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もうすぐ卒業式です。年長さんは卒園式で何かしら発表する場面があるようで、みなさんドキドキしている
ようです。小学生の卒業式の練習もそろそろ始まるのではないでしょうか。寒い体育館で身動きせずに座っ
ているのは大変ですね。でも、立派な姿を保護者に見せたい……という先生達の想いがわかるのはずっと先
のことですね。

今年度も１年間、ありがとうございました。
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子ども の理屈に耳を 傾けよう
フトゥーロ 所長

先日巡回に行ったある小学校のお子さんのエピ
ソードです。

安住ゆう子

ましょう」と指示しました。Ａくんはすぐには鉛筆
を持ちませんでしたが、覚悟を決めて書き始めまし

書くことが苦手なＡくんですが、真面目さと切

た。しばらくして写し終えふりがなも終えた生徒が

り替えることの苦手さから休み時間に入っても一

８割くらいになりました。Ａくんは三文目がやっと

生懸命黒板を写していたそうです。そこへ朝Ａく

終わったところです。ＡＴ先生は「まだノートに書

んとトラブルを起こした隣のクラスのＢくんの担

き終ってない人は教科書に直接ふりがなを書きまし

任、ＢＴ先生が来ました。
「Ａくん、朝のことで話

ょう」と言いました。そこでＡくん「だったら初め

があるんだけど」……Ａくん無反応でひたすら黒

から教科書に書けばいいじゃんーー」でも大きくは

板を写す……「Ａくん！」と、再びＢＴ先生は声

キレずに足をガタガタさせながら必死で耐えていま

をかけます。
「うるさいなー、じゃますんなよ！」

した。全くその通りです。授業の後ＡＴ先生にＡく

とＡくん大爆発。Ａくんの担任ＡＴ先生が間に入

んの様子を伝え、始めに先生の意図を伝え、何文ま

り、なんとかその場が収まったそうです。しばら

たは何分書くかを決めてからやってもよかったので

くして「あんなに怒らなくても『少し待って下さ

はと伝えると「確かに、Ａくんはなぜそれをするか

い』って言えばよかったんじゃない？」とＡＴ先

や、なぜいけないかを説明すると納得してくれます」

生が話したそうです。するとＡくんは「見ればわ

と言われました。第三者的立場でいると子どもの理

かるじゃん！おれは必死で書いてたんだよ！先生

屈や思いがよくわかりますが、面と向かっていると

のくせに！」
、確かにＡくんの立場はそうです。そ

ついつい大人の理屈や都合を説明なしに押し付けて

の後ＡくんはＢＴ先生に謝りに行ったそうです。

しまうことがあり、私も反省することがあります。

また参観した国語の授業でのことです。音読みと

お互いの理屈や都合を伝え合い納得できての信頼

訓読みに分けてふりがなを振る学習でした。ＡＴ

関係ですが、疲れてくるとついついおろそかになり

先生は教科書の十文位の短文を黒板に書き、
「これ

がちですよね。一息ついて子どもの理屈に耳を傾け

をノートに写して、横に音訓のふりがなを振りま

られる大人でいたいものです。

● 実践報告 2９ ●

成人銀河グループの指導について
スタッフ

鈴木

弦

成人銀河サークルは今年度より始まった 18

④ スト レス対 応力の 向上 ……現代社会はスト

歳以上のお子さんを対象とした集まりです。昨年

レス社会と言われ、メンタルヘルスに不調をきた

度まで、フトゥーロの指導は基本的には高校生ま

す人が増えています。メンタル面でつまずいてし

でとしていましたが、高校卒業後も参加し続けた

まう社会人の特徴は幾つかありますが、自身の抱

いというご要望もあり発足しました。成人サーク

えるストレス感に疎いこと、ストレスを解消する

ルに参加するためには、中高生時代に銀河グルー

