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第１キッズで受け入れている利用児童の特徴

○こだわりが強く、行動の切り替えが難しい
・スケジュールに添って活動することが難しい（６人）

・感情が極端に不安定になることがある（５人）

○会話、発語に困難がある
・言葉が全く出ない（３人）

・言葉が出にくい（６人）

○身辺介助が必要
・食べるための介助が必要（２人）

・食べるための半介助が必要（２人）

・トイレ全介助が必要（２人）

・トイレ誘導およびお尻を拭く介助が必要（８人）

○利用児童数
・小学生（１３人）

・中学生（１人）

・高校生（０人） ※（ ）の数字は平日利用児童１４人のうち



〈キャッチフレーズ〉
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昨年度の課題→今年度の結果

・ゆうあいで「できてきている」取り組みを、ご家庭でも行って
もらうにはどうしたらよいか → 保護者の方とお会いする機

会に、どういうことが出来ているか伝えることで、ご家庭で
行っているという声を多く聞くようになりました。

・プログラム（活動）の切り換えが難しい子にどのように時間
の変化を知らせていくか → タイマーやベルを活用すること

で、時間の始まりと終わりがわかり、以前より切り換えがス
ムーズに行えるようになって来ています。

・支援機器の活用をどのようにしていくか → 以前に比べ、
アイパットやデイジーを多く使用するようになりました。



・ペクスツールをどのように療育の中で組み込んでい
くか → 現在模索中です。個別療育の機会にて多
く活用し始めています。

・ご家庭と学校との情報共有をより密にしていくため
にはどのようにしたらよいか → 円滑に行えていま
す。

・どのように地域交流を増やしていったらよいか →

出来る時に公民館活動に参加したり、継続的に水
やりを行ったりしています。



〈今年度取り組んだ4+1の柱〉

1. 基本的な生活習慣を身につける

２．発語をうながし、会話を育てる

３．子ども同士で楽しい時間を過ごす

４．身体のバランス感覚を養う

５．できることを増やす



取り組み１．基本的な生活習慣を身につける
（１～１０）

１.食事を取る
２. 荷物を決まった場所に置く ロッカー固定化

３．丁寧な手洗いができる

４．ジャンバーの着脱

靴下、靴を自分で脱げ
る・はける

５．検温をする



６．片付けの習慣を徹底 ７．挨拶をする

８．スケジュールボードとチップで行動を
スムーズに（個人用のできたBOXをつけた）

個々に合わせてホワイトボードを使用



９．帰ってからの流れをルーティーン化しリズムをつくる

荷物を片付ける →手を洗う →ブレインジムをする

→タオルを干す →タオルをたたむ →検温をする →スケジュール確認



iPadは回数・
時間を決めて

※ルーティーン作業でリズムをつくる

来所後、学習を
する

手先を使った活動を行う
（紙を細かく切る）



取り組み２．発語をうながし会話を育てる
（１～５）

１．絵本の読み聞かせ ２．手話で歌を歌おう

３．遊びの中で言葉を知る

フラッシュカード図書室にて ひらがな並べ



４．PECSツールを使った要求や意思表示

５．終わりの会での視覚支援

ゾーンごとに
チップを分けて

チップを使って『どんな活動が
どうだったか』の感想を伝えて
います



取り組み３．子ども同士で楽しい時間を
過ごすことができる

◎集団活動を通してみんなで楽しさを共有する

トントン相撲 ピンポン玉入れ魚釣り

※「あそぼ」 「いっしょにさせて」 「いいよ」と
子ども同士で誘い合い遊ぶ場面も増えている



・ルールのある遊びを楽しむ機会を設ける

※スタッフを介してルールのある遊びを行う機会
を増やし楽しさを共有

サイコロゲーム
（サイコロの目によって行う活動を決めています）



・伝承遊びを通して昔の遊びを体験する
◯紙飛行機を作って遊ぶ

◯新聞紙で輪なげを作って遊ぶ

※昔の遊びを知り、作って遊ぶことで楽しい場を共有



• 遊ぶものを自分たちで作って楽しむ

※保護者さんにも牛乳パック集め
にご協力いただきました。

◯牛乳パックの台作り

ガムテープで止める

牛乳パックをつぶす

牛乳パックに詰める

※遊びや運動の中で使い、活動の幅を広げています。



取り組み４.身体のバランス感覚を養う

集団活動のメニューの中で

『運動』を多く取り入れました

★目的として★

・体幹を鍛える

・いろいろな踊りが踊れるようになる

・体力アップ



体幹を鍛えよう
（様々な柔軟体操や体幹ポーズを行う）

体幹を鍛えることにより、運動能力を高め、バランス感覚や
バランス能力を養い、怪我をしない身体作りをしていく。



ブレインジム
・来所後にブレインジムを行う（行う場所を決めて）

・外部講師の方を定期的にお呼びしてブレインジムを教えてもらう

※講師の方に体幹を鍛えるエクササイズを教わったり、一人ひとりに
合ったマッサージ方法などを教わったりし実践しています。



いろいろな踊りが踊れるようになろう

ちょっとだけ体操♪ おばけ忍者♫エビカニクス♬

※同じ踊りを繰り返し楽しんでいます。

・表現力やコミュニケーション力を養う。
・身体のいろいろな部分を動かせるようにしていく。



・体力をつけよう
（マット運動・散歩で疲れにくい身体作りを行う）

・マット運動を通して体力をつけ、疲れにくい身体作りをしていく。
・ゆうあい周辺へ散歩に出掛け、一定の距離を歩けるようにしていく。



運動を通して気づいたこと・今後に向けて

 マット運動を多く行うことで（一人ひとりの動作は違うが）
マットの上で全員が何かできるようになってきた。

 他の子がしているところをじっくり見るようになり、
子ども同士で 「がんばれ～！」「もうちょっと！」 などと応
援したり、「わぁすごいね！」 などと褒めたりする姿が増え
た。

