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夏休みが明けたと思ったら、早くもインフルエンザで学級閉鎖というニュースが流れました。川崎や横浜で
もポツポツと発症しているようです。予防接種の予約しなきゃ、という方もいらっしゃるでしょうか。他に
も流行性の疾病にかかった時には、園や学校は勿論、お医者さんの許可が下りるまではフトゥーロもお休み
して下さいね。でも、まずはかからないようにうがい、手洗いの徹底とたっぷりの睡眠を心がけましょう
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ワーキ ングメモリを
上手に 働かせるには
フトゥーロ 所長

安住ゆう子

８月に、日本におけるワーキングメモリ研

またワーキングメモリをうまく働かせるた

究の第一人者といえる広島大学の湯澤正通先

めには、生活の中で以下の 4 つが整っているこ

生の研修会に参加しました。

とが大切だとも言われていました。

湯澤先生は頭の中に一時的に情報を保持し

❶ 情報の波にのまれたり時間に追われないよ

ながら処理する力であるワークキングメモリ

うにすること、つまり情報を整理して提示

を、ボトルネック（瓶の入口のくびれている

し、時間に余裕をもたせるということです。

部分）に例えてわかりやすくお話してくださ
いました。ワーキングメモリの容量が大きい
ということは、ボトルネックが太くどんどん

❷ 目先の欲望を我慢し、先の目標へ努力する
習慣をつけること
❸ ストレスやプレッシャーをかけ過ぎず、子

情報を瓶の底に流し、長期記憶にとどめられ

どもの話をよく聞き、表現させる機会を確保

るということ、ワーキングメモリの容量が小

すること

さいということはくびれが細いということ
で、情報はこぼれやすく、慎重に注ぐと一度
に流れる量は少なく流し込むには時間がかか
ってしまうというのです。ですから細いくび
れの場合、情報があふれ出ないようにそして
じょうご

流れやすくなるように、その瓶に合った漏斗
（つまりその子に合った支援）を使うことが
大切だということです。

❹ ゲームのやりすぎ、偏食、睡眠不足などに
留意し健康的な生活習慣を作ること
新たな知見を聞くことができたと共に、これ
らが整ってこそ学習支援が効果的になるとい
うことを再確認することもできた研修でした。
日々の子ども達の様子を見直してみたいです
ね。