方法やスキルの欠落、相談できる他者の不在など

プなどの定期指導を受けていることが必要です。

が考えられます。また各年代での働き方やライフ

銀河サークルの主な目的は、① 余 暇 支援 ② ソ

スタイルは異なり、その都度適応することが求め

ーシャルスキルの向上 ③実行機能の向上 ④

られます。

ス ト レ ス対 応 力 の 向 上 などがあります。

現在、サークルには 20 歳前後の方が参加して

① 余 暇 支 援 ……高校卒業後は生活の自由度が

いますので、20 代らしさや働くことのイメージ、

これまでもよりもずっと高まることが特徴です。

10 年後の 30 代のイメージを前向きにもてるこ

これは言い換えると、時間をもて余してしまいや

と、今のうちにストレスとの向き合い方や相談の

すくなるということを意味します。実際、平日の

仕方を学ぶことはとても大切なことです。

５日間は学校や会社で過ごしているものの、休日

とある一日の成人銀河サークルの活動の様子

になると途端に効率的に時間をつぶせず家の中

をまとめます（月１回 90 分の活動）。

でぼんやりと過ごしている方が多くいます。高校

項目

ねらい

時代までの友達と休日が合わなくなり距離が離

❶最近の出来事報告

自身の振り返り、自己理解

れてしまいやすく、自身の居場所作りが必要にな

❷調理宿題の相談

自分でできることを増や
す、計画を立てる

ってきます。

② ソー シャ ルス キル の向上 ……コミュニケー

❸健康チェック、

自身の見直し

生活改善の検討

健康面の向上

ションや自己理解といったソーシャルスキルの

❹休憩タイム

リラックス、居場所作り

向上を目的とします。より客観的な視点で自分自

❺ゲームタイム

コミュニケーション

身をつかんでいくことや、いろんな年齢の方とや

年に 2 回、中高生グループとの合同外出にも参

り取りができるコミュニケーションの力を高め

加します。指導を行っていて感じることの１つ

ることを目標とします。

に、中高生時代にきちんと指導を受け、経験値を

③ 実 行 機 能 の 向 上 ……自分で先のことを考え

しっかりと築いていくことの大切さです。まだ低

て実行していくことが必要になってきます。①で

年齢のお子さんも成人期をイメージし、自分のこ

書いたように自由度が増すことで、学生のうちは

とは自分でやる経験を今から積み上げていける

決まった枠の中で行動すればよかったことが、自

と良いと思います。

発性や応用が求められるようになります。自分の
ことは自分でやる、自己責任との理解と実行が求
められます。
〜４〜

読み書きサポートツールの紹介 ⑤

読み書きが
苦手な子どもへの
〈基礎〉トレーニングワーク

的な症状です。このワークでは、単語の音
の数をイメージする課題や特殊音が使われ
ている単語を見つける課題などから文字の

明治図書

音を意識する練習を行います。

今回紹介するのは、
『読み書きが苦手な子ど

療育や通級などの指導機関でも使われる

もへの〈基礎〉トレーニングワーク』です。

ことが多い教材で、長く利用されているロ

このワークは主に、低学年のお子さん向け

ングセラーです。学習指導に参加されてい

の内容となっています。読み書きの基礎と

る方は導入を検討されてはいかがでしょう

なる音韻意識（「うさぎ」が「う」
「さ」
「ぎ」

か？

の音の順番で成り立っていることがわかる

※シリーズ化され現在は様々な種類があります。

力)を育むためのワークが入っていること

（スタッフ 鈴木弦）

が特徴です。
読み書きの苦手さが特殊音（小さい「つ」
や小さい「やゆよ」、「おとうさん」のよう
に伸ばす音など）の誤り（小さい文字が抜
ける、伸ばす音が抜ける）で現れるケース
は少なくありません。こうしたケースは音
韻意識につまずきがあると考えられる典型

