本人
の意識も変わってきたように思います。見学を

してみて、女の子が少ない学校や男子校の方が
穏やかな落ち着いた雰囲気に感じられました。
本人の希望は共学校だったので、女子の割合が
少ない学校を受験することにしました。
　受験のための勉強はそれまでも通っていた、
発達に特性のあるお子さんも受け入れている塾
にお願いしました。出された課題はやるという
真面目な性格も受験向きだったのか、最後の三
か月は毎日塾に通っていましたが、受験や塾に
通うことをやめたいということもなく、無事受
験までの日々を過ごしました。２校合格できた
のですが、入学後の生活がより負担が少なそう
な学校にしました（面倒見の良さや学校の様子
を塾の先生に教えていただきました）。

 ♪ 受験を終えて、今の様子
　中学では行動範囲が広がり、休日に遊びに
誘ってくれる友達や、メールで悩みを聞いてく
れる友達ができたようです。そういうことは小
学校の頃はありませんでした。鉄道に詳しいの
で、校外学習でルートや所要時間を調べる時に
頼りにされたのが友達を作れたきっかけらしい
です。うちの子にだけ強く当たってくる子が一
人いて、びしっと言い返すのは今も苦手なよう
ですが、先生達も目を配ってくれているようで
す。本人に告知をしていないので、学校にも特
性を伝えていないのですが、先生達なりに本人
の課題を捉えて下さっており、今のところ安心
して通わせられています。
　夏休み明けの今は、文化祭のことで頭がいっ
ぱいみたいです。文化部なのですが「展示に使
うから○○を持っていかなきゃ」などと楽しそ
うに話しています。

- 6 -

● 卒業生の親御さんにインタビュー〈２〉 ●



- ７ -

お知らせ 

●センターフェスティバルについて

　今年もグループ指導・サークル活動に参加

している方を対象にセンターフェスティバル

を12月7日(日）に行います。例年同様、午前

の部・午後の部に分けて行いますが、まだグ

ループごとの時間については決まっていませ

んので、１日予定を空けておいて下さい。

　また、銀河グループがバザーを行いますの

で、お家にある使っていない新品のタオルや

食器などありましたら寄付をお願いします。

●冬の振替指導について

　４月に振替指導のご希望をいただき、ほと

んどの振替指導は夏休み中に終了しました。

その後、学校行事と重なり指導をお休みする

ことになった方は、12/●に振替指導があり

ますので、早めに担当スタッフにお知らせ下

さい。

●忘れ物の処分について

　上履きや傘、文房具の置き忘れが目立ちま

す。名前の無い物が多いので、小さい物にも

名前の記入をお願いします。上履き以外の忘

れ物はスタッフルームでお預かりしています

ので、担当スタッフにお尋ね下さい。

　年末には処分させていただく予定です。

 　　　スタッフのおすすめ外出先 ⑤

　     中華街　熱々！点心バイキング
　　　　　　　　　　　　　　　　 江上  芽里

　気づけば、街にはセミの声よりもすっかり

秋の虫の声が響く季節になりました。食欲の

秋到来ですね！

　今回ご紹介するお出かけスポットは中華街

にある『皇朝』のバイキングです。『皇朝』

は中華料理の世界チャンピオンがいるお店と

して、肉まんと餃子が有名ですが、このお店

には「オーダー式食べ放題」というコースが

あり、55種類の点心からオーダーで好きなも

のを楽しむことができます。注文してから作

るので、出来立て熱々の

美味しい点心が頂けます。

オススメは焼き小龍包！

　先日、中学生のグループ指導でこちらのお

店を利用しました。食べ切れる量を考えなが

ら少しずつ注文する、「他に○○頼む人～」

とテーブルごとに注文をまとめて店員さんに

伝えるなど、少しずつコツを掴み、オーダー

の仕方も上手になりました。また、バイキン

グ上級者はできるだけ多くの種類を食べるた

めに、交渉スキルを上手く使って、「誰か、

これ分けっこしない？」とシェアする仲間を

探しながら何種類もの点心を食べ、大満足の

表情でした！ 美味しい点心を食べながら、

ソーシャルスキルも学べるオーダー式バイキ

ング。外食のレパートリーの１つとして加え

てみてはいかがですか？

『皇朝』　みなとみらい線 元町・中華街駅より徒

歩５分／バイキング 大人 1,790円（平日）
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　前回の「人は努力している限り迷うものだ」はいかがでしたか？「悩んでいる
私って一生懸命で素敵！」って考えること、１回くらいはありましたか？
　さて、今回はアメリカの格言家メーソン・クーリーの言葉です。ついつい周囲
に対して「こうなって欲しい」「こうして欲しい」と無意識に期待してしまうも
のです。しかし、他人が自分の思い通りに動いてくれることはほとんどなく、期
待していた分だけがっかりした気持ちになるものです。
　こんなときはがっかりする前に「それも、いいじゃないか」を使ってみましょ
う。自分とは違う考え方やり方、予想外の出来事に対して、「それは違う、有り
得ない」と否定するのではなく、「そういう考え方もある」と考えてみてはいか
がでしょうか？お子さんとの関わりに限らず、様々な人間関係に応用可です。
　面白い人生は見えてきましたか？　　　　　　　　　　　　　（鈴木 弦）

子育てに役立つ言葉-5

“「それも、いいじゃないか」は

　　　　　　面白い人生のスローガン”
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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。
●感染症（インフルエンザ、ノロウィルス）等の対応について
　先の話になりますが、この冬も感染症の流行が予想されます。「家族内で発症した場合」

「お子さんが元気でも学級閉鎖になった場合」は必ず指導を休んで下さい。

　この場合は振替指導になります。またお子さんの体調が優れない時も無理せずお休みして下さ

　い。

事 務 連 絡