● 実践報告 2８ ●

１年生グループの指導について
スタッフ

安住

ゆう子

1 年生グループでは、学校生活の始めの一歩と

ることを毎回の宿題にして、説明の練習をしてい

して ①スタディスキルの習得 ②言語コミュニ

ます。最近は自分が飼っている虫や家で作った工

ケーション能力及びソーシャルスキル能力の向

作を持って来て、休み時間や指導終了後にお友達

上③日常生活で必要とされる粗大・微細運動能力

に紹介しあう場面も見られています。

の向上やコントロール能力の向上 ④文字・数の

③ 日 常生 活で 必 要と さ れる 粗大・微 細運 動 能力

基礎学力の習得などを年間の目標として取り組

の 向上 やコ ン トロ ー ル能 力の 向 上

んでいます。今年度のお子さんの様子を紹介しな

体の動きの調整が苦手なお子さんに向けて楽

がら指導内容をご説明したいと思います。

しみながら動きを意識する活動を取り入れてい
ます。巨大ジェンガをそっと移動させる、ペアで

① スタディスキルの習得
スタディスキルとは国語、算数といった教科学

下敷きの上のボールを落とさないように運ぶ、夏

習を集団で学ぶ上での前提として必要な技能で

休み明けのおやつ作りでは、ティーシャツの中に

す。1 年生グループでは特に全体に向けての指示

アイスクリームの材料を入れて二人でぐるぐる

を聞く、準備や片づけをスムーズに行う、時間や

両腕を使ってティーシャツを振り回すこと 200

活動の流れを意識して行動するなどにポイント

回。腕が痛くなりながらも見事、牛乳がアイスに

を置いています。到着して鞄から荷物を出し、宿

変身しました。
「おいしいね」
「買ったのとは一味

題を提出、出席シールを貼るなどの一連の行動を

違うね」と言いながらいただきました。

手順カードを見ながら取り組みます。お友達の様

④ 文字や数の学習

子が気になって作業が滞りがちだったお子さん

それぞれのお子さんのペースや特性に合わせ

も、作業が終わるごとに自分で手順カードにチェ

て行っていますが、あるお子さんは５月から少し

ックサインをつけることでずいぶんスムーズに

ずつ取り組んでいたひらがなパズルの「できたよ

なりました。時間を意識する場面の最近の様子と

シート」が間もなく完成しそうです。完成したあ

しては、ゲームで使うオリジナルカードを作る際

かつきには「記念撮影しようね！」と盛り上がっ

に、
「この時間で 2 枚完成させよう」という指示

ています。全体ではひらがな坊主めくりやロング

を聞いて、時間内に雑すぎず丁寧すぎないカード

ロングしりとりなどグループだからこそ共有し

の完成形をイメージして描き進めることができ

て達成感が得られるような課題に取り組んでい

ました。

ます。

② 言語コミュ ニケーション能力及び

学校が終わってからは大変だろうな……と思

ソーシャルスキル能力の向上

いますが、元気に「こんにちはー！」と来てくれ

順番に回ってくる日直さんに帰りの会の時に、

る１年生達、後半戦の成長が楽しみです。

9 月では「今日のグループの○○の時間の△△が
楽しかった（おもしろかった、むずかしかった）」

※今年度の１年生グループの指導は、
金曜の 16:30〜18:00 で行なっています。

と一言発表をしてもらっています。困った時に自
分から援助要請することも目標とする中で、でき
るようになってきました。ゲームの時は順番や作
戦の相談をしています。またその日に行ったこ
と、例えばゲームのルールなどをお母さんに伝え
〜４〜

読み書きサポートツールの紹介 ⑤

カラーバールーペ

(眼球運動)が挙げられます。読むことが苦

共栄プラスティック株式会社

手な子どもの中には、この眼球運動が上手
今回紹介するツールは、カラーバールー

く出来ず、本に書かれた文を目で追うこと

ペです(使用のイメージは下)。

の困難さがあると考えられています。こう

文が書いてある箇所に半透明のカラーラ

した苦手さのあるお子さんは、
、読み飛ばし

インをあてることで、読んでいる箇所がわ

てしまうことがあり、文を指でなぞりなが

かりやすくなり、文字が拡大されて読みや

ら読むことでカバーしていたりします。こ

すくなる効果があります。

うした負担感を軽減するのに、このカラー

文を読む時に必要な力の１つに目の動き

バールーペは役立ちます。
似たような商品が他の会社からも出てい
るようですが値段は 750 円程度です。色も
水色、黄緑、ピンク、オレンジがあり、子
どもにとって見やすい色（色覚の過敏さの
影響を受ける子もいます）を選ぶことがと
ても大切です。

〜

映 画・ ドラ マ・ 本を ご紹 介

♪ １１

★ 旭 山動 物 園物 語

（スタッフ 鈴木弦）

〜

★

この映画のもう一つの主人公は、1990 年

−ペンギン が空を飛ぶ−

代に入園者減少のため廃園の危機に追い込ま
れた動物園を復活させるために奮闘する飼育

暑さも和らぎ、我が子と動物園に行く機会

員達です。様々な困難がふりかかってくる中

が増えました。横浜動物園ズーラシアでは「ア

で、革新的なアイディアと行動力で人気を獲

フリカのサバンナ」
「日本の里山」など生息す
る地域ごとに動物が展示されていて、キリン、
シマウマ、チーターが同じ場所で草を食んで

得します。動物への愛情が画面からにじみ出
ていて、象とのシーンは当初 CG で制作する
予定が、象が俳優を本当の飼育員だと思った

いるサバンナの様な光景も見られます。これ
は「地理学的展示」だそうですが、
「行動展示」
で一躍有名になったのが、今回ご紹介する映

ため実写で撮影されたそうです。
ラストシーン、行動展示のアイデアを提案
した飼育員さんのお母様からの手紙「幼少期、

画のモデルとなった北海道の旭山動物園で

友達らしい友達もできず昆虫の飼育に熱中し

す。

ていました……」を読む園長が印象的です。

「行動展示」は、動物の走る・飛ぶ・泳ぐ

秋の夜長によろしければご覧ください。

といった動く瞬間のすごさを見てもらう展示

（スタッフ 森 京子）

方法です。この映画の副題になっている「ペ
ンギンが空をとぶ」。ペンギンといえばヨチヨ
チ歩きのイメージですが、飛ぶ鳥となってい
るペンギンを映画で見ることができます。
〜５〜

● 卒業生にインタビュー＜１４＞●

将来を考え始めた大学生のふたり
今年度より始まった成人サークルに参加して

Q. 休 日は どん な 風に 過 ごし てい ま すか ？
Ａ：スイミングスクールや就活のためのサーク
ルの活動をしています。
Ｂ：桜木町やスカイツリーに出かけたりカラオ
ケに行ったりして楽しんでます。

いる２人の大学生（今年度入学）に話を聞きまし
た。
Q. 現 在ど のよ う な
大 学生 活を 送 って い ます か？
Ａ さ ん (以 下 Ａ)：新しい友達ができ、クラスに
いる友達のほとんどが同じ研究会に所属して
いることもあって、楽しく過ごしています。
Ｂ さ ん (以 下 Ｂ)：毎日が楽しい。友達と学食で
食事したり、サークル活動ではバーベキュー
や潮干狩り、パーティーなどをしました。

