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緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ緊張感は続く日々だと思います。今回の事態に関
して、予定の変更や特別ルールなど利用者の皆様に多くのお願いをし、ご了解いただきありが
とうございました。今後とも細心の注意をし、感染対策をして開所していきたいと思います。
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子どもを褒めよう

自分を褒めよう
フトゥーロ

所長

安住 ゆう子

私たちが指導で大切にしていることの一つとし

ったご褒美に○○食べちゃおう♡」とプチ贅沢をす

て「実行機能力」を高めることがあります。何かこと

るのもいいですね。人は希望がなくなると無気力に

を成し遂げる時に、何からどうやったらいいか計画
を立て、上手くいかなかったら柔軟に修正し、経験
も生かしながら、心穏やかにゴールに向かう力です。
コロナとのお付き合いはまさに「実行機能力パワー
全開」が求められる日々です。マスクはつけなくても

なってしまいます。期待が裏切られることが多かっ
たかもしれませんが、得られたことも必ずあるはず
です。マイナスから得ることもたくさんありますよね。
柔軟に考えるパワーを発揮したいものです。

大丈夫と聞いていたのに次の日には必要と言わ

「コロナ」に文字って精神科医の河蔦譲さんがこ

れ、ジョギングの時はマスクをしましょうと言うニュー

んな標語を紹介していました。 「コ」 ……コントロー

スの後に中国ではマスクをして体育をして子どもが

ルできることに目を向けよう（安住注釈：心配しても

亡くなったというニュースが流れていました。何が正

どうにもならないことにはエネルギーは使わなくてよ

解かわからないのに決断しないといけないし、度々

いということだと思います）。 「ロ」…...ロスを恐れず

の変更が求められます。そんな中、生活している子
ども達をまず褒めてあげたいですよね。見通しがも
てないことに不安や恐怖をもちやすいお子さんだっ
たらことさらです。そして支えられた大人の皆さんも
自分を褒めましょう。頭と心がそうとう鍛えられまし

受け入れる（無駄になるかもしれないと想定してお
くとショックも少なくなりますよね）。 「ナ」……仲間と
乗り越えよう（文字通りですね）。
マイナス体験でも得られることはありますね。 「コ」

たよね。だから疲れているはずです。「私よく頑張っ

……転んでもただでは起きない！とか。皆さんも

てるよね〜」」と声に出したり、声をかけ合う、「頑張

褒めほめ標語を作ってみてはどうでしょうか。

って」

● 実践報告 3２ ●

女の子ライフスキルグループの指導について
スタッフ

新原 ゆり子

昨年の女子ライフスキルグループ（開始時は女子

さんに「聞き取り宿題」をお願いしました。お子さん

７名）は穏やかでゆったりとした時間の中で土

を出産した時の場所（病院名など）や生まれた

曜日の午後、活動をしています。昨年度のグルー

時のお母さんの気持ち、名付けた名前の由来も

プ目標は「自分の身体を意識する」「昼ご飯を作

書いてもらいました。お子さん一人ひとりが自分は

る」です。自分の身体について関心をもつというこ

とても大切な存在だと感じてもらえたらと願って

とは、大きく言えば自己理解に繋がると思ってい

います。赤ちゃんがやってくる当日はみんなわくわ

ます。

くドキドキ。抱っこしてみたいと言うお子さんや反対
にちょっと怖いなと遠巻きに眺めているお子さんも

２学期の指導をお伝えしますと

いて反応は様々でした。何より初参加の赤ちゃん
１
２
３
４
５

がとても穏やかで助かりました。

プライベートゾーンって何 ？
ファッションチェック（着がえの練習）
赤ちゃんがやってくる（出産・生理）
赤ちゃんがやってくる（お母さん）
わたし絵本作り

そして学期の最後に「わたし絵本作り」をしまし
た。この頃には、おわりの会には「私○○が苦手な
んです」と発表する人が出始め、「私も！」「私も！」と
苦手の大合唱に。誰でも自分のマイナス面を口に
出して言うのはとても勇気のいることです。グルー
プでみんなが自分を受け入れてくれると思えた