〜

映 画・ ドラ マ・ 本を ご紹 介

♪１2

〜

サツキちゃんは学校、お父さんは部屋でお

★ と なり の トト ロ ★

仕事。メイちゃんが１人で遊んでいると庭で
不思議な生き物を見つけました。その生き物

今回ご紹介する映画はみなさんご存知『と

を追いかけ森に入ると、大きな大きな生き物

なりのトトロ』です。

が寝ています。大きな大きな生き物の名はト

スタジオジブリ作品で、昭和 30 年代を舞

トロ。サツキちゃんメイちゃんの体験するこ

台にしたファンタジー映画です。田舎に引っ

とは、自分も子どもの頃に感じた不思議さや

越してきた家族のサツキちゃん、メイちゃん

ワクワクした気持ちを再び思い起こさせてく

と不思議な動物トトロ達、お父さん、近所の

れるに違いありません。

人々との温かな交流を描いています。

小さいお子さんはまだ見たことがないので

母が山の病院で療養するため、初夏、サツ

は？お子さんと楽しいひとときをお過ごし下

キちゃん、妹のメイちゃんがお父さんと一緒

さい。

に農村に引っ越して来ます。引っ越し先の空
き家には小さな黒いおばけがいて、それは子

（スタッフ 山本陽子）

どもにしか見えず、害もなく、人が住み始め
るといつの間にかいなくなってしまうと大家
のおばあちゃんが教えてくれます。
〜５〜

● 卒業生にインタビュー＜１５＞●

自分で就職先を決められるようになった O 君
今回は、かつて同じグループの指導に参加され

校であった嫌なことは帰りの電車でお母さん

ていた保護者の方々の久しぶりの同窓会ランチ

に長い LINE を送り、胸の内をぶちまけること

に同席させていただき、お話を伺いました。それ

で解消していたそうです。

ぞれのお子さんがフトゥーロに参加されていた

学校では自己理解や自己決定も多く練習し

のは今から約６～７年ほど前のことです。ソーシ

たそうです。O 君も少しずつ自分で決めること

ャルスキルグループでしたので年に 2 回ほどお

の大切さや必要性を理解し、疲れた時はいった

出かけもあり、当時指導の外出企画で出かけた懐

ん休憩することや苦手なことは人に助けても

かしのサイゼリアで今回はお母さん方と５時間

らうことも経験できたということでした。

お喋りを繰り広げました。

小さいころ多動だった彼にお母さんは「どう

まず、それぞれのお子さんの最近の写真を回し

せ動くなら、いっぱい動かしちゃえ！」と「ボ

て「面影ある！」
「大人顔になった！」
「男っぽく

ルダリング」をさせ、それは彼にとって体の使

なった！」と感想を伝え合い、O 君のお母さんが

い方の練習になったことは勿論、ゴールに向か

今年支援学校を卒業する息子さんの近況から話

って移動すること、ゴールした時の達成感とい

を始めてくれました。
「就職が決まりました！な、

う目的のある動きが楽しんで学べたよいトレ

なんと通勤時間２時間。アパレル会社なんです

ーニングだった、と言っていました。何年か続

よ。
」の発表に、今年県立高校 1 年生になった遅

けて、本人の意思で一旦中断し、最近、「また

刻が多いとお悩みの A 君のお母さんが、
「一体何

やってみようかな」と言い出し、自分で再開を

時に起きるの？」と尋ねると「大丈夫、今でも部

決めたそうです。

活の朝練がある時は５時 45 分に家を出ている

O 君のお母さんはユニークで度胸があり、グ

し」と O 君のお母さんがさらっと答え、一同唖

ループ指導の時に出会ったお母さん達にも慕

然。何と O 君、毎日歩いて最寄り駅まで行き、

われ、相談にもナイスアドバイスをしてくれる

そこから電車とバスを乗り継いで片道約２時間

素敵な方です。そのお母さんが最後に「まだま

を３年間通ったそうです。これに県立高校２年生

だたくさん教えなくちゃいけないことが残っ

の T 君のお母さんの「毎日お弁当を作ったのよ

ている、間に合うかしら。できるようになった

ね？」に「勿論」と笑って答えてくれました。

ことも増えたけれど、あれっ？と思うところを

中学の支援級から支援学校に入った O 君はと

取りこぼしている、親がいなくなった後、彼が

ても規則正しい生活を送り、職場を選ぶための実

どう社会とつながっていくか、そこがこれから

習も４つ行い、それぞれ自分に合うかどうかを実

の課題ですね。情報交換しながら助け合ってい

際に経験した上で就職先を決めたそうです。スピ

きましょう」と力強く言ってくれました。後に

ードを要求される業務は自分には向いていない

続く A 君、T 君のお母さんも頼もしい先輩にホ

が、正確さを要求されれば持ち前のこだわり能力

ッとしたようでした。次回は A 君の巻です。お

を十分に発揮して充実した仕事ができる、と自己

楽しみに

判断したようです。実際、職場からの評価も高く、

（聞き手／スタッフ

社会人になることに期待でいっぱいのようです。
それもこれも支援学校で学んだおかげだとお
母さんは思っているようでしたが、彼にとっては
少し厳し過ぎることもあったようです。でも、学
〜６〜

三島 節子）

◉◉ 『実行機能力 ステップアッ プ ワークシート』より/フトゥーロ 著 ◉◉

実 行機 能 力 ス テッ プ アッ プ

~ そ の１ ~

スタッフ 三島節子

実行機能、聞きなれない言葉ですが、
「解決

今回からシリーズで実行機能の 10 のアイ

したいことに対して、満足いくような結果を

テムの紹介をしていきます。実際に指導でお

得るための力」を実行機能と言います。この

こなった様子もお伝えします。モデルになっ

実行機能をうまく働かせると、やりたいこと

てくれたお子さんは中学 2 年生 M 君です。さ

がたくさんでき、やりたくないことや苦手な

あ、いっしょに体験してみましょう！まずは、

ことも、やりきることができるようになりま
す。
1～５のレベルチェック

右の欄にレベルチェック数字を入れよう。

５・どんなことでも自分一人で、工夫してできる
４・ものによっては、自分一人でできる
３・親や先生、友だちに少し手伝ってもらえればできる
２・親や先生、友だちにかなり手伝ってもらえればできる
１・親や先生、友だちに手伝ってもらってもできない、またはやったことがない。

