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１年間、ご自宅での検温やマスク着用、手洗い・消毒、待合室や廊下の滞在は短時間で など、
フトゥーロの感染症対策へ多大なご協力をいただきありがとうございました。まだ先の見通し
も立たない状況が続きそうです。４月以降も引き続きご協力をお願い致します。
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自分の怒りのツボ、相手の怒りのツボ わかってますか？
フトゥーロ

所長

安住 ゆう子
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場面：自分が友達のことを手伝ったのに、相手は何の
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● 実践報告 3４ ●

ことばのコミュニケーションを育む活動
スタッフ

藤村 愛

·€w$¸¹ºf»¼½;¾¬‘¿2ŽO4¿À

#$%&'()*+,-./012345672

¾–Á865®2ÂÃ‘…R†A;Ä›-ÅÆÇdc

89&:;<;=-)#>?@A$8BCDEF*=

¤e!865®2ÂÃ‘…R†A5w$PWÈ‘Á;rh

;GHI-)#>?@AJJ5KLMNO#PQ4

'uv2¤eÉÊ-¦x¤65xWÉsËÌ$Í•

R$ST(UV*WX-YO#W@ZQ*$[R'@

-o3y*Ì;ÎÏ$ÐÑxÒÓ'k;‹zÔ'

\]-^_`Q*5@O4ab(23cd4e!

ÂÕÖ×Ø‘Ù“”;ÚÛ-in@5d#@c¤eTÜ

8Ff$gh@h65ifjA'k;l(Fm6mVn

w$Ý;5šR2¤e!Þcß$P•à;š›?& á â

o6Q*5$pq5d4rh's\-)t#@cd4e!

($•V,Cã_ä(E@#@*—–å•-)#$g

uv:wxRyR(uzC'*rh$>s;rh'!

;+,xä-WX2PQc¤e!ægd#$…R†à

8dE{&|4dV}A-~•dcd4e!

;š›?&•w$P•çè-o@#$Té;—–å•

しつもん・たしかめ

C…R†-d#@3c¤e!êëìC$…R†;í,(

①もう 1 ど 言って ください

Gîd#@*V$ÂÃ‘(ïðñò234;V!? «

(言ってくれる？)

ó«ód'(nˆQ‰Ut-dc¤e!

②ゆっくり 言って ください

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

③ 〜で いいですか？
（いいの？）

④ 〜のところを
教えてください
（教えてくれる？）
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サポートツールのご紹介 ⑩

学校での
出し忘れ、持ち帰りを減らそう
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● 2021 年４月以降の教材・光熱費 変更について
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● 卒業生にインタビュー＜２１＞ ●

保護者の方と卒業生にうかがいます ~ご本人編~,
インタビュー 三島 節子
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◉◉ 『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
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スタッフ 三島節子
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〜 ゲームの説明します！②〜
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遊び⽅は you tube にも沢⼭アップされ
ています。例えば、お笑い芸⼈「よゐこ」
が初めてやってみるマイクラ動画です。
どういう⽅法で
始めるのかどう
やって続けるの
か、わかります。

〜７〜

スタッフが見つけた！

★子どもたちのキラリ〜ン★
Ａくんは、４月からフトゥーロのグループに
参加し、グループの活動を毎回楽しみに通っ
てくれます。初めてのことは不安に思ってし
まうので、指導では見通しを立てられるよう、
どのようなことをするのか流れを説明し、流
れがわからなくなっても、ホワイトボードを
見れば何をするかわかるようにしてありま
す。読むことに対し、苦手意識もあります。
初めのうちは誰でもそうですが、お友達がい
ないこと、不安なことも沢山あり、前に出て
発表するのも声が小さくて聞こえにくかった
り、話すスピードが早過ぎてみんなには伝わ
らなかったりしました。
少しずつフトゥーロは、どのようなことをす

る所かわかり、お友達もできて、Ａくんが自分ら
しさを発揮できるようになっています。
ある日の個別学習の時間のことです。読むこと
に対して苦手意識があるので、私がどこを読ん
でいるのかわかるように、指をさしながら問題
の文章を読んでいると、Ａくんが一緒に読んで
くれています。そして「これは、何かわかる？」
と聞くと、
「うん！」と元気よく答え、答えを書
いてくれました。その日の目標は「プリントをが
んばる」でしたが、私が問題を読む時はＡくんも
一緒に読んでくれ、たくさんプリント問題に取
り組めました。
Ａくんがんばってるよね。キラリンと輝いてい
るよ！
（スタッフ

山本 陽子）
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● 入金の確認を行っています

● 来年度の指導について
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