発達特性のあるお子さんは、毎日の生活の中

ことや自分は自分でいいと感じられたから、苦手

で自然と理解していく「恥ずかしい」という意識が

なことやできないこともみんなの前で発表できた

薄いと言われています。実際、保護者の方への聞

のではないかと思っています。

き取りでは「入浴後にそのまま裸でリビングに戻っ

３学期は食品の５大栄養素を学習した後お

てきてしまいます」というお話も伺いました。

弁当作りをしました。

キャンプの川辺での着替えの体験から、９月に
プールタオルで手際よく着替える練習を行いまし

＜参考本＞

た。その後自分のお気に入りの洋服に着替えて、

『おかあさんがおかあさんになったひ』
長野ヒデ子、童心社、1993

教室でファッションショーをしました。「キレイ！」 「か

『ぼくがあかちゃんだったとき』

わいい」 「色のセンスがいい」 と他の子の服装の

浜田桂子、教育画劇、2000

どこがいいかを見つけチェック表を書き、具体的に

『47 のルール

相手を褒める練習にもなりました。

知っておきたい』

発達障害の女の子のお母さんが、早めに
藤原美保、エッセンシャル出版社、2018

11 月には昨年春に出産したスタッフと生後６ヵ月
のお子さんが来てくれることになりました。事前指

※

今回の原稿は、フトゥーロ通信３号用に書きまし
たが、新型コロナウィエウスの対応で３号が発行で

導として出産や生理について絵本を使いながら

きなかったため、今回掲載することにしました。

簡単に説明をしただけでなく、お子さんからお母
〜４〜
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★
★新・子育てサポートブック★