NO.
①

アイテム名

どんなアイテムか

プランニング
（実行可能な計画）

記入日→

／

実現できる計画が立てられる。
やることがたくさんある時に先にやった方がいいものを

②

優先順位

③

時間管理

④

空間や情報の整理

⑤

SOS を出す

わからない時や困った時に、助けを求めることができる。

⑥

忘れない工夫

忘れてはいけないことを覚えておけるようにしている。

⑦

モニタリング（行動確認）

⑧

シフティング（柔軟性）

⑨

開始と持続

考え、大切なことからやる。
しめきりや約束の時間を守った行動ができる。遅刻をしな
い。必要な時に急げる。
ものや情報がすぐ取り出せるように整理している。わから
ない時の調べ方がわかっている。

やりまちがいや、やり忘れがないかなど見直す習慣がつい
ている。前よりうまくやろうとしている。
うまくいかなそうな時、ちがうやり方を考えて実行でき
る。
やるべきことをすぐに始めて、完成するまでやり続けられ
る。
うまくいかない時、落ち込みすぎたり、うれしい時興奮し

⑩

コントロール

すぎたりせずに活動できる。気持ちの発散方法をもってい
る。

記入日

／

満足しているアイテムは（

番）アップしたいアイテムは（

番）

自分 でチ ェッ クし た結 果は いい かが でし た

の中がごちゃごちゃして必要なものをすぐに

か？ M 君は満足しているアイテムは今のと

取り 出せ なな いの で④ を練 習し たい そう で

ころなし。アップしたいアイテムはいつも鞄

す。次回、空間や情報の整理練習をご紹介し
ます。
〜７〜

スタッフが見 つけた！

★子ども たちのキラリ 〜ン★

しさを感じていなければ、クレヨンの太さ
の調整や絵の具で筆を用い塗りつぶすこと

幼児さんの個別指導での話です。

を経験します。または小さいホワイトボー

幼児さんの指導では工作（はさみ、のり、

ドに書いてもらったりもします。塗るスペ

クレヨン）を行うことが多くあります。ぬ

ースを少なめにすることもあります。のり

りえ、はさみを使用することが大好きなお

も色付きに変えるのも良いでしょう。この

子さんもいますが、中には苦手意識をもっ

時、お子さんがいつもよりも長く楽しんで

ているお子さんもいます。なぜ苦手なのか

いたら OK です。「できた！」「楽しい！も

な？と色々と観察をしてみると、その 1 つ

っとやりたい」、まずはこの気持ちを引き出

として、道具の扱い方に苦戦していて「楽

せた時、こちらの気持ちもニヤリです。

しかった！」「できた！」という経験に結

日々、お子さんの「できた！」というキ

びついていなかったことがわかります。そ

ラリンを見つけられること、キラリンを引

こでそのお子さんに応じた道具や、やり方

き出すことができることは、この仕事の醍

を提案させていただくことがあります。は

醐味でもあるなと、感じら

さみに苦戦していれば、はさみのつかむ穴

れる今日この頃です。

をテープなどで巻いて狭くし、手を固定し
やすいようにする、筆圧が弱くぬりえに楽

（スタッフ

中丸華子）

お知らせ
● 来年度の指導について
継続指導が決定している方には２月中に担当者から新年度の曜日と時間をお伝えします。参加を
取りやめる場合は３月１５日までにお申し出ください。これ以降は指導料１ヶ月分のキャンセル料
がかかります。また、３月中に申込書や指導カレンダーなどの書類をお渡しします。４月になって
も書類がお手元に届かない場合は、お手数ですが必 ず ご連絡ください（☎︎ 045-989-3501）。

● 入金の確認を行っています
年度末につき、定期指導やキャンプ、フェスティバルの入金確認のご連絡を差し上げています。
ご不明の点は事務担当者（月、水、木曜 出勤）へお問い合わせ下さい。
幼児指導にお越しの保護者の方は、３月までの指導料等を一括でお支払いいただくことになりま
す。金額については担当者からのお知らせしますので、ご準備をお願いします。
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