 相手の名前を呼んでからボールのパスなどをすることで、
コミュニケーションの幅も広がってきた。



取り組み５．できることを増やす

○お手伝いデー

・フロアーのお掃除（雑巾を絞る・棚や窓、床を拭くなど）

・お花の水やりをする

みしまや北堀店
回りも水やりをし
ています



○おやつ当番

・机を拭く

・おやつの盛り付け

つくえをふく
とうばん

おねがいね

おちゃいれ
とうばん

おねがいね

おやつ
よういとうばん

おねがいね

※毎日当番チップを
貼り、順番に行って
います。また、食べ
始める前に、当番の
人に「ありがとう」を
みんなで伝えていま
す。

お茶を入れる



食育・・・同じメニューを繰り返し作っていくことで手順を覚え自主的にできるようになる
手順書を使い役割を決めてみんなで楽しく作る
（カレー・うどん・焼きそば作りなど）

混ぜる
炒める

包丁を使って切る 手を使ってさく（しめじなど）



手先を使った活動・・・手先を使ったり、工夫したりしながら様々なものを作る
出来ることを増やし、達成感を味わえるようにする
（貼り絵・壁面装飾作り・ビーズ通し・箸でつまむなど）

・展示会作品の貼り絵作り ・ボールペンの組み立て ・お掃除棒作り

・物をつかんで入れる
・ゲーム感覚で箸の使い
方を覚える

・ビーズ通しを
する

・集団活動の中で
飾りを作る



子どもたちの変化

遊びの中で子ども同士 「いれて」 と自分から声をかけ、
「いいよ」 と気持ちよく受け入れ遊びを楽しむ姿が多くなっ
てきた。

 いろいろな活動を繰り返し経験することで、一つ一つの活
動の内容がわかるようになり、楽しみをもって参加できるよ
うになった。

 スケジュールチップを見て、活動を楽しみにする姿が見ら
れた。

 チップを見て、進んでお手伝いすることが多くなってきた。
また、当番のない子も自分から手伝う姿が見られるように
なった。



保護者へのフィードバック

・毎日の連絡帳の活用

・お迎え時にその日に出来たことを口頭で伝え、共有する

・毎月の療育通信の配布

・活動の様子の写真を毎月模造紙に貼り玄関スペースに掲示し見てもらう

・お誕生月に１人ひとりにフォトブックを作成しお渡ししています

・お子さんについての意見交換ツール（用紙）の活用

活動写真を模造紙にまとめる
1年間の写真をまとめる

保護者の方との意見交換ツール



保護者の声（アンケートより）

★毎回ゆうあいさんへ行くことを楽しみにしています。切り換えも尐し
ずつできるようになっています。
色々と工夫していただき、ありがとうございます。（Ｈさん）

★所外やイベントにも定期的に行ってくださり、家ではお出掛けが難
しいので、とてもありがたく思っています。 （Ｍさん）

★連絡帳で毎回の活動をとてもわかりやすく書いてもらい、細かく見
てもらえていることがわかり安心しています。 （Ｎさん）

★毎日の予定も考えられていて、色々な活動をさせてもらって喜んで
います。 （Ｓさん）

★本人が楽しく見通しをもって向かえるようになり、いろいろ工夫をし
ていただいており、感謝しています。 （Ｏさん）

★指先を目で追う訓練など取り入れてもらっていて、ありがたいです。
（Ｏさん）



保護者の声（連絡帳より）
★ 誕生日プレゼントの「写真の本」、父さんもとても喜びました。じ
いちゃん、ばあちゃんたちにも見てもらい、本人も嬉しそうでした。
ありがとうございます。（Ｋさん）

★ 家でも洗濯物があると干すことを手伝ってくれたり、たたむこと
を手伝ってくれるようになりました。（Ｙさん）

★ 「今日はゆうあい？」と何回も言っていました。（Ｓさん）

★ 昨日はたくさん当番があったんですね。前日の夜「大忙しな日
だ。どーしよー。」と言っていました（笑）（Ｈさん）

★ 今朝は尐しぐずぐずしていましたが、ゆうあいさんに行くね、と
話したら気持ちが切り替わり、スムーズに準備できました。
（Ｏさん）

★ 手話、いいですねぇ～♪ 「おしまい」くらいしかわからないので
たくさん覚えられたら楽しそう。（Ｏさん）



今後の課題

・子ども同士の関わりを今よりも多く持つにはどうしていっ
たらよいか

・プログラム（活動）の切り換え時、子どもたち自身で行え
るようにするためにはどうしていくか

・ペクスツールをどのように療育の中で組み込んでいくか

・ご家庭と学校、関係機関との情報共有をより密にしていく
ためにはどのようにしたらよいか

・昨年度よりも地域交流を増やして

いくためにはどのようにしていった

らよいか



ご清聴ありがとうございました