★ ちいさな英雄
階において、親御さんが大切だと感じたこと等
ルギー克服を自然体で応援する姿がカッコイイ
★ ちいさな英雄
—カニとタマゴと透明人間 ★
ルギー克服を自然体で応援する姿がカッコイイ
について、多くのデータを得ることができまし
2011 年に作成した冊子
★
—カニとタマゴと透明人間
作品でした。
ルギー克服を自然体で応援する姿がカッコイイ
—カニとタマゴと透明人間 ★
作品でした。
『続・子育てサポートブッ
た。そのほか利用できる機関や制度などにつ
『透明人間』は、姿が見えず存在がわかって
作品でした。
今回、私がお勧めするのは、2018 年の夏に公
『透明人間』は、姿が見えず存在がわかって
今回、私がお勧めするのは、2018
年の夏に公
ク』の改訂版として
2020
いての情報も前作から大幅に更新しました。
もらえないことに苦悩している主人公が登場し
『透明人間』は、姿が見えず存在がわかって
開された映画「ちいさな英雄－カニとタマゴと透
今回、私がお勧めするのは、2018
年の夏に公
もらえないことに苦悩している主人公が登場し
安住ゆう子
開された映画「ちいさな英雄－カニとタマゴと透
ます。どうしようもない思い、孤独感から挫折しそ
筆者もインタビューの場で４件のインタビュー
年２月に出版しました。
もらえないことに苦悩している主人公が登場し
明人間」です。15
安住ゆう子 分程度の短編アニメーション『カ
開された映画「ちいさな英雄－カニとタマゴと透
ます。どうしようもない思い、孤独感から挫折しそ
安住ゆう子 分程度の短編アニメーション『カ
うになりますが、自分の「良心」や「誠実さ」に突き
明人間」です。15
今回もフトゥーロスタッフが
を担当し、かつて担当していたお子さん（今は
ます。どうしようもない思い、孤独感から挫折しそ
ニーニとカニーノ』『サムライエッグ』『透明人間』の
明人間」です。15 分程度の短編アニメーション『カ
うになりますが、自分の「良心」や「誠実さ」に突き
動かされ行動します。そうした心が最後には透
ニーニとカニーノ』『サムライエッグ』『透明人間』の
分担執筆しています。
青年）や親御さんたちと、再会しました。今は職
うになりますが、自分の「良心」や「誠実さ」に突き
３作品で構成されています。
ニーニとカニーノ』『サムライエッグ』『透明人間』の
動かされ行動します。そうした心が最後には透
明人間である自身の存在を救うことにつながっ
３作品で構成されています。
場や学校で、皆さん穏やかに過ごしています
今回も前作同様、かつ
動かされ行動します。そうした心が最後には透
『カニーニとカニーノ』は、擬人化されたカニの家
３作品で構成されています。
明人間である自身の存在を救うことにつながっ
ているように感じられ、感銘を受けました。
『カニーニとカニーノ』は、擬人化されたカニの家
てフトゥーロに通っていた
が、今までには大変な日々もあったと全員がお
族の物語です。水辺の情景が美しく、水中の音
明人間である自身の存在を救うことにつながっ
『カニーニとカニーノ』は、擬人化されたカニの家
ているように感じられ、感銘を受けました。
どの作品も恐れや不安を乗り越えようと決意
族の物語です。水辺の情景が美しく、水中の音
お子さん（現在の年齢が
っしゃいました。しかし、その都度親子で悩み葛
がなんとも心地よく目や耳の感覚が澄んでいく
ているように感じられ、感銘を受けました。
族の物語です。水辺の情景が美しく、水中の音 を新たにし、主人公が一歩前進します。そのよう
どの作品も恐れや不安を乗り越えようと決意
藤しつつも、情報を集め、色々な人とつながる
がなんとも心地よく目や耳の感覚が澄んでいく
高校生～２３歳くらい）の親御さんへ協力をお
ようでした。セリフは家族の名前を呼び合うくらい
どの作品も恐れや不安を乗り越えようと決意
がなんとも心地よく目や耳の感覚が澄んでいく な姿に後押しされる映画でした。
を新たにし、主人公が一歩前進します。そのよう
ようでした。セリフは家族の名前を呼び合うくらい
願いし、アンケート（質問紙）には１２６名、実際
中で、乗り越えてきたとのことで、とても励まさ
しかないのですが、その分、声や表情から伝わる
を新たにし、主人公が一歩前進します。そのよう
ようでした。セリフは家族の名前を呼び合うくらい
な姿に後押しされる映画でした。
（スタッフ 藤村 愛）
にお会いしてのインタビューには２２名（親御さ
れる思いでした。
しかないのですが、その分、声や表情から伝わる
気持ちを読み取るところがおもしろい作品です。
な姿に後押しされる映画でした。
（スタッフ 藤村 愛）
しかないのですが、その分、声や表情から伝わる
現在、フトゥーロに通っているお子さんの保護者
気持ちを読み取るところがおもしろい作品です。
ん、ご本人合わせて）もの方が応じて下さいまし
『サムライエッグ』は、アレルギーのある少年とそ
スタジオジブリ出身の米林宏昌監
（スタッフ 藤村 愛）
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た。
の方にとっても、17
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たに送り出す短編劇場。
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督によるスタジオポノックが、新
「自己理解」、「特性や障害告知」、「合理的配慮」
とタイプや境遇が似ている」と感じられる方が
のお母さんの物語です。日々、心配がありながら
もサバサバとした頼もしいお母さんが、少年のアレ
DVD、Blu-ray、PrimeVideo などで
たに送り出す短編劇場。
督によるスタジオポノックが、新
のお母さんの物語です。日々、心配がありながら
ご覧いただけます。
きっといるのではないかと思います。ぜひお手に
もサバサバとした頼もしいお母さんが、少年のアレ
DVD、
Blu-ray、PrimeVideo などで
たに送り出す短編劇場。
ルを３つの骨子として、発達特性のある方の幼児
ギー克服を自然体で応援する姿がカッコ
ご覧いただけます。
もサバサバとした頼もしいお母さんが、少年のアレ
DVD、Blu-ray、PrimeVideo などで
期から高校卒業、進学、就労など様々な年齢段
取ってみてください。
（芳賀亮一）
ルギー克服を自然体で応援する姿がカッコ〜５〜
イイ作品でした。『透明人間』は、姿
ご覧いただけます。
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イイ作品でした。『透明人間』は、姿
イイ作品でした。『透明人間』は、姿