Q. 将 来の こと は ？
Ａ ：まだ決まっていないですが、PC でポスタ
ーを作ることに興味がある。今のところ、バ
イトは考えていないが、入力や試験監督、塾
の○つけなどがいつかできれば……。
Ｂ：天気に関すること。バイトもいずれ塾の講
師をやってみたいです。

Q. 大 学入 る前 に 心配 だ った こと は ？
Ａ ：ちゃんと単位が取れるか、勉強のことが心
配でした。
Ｂ：新しい友達ができるか、これまでよりも専門
的な学習内容についていけるかが心配でした。

Q.20 代 のイ メー ジ は？
Ａ：若いけど老化が始まる。これ以上年は取り
たくないですね。
Ｂ：自由な時間が減り、色んなことをやってい
けるか心配。お金はそれなりにあるのかな？

Q. 大 学に 入っ て 良 かっ たこ とは ？
Ａ：休みが多いこと。
（行動範囲が広がったので）
知らなかったエリアの知識が増えたこと。

Q. 社 会人 に向 け て、
働 くこ とに つ いて ど う思 いま す か？
Ａ：新しいことよりも、できるだけ今の生活が
続けられるようにしたい。人の役に立ってお
金をもらうイメージ。
Ｂ：世の中の人達の生活を支え、その中で自分
の生活のためにお金を得ること。

Ｂ：地方から来ている人など、今までに無い色々
なタイプの友達ができた。休みが多く楽しい思
い出も作れた。
Q. 一 人暮 らし を して い る友 だち を どう 思う ？
Ａ ：大人だと思う、自分では料理を作ったり、
生活費の管理はまだできない。掃除は慣れたら
できそう。
Ｂ ：自分でいろんなことを管理しているのがす
ごい。大学生活との両立は自分には難しそう。
生活費のことなどわからないことが多い。

Q. 働 く上 で 不安 なこ と は？
Ａ：長期的な休みが無い、自分がお金をもらえ
るようになるのか、上司は優しい人なのだろ
うか、などいっぱいあります。
Ｂ：きちんとした仕事ができるのか、就活は上
手くできるのか、休みや残業はあるのか、な
ど多くあります。

Q. 大 学に 入る た めに 努 力し たこ と
Ａ ：入学前に提出をしないといけない課題（提
出をしないと入学が認められない課題で基礎
学力を問うもの）が多くて大変だった。
Ｂ ：学校推薦をもらうために評定平均を上げる
努力をした。

大学生活は自由度が高く、単位の選択などの
仕方などに困惑するお子さんも多くいると言
われていますが、２人は特に困ることはなかっ
たそうです。友達も多くでき、楽しい学校生活
を送っているようですが、将来や働くことにな

