
第２キッズ



卒業後、充実した人生を送るために
みんなの楽しみを見つけます。

〈目標〉
生活力の向上と余暇の充実

キャッチフレーズ



◆◆活動内容◆◆

☆余暇支援

☆生活支援

☆就労支援



☆余暇支援



①地域で楽しめる余暇の提供



カラオケ

ボウリング

☆天候に左右されずに遊べる
余暇の提供をしました。

☆友達との楽しい時間の共有
ができました。



外食体験
（フードコート・ファミリーレストラン）

☆自分が食べたい物を
予算内で選びます。

☆注文から片付けまで
出来るように練習し
ました。



体育館

沢山体を動かして遊び
ました！



散歩・散策

近くの公園でカブトムシやクワガタを
見つけました。



夏休みにはブルーベリー農園に行って
沢山食べました！



出雲科学館へも行きました。



その他…振替休日を使って

図書館や遠方への外出も楽しみました。





成果

☆この地域でどんな余暇活動ができるのか
体験してもらうことができました。

☆出かけたい場所とタイムスケジュールなど
子供たちとスタッフで話し合うことで
学校休業日などに充実した時間を過ごす
ことができました。



②公共交通機関の利用

マナーの習得を目指す



バス体験
長期休みにバスを利用して出かけました。（乗り換えあり）

☆北堀（市営バス）→県民会館

乗り換え

☆県民会館（日の丸バス）→イオン



成果

☆料金表を見て支払う練習をしました。

☆役割分担を決め、こども主体で動いても
らいました。

☆順番を待つ、静かにするなどマナーを

守る体験ができました。



③興味のある余暇の上達

必要な知識の習得を目指す



ＩＴ機器の活用

タブレット

動画・お絵かき・学習遊び

などを通して、検索の仕方や

タップ、フリック、スクロール

の操作練習

Ｓｉｒｉ の活用

音声検索（盲の子、文字が苦手な子）



パソコン
☆調べたいことなど、目的を持って使いました。

☆時間を決めて取り組みました。

多くの子がローマ字表を見ながら文字を打てるようになりました！



創作

編み物・織り物・ビーズ

刺し子・染ものなど

30分以上も丁寧に作業ができ

ています。集中力・持続力に

驚きです。



貼り絵・おりがみ

→おりがみアプリの動画を見ながら

自分で折ることができるようになりました。

1年前は紙の端と端を
あわせることも難しい
状態でした。



お絵かき・デザイン

描いた絵をアイロンプリント
してＴシャツを創りました！



パズル

1000～2000ピースに挑戦し
ている子もいます。
300ピースは、何度も繰り返
し取り組み、どんどん短時
間で仕上げることができて
います。



根気強く毎日取り組み、最後まであきらめませんでした。



ラキュー

完成図を見ながら作る
ことができます。



アイロンビーズ



チームで創作をしました。

夏の作品です！！



竹を使って水鉄砲や家を
作りました。

工作・野外遊び



ダンボールでロボット

ログハウス



成果

☆やってみたい！という思いを引き出すこと
ができました。

☆色々なものに触れ、作る楽しさを体験して
もらえました。

☆得意なこと、好きなことを見つけることが
できた子が沢山います。

☆じっくり取り組む時間を持つことがでました。



食育

庭の畑で野菜を作りました。



畑の野菜を使って

料理を作りました。



レシピを調べて、企画から取り組む

おかしづくりにも挑戦しています。



手順書やレシピ作りもしました。

この一年で料理に
とても興味が
湧いたようです！



☆ピザトーストは、具材をのせて自分で焼きました。

スープやみそ汁も

一人でできるようになりました。



焼きそばは、