〜５〜
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● 卒業生にインタビュー＜１８＞●

就職して一年経ちました 〜Ｏ君の巻〜
フトゥーロ通信 2018 年３号で紹介した O 君の
就職一年目の山あり谷ありの様子をお伝えしま
す。O 君は支援学校を卒業し、障害者枠で都内の
アパレル会社に事務職として就職しました。自宅
からバスや電車を乗り継いで通勤時間２時間は
遠いな、とも思えますが、実習時代に挨拶や仕事
の正確さが評価されていましたので、得意な分
野で活躍できるぞ！！ と弾む気持ちで社会人一
年目のスタートを切りました。
現場ではいろいろなことが起こる
しかし、現実は厳しいものでした。まず O 君への
支援や配慮、環境調整をするはずの職場ジョブコ
ーチが産休で不在になりました。一つのことを正
確にコツコツと続ける仕事内容をイメージして入
社した O 君でしたが、現場ではいろいろな立場
の人から様々な仕事をお願いされることが多い
ようです。これは O 君ができる新人だと期待され
ている証拠でもあるのですが、例えば資料作り 30
部、値札付け、データの打ち込みなど多様な仕
事が重なるようにして与えられます。学校で身に
つけた『ほう・れん・そう（報告・連絡・相

談）』スキルを使い相談しても、相手が休憩中だと
「今、そんなこと言わないで」と叱られてしまうこと
もあります。音に敏感な O 君は耳栓を使っていまし
たが、頻繁に指示を聞く、確認するなどが多く、そ
の都度耳栓を付けたり外したりが面倒になり耳
栓をやめました。まじめな O 君は、失敗したくない
思いが人一倍強く、失敗したくないので確認が
多くなり、失敗したかもしれないと思うと不安にな
って、そわそわした印象を与えてしまいます。職場
の人達も余裕がある時には丁寧に O 君に対応し
てくれますが、繁忙期は落ち着かない O 君に厳し
くなったこともあるようです。
少しずつ芽生える職場の支援
新しい環境は発達に特性のある人にとって、未

いろいろなことが起こる職場ではありますが、
特性のある O 君が懸命に働いている姿に何と
か手助けをしてあげたいと思う人達も増えてき
ました。何もすることがないと落ち着かなくなる
O 君に、隙間時間にできる仕事の指示を出して
くれる人や仕事の段取り表をもたせてくれる人
が現れたり、周りも少しずつ O 君への上手な対
応を学んでくれているようです。 そして、最近、O
君は正確に処理する能力を高く評価され「機
密事項」を取り扱う仕事を任されました。やっと
1 つのことを正確にコツコツと続ける仕事ができ
そうです。
O 君を支えるお母さん
O 君は、夕方７時半に帰宅し、就寝する９時
半までの２時間の間に「今日の仕事の振返り」
タイムを設けています。仕事で心配になったこと、
困ったこと、辛かったことをお母さん相手に吐き
出し、お母さんに励ましてもらってエネルギーを充
電します。お母さんもこの時間の大切さを十分
わかっていて、全力で付き合い、聞いてあげてい
るそうです。
小さい頃から手がかかる O 君が支援学校を
卒業する頃には随分と成長し、お母さんも「私
は私、息子は息子と割り切れるようになり、自分
の楽しみをもてるようになりました」と子離れ宣
言ができるまでになっていました。また、O 君も就
職の次は一人暮らしをして自立しようと考えて
いたようですが、今の仕事の状況を見ると自立
は急がなくてもいいかな、と O 君もお母さんも思
い始めたようです。 12 年間学校に通う我が子
を支えてきたベテランお母さんも、仕事をする我
が子を支えるのは初めての経験。「思っていた
ことと違うこともありドキドキの日々ですが、私が
どっしり構えていることが大事ですよね～」と仰
っていました。
（聞き手／スタッフ 三島 節子）

経験のことばかりで見通しも立ちにくいものです。
〜６〜

◉◉ 『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
前回（フトゥーロ通信 2019 年度２号）のＭ君の
話を覚えているでしょうか？手順よく買い物がで
きたＭ君でしたが袋詰めで失敗をして、な、なん
と卵を割ってしまいました。Ｍ君は“失敗は成功
のもと！”と切りかえて、お母さんに袋詰めのコツ
を習い、リベンジしました。お母さんから「袋詰めの
コツは割れにくいものと重い物を下に入れること
よ！」と教えてもらいました。さて、みんなならどうや
って入れますか？

~その３~

スタッフ 三島節子

正解は一つではないので、どうしてそうしたか
を考えることと、お手伝いをして実際に袋詰めを
してみることをお勧めします。フトゥーロに来る時
の鞄、ランドセルや通学鞄、キャンプのリュック、大人
になってからの旅行にも大いに役立つ実行機能
スキルです。