るとやはり不安もあるようです。
（聞き手／スタッフ

〜６〜

鈴木 弦）

◉◉ アンケート集計報告❹ ◉◉

宿 題・ ゲ ーム 時間 ・ お手 伝 い・ おこ づ かい
~「 おこ づ かい 」 を 考え て 見ま しょ う ~
スタッフ

自立に向 けての準備

今回は保護者アンケートの第４弾「 お こ づ

介します。

か い 」 についての報告です。このシリーズは

☆無駄遣い（ノリで買うこと）が減った。

（小４男子）

昨年度取らせていただいたアンケートを基に

☆欲しい物リストの作成とその中から選ぶ練習

しています。アンケート回収は 87 名、学年、

をしている。（小５男子）
☆以前は見る物全て欲しがったが、考えて買う
ようになり、貯める楽しさもわかってきた。

男女、兄弟の有無等、基本情報は 1 回目と同
じです。待合室の掲示をご参照ください。ア
ンケートの項目は❶おこづかいを与えてるか

（小５男子）

❷おこづかいを定期的に与えている場合の金
額

☆使える金額が決まっているので、何が一番欲
しいかを考えるようになった。目的の物を買
うために他の物を我慢するようになった。

❸おこづかいの範囲で子どもが買ってい

るものを把握しているか
つけているか
しているか

❹おこづかい帳を

（小６女子）

❺おこづかい帳のチェックを

☆購入した物のレシートを提出し、レシートが
ない場合は次のおこづかいが減らされる。こ
のことで小銭の大切さを知り使途不明金が無

❻欲しい物がある時、おこづか

いを貯めて買わせているか

❼おこづかいを

くなった。（中３男子）

与えることで子どもの金銭感覚が良くなった
か

三島節子

等、多数。

の７つです。

❶おこづかいをもらっている子どもは学年で

限られた金額の中で満足できる買い物をす

差がでました。１～２年生で 40％、３～４年

るために子ども達は「見通しと計画性」をも

生で 57％、５～６年生で 81％、中学生以上

つことを強いられます。また、本当に欲しい

は 70％。年齢と共に自分がもらったおこおづ

物のために他の物を我慢することで「セルフ

かいを管理し、その範囲内で買いたいものを

コントロール」を育て、どうするかを自分で

購入していることもわかりました。❷金額は

決める「自己決定感」も味わっているでしょ

１～２年生は月 100 円が多く、３～４年生は

う。

月に 100 円×学年の金額にしているという基

これを機におこづかい制に挑戦する方もい

準が 多く みら れ、 中に はき りが 良い から 月

らっしゃると思います。最初は１度に使い過

500 円という方もいました。５～６年生は月

ぎてしまったり、欲しい物がすぐ手に入らず

500 円が一番多く、それ以上の金額の場合は

イライラする といった難しさに直面すると

おこづかいで買う範囲（例えば文具）が広が

思いますが、そんな時こそ学びのチャンスで

る人もいるようです。中学生以上は金額の幅

す。将来の自立に向けての練習だと思ってい

が広く子どもの生活環境によって（部活をし

たただき、お子さんに合った方法を一緒に探

ている、寮生活をしている、など）違いがあ

してあげてくださいね。

りました。金額はご家庭によって様々でした
が、❸子どもが買っている物を把握している
か、の問いでは「だいたい把握している」を
含めると 100％の方が把握していると答えて
いました。❹おづかい帳の活用についてはそ
の必要性を感じながらもつけさせている家庭
は半分以下でした。欲しい物がある時、❻お
こづかいを貯めて買わせているか、の項目に
「いる」と答えてくれた方の中から、❼子ど
もの金銭感覚が良くなったエピソードをご紹
〜７〜

スタッフが見 つけた！

★子ども たちのキラリ 〜ン★

りました。その後はスタッフの心配をよそ
に笑顔で楽しそうに活動していたＡくんで

４月からフトゥーロのグループに初め

した。

て参加することになったＡくん。初めての

２日目の川遊びでも、目をキラキラさせ

ことは不安に思ってしまうので、普段の指

て友達と水をかけっこしたり滝に打たれた

導では、「今日はどんなことをするのか」

りして、キャンプ前の表情がうそのようで

を個別で話を聞いたり練習したりと見通

した。

しを立ててグループ活動に参加していま

「先生、キャンプ楽しかったよ。また来
年も行きたい！」とＡくんの感想です。そ

した。
少しずつ慣れてきたころに難関のキャ

れはそれは嬉しい一言でした。残念ながら

ンプに向けた準備が始まりました。キャン

卒業を迎えるＡくんにとって、次のキャン

プも不安材料がたくさんでしたので、参加

プはなかったのですが……。

もギリギリまで悩んでいましたが、参加す

その後も、３月の卒業までグループの友
達とたくさんの経験を通して、自信をもっ

ることに。
ところがキャンプ１日目、カレー作りを
する頃からグループのメンバーとも自然

て行動する姿をたくさん見ることができる
ようになりました。
（スタッフ

に関わる姿を見ることができるようにな

永松亮子）

お知らせ
● サークルにご参加の方へ
サークルにご参加いただいている方には、半期ごとのご入金をお願いしています。10 月に
なりましたので、後期の指導料がまだの方はご入金をお願いします。金額等、不明なことは各
担当者にご確認ください。

● 避難場所の確認のお願い
大阪、北海道と大きな地震が続いています。大きな地震がいつ起きてもおかしくない状況で
す。指導時間中に地震が起き、危険なためビルの近辺にいられなくなった場合、十 日市 場小
学校へ移動して保護者の方をお待ちします。十日市場小学校へは南へ（駅と逆方向）徒歩７〜
８分です。地図は待合室に貼ってありますので、今一度ご確認ください。
１ 人で フ トゥ ー ロへ 来て い る お 子さ んは、必ず「緊急時にどう対処するのか（例：徒歩
で帰る、親が迎えに来るまで待つ など）」をご家庭で話し合い、カバンに緊急連絡先、緊急時
の対応方法等のメモを付けて下さい。
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