『実行機能力 ステップアップ ワークシート３
-12 （買い物も作戦が勝負！その２）を見て、
チャレンジしてみて下さい。

＜入れる物＞
２こ
●マーガリン １箱
●ひき肉 １パック
●ツナの缶詰 ３こ
●トマト ３こ
●食パン 1 きん
●バニラアイス

お
● 避難場所の確認のお願い

ね が い

フトゥーロＬＤ発達相談センター
かながわ（ＮＰＯ法人）
フトゥーロ から十日市場小学校までの地図です。

から 横浜市立十日市場小学校
フトゥーロ では、大きな地震が発生した場合の
お子さんの指導の間に１度歩いてみて下さい。
対応を以下の様に定めています。

① 建物にとどまることが危険と判断した場合、
徒歩 7 分の十日市場小学校校庭へ避難し
ます。 フトゥーロ の前の道路にいない場合は
十日市場小学校へのお迎えをお願いします。
② 一人で通っているお子さんについては、非常
事態の際の対応をご家族で必ずご確認下
さい。また、緊急連絡先と対応方法をカバンに
入れておく（必ず、入れていることをお子さん
に伝えて下さい）などの対応もお願いします。
例：
「迎えに行くまで××で絶対に待っている」
など

地図データ ©2019 Google

〜７〜

スタッフが見つけた！

★子どもたちのキラリ〜ン★
Ａ君は毎回グループ活動を楽しみに来てく
れる年長さんです。冬休みの出来事や、兄弟
と遊んだ話をスタッフに上手に話してくれま
す。ですが、友達の前で注目されることに対
する緊張が強く、運動への参加が難しいこと
がありました。
そこで当初は友達の活動を見学すること、代
わりにやってもらうようお願いすること、道
具を運ぶスタッフのお手伝いをすることな
ど、少しずつＡ君が参加できる場面を増やし
ていきました。
「やりたくない」と自分の気持
ちを指導者に伝えることができ、時間を計る
お手伝いをお願いした時には、友達の様子と
ストップウォッチを交互に見て上手にお手伝
い

いしてくれました。
しばらくたったある日、自ら「やる」と宣言し
て運動に参加した時のＡ君のキラリ〜ン☆とし
た表情からは自信が伺えました！
その後、園での運動会でも本番では先生に「や
りたい」と話し、友達の中で参加できたそうで
す。
現在では冬休みの出来事発表も、直前には少し
不安そうな言葉を口にしますが、みんなの前で
聞こえやすい声で発表するＡ君です。ペアでの
活動時間には、文房具の貸し借りを練習するな
ど、突然の出来事に緊張しつつも友達に対して
行動できることの練習にも取り組んでいます。
大きな一歩を踏み出したＡ君、小学校就学に向
けて成長を楽しみにしています。
（スタッフ

森 京子）

お知らせ
● コロナ対策の

各種プリント配布について
今年度開始以来、何度かに渡ってコロナ対策や対応についてのプリントを配布させていただ
いています。最新のプリントは 6 月に入って配布しているプリント（指導回数や振り替え指導
について、入金の精算方法 など）です。
ご入金について、不明な点や確認などございましたら、担当スタッフか事務担当の沼田（月・
水・木、お昼過ぎ頃まで）へお問い合わせ下さい。
また、今回の幼稚園や保育園・各種学校が休校期間の間のお子さんの様子についての無記名
アンケート、ご家庭での Web.の利用状況などをお伺いするアンケートも配布しています。こ
の自粛期間に、中学生の指導では一部 ZOOM(ズーム)を使用して指導に参加していただく取り
組みも実験的に行いましたが指導内容によっては不向きなことも多いため、Web.指導をご希
望いただいてもすぐに指導で使用することにはなりませんので、予めご了承下さい。

フトゥーロ通信
発行日
発行所

年度

号

2020 年 6 月 13 日
NPO フトゥーロ LD 発達相談センターかながわ

〒226-0025 横浜市緑区十日市場町 803-2 第一サンワードビル２F
Tel. 045-989-3501

Fax. 045-989-3502

ホームページ http://www.futuro.or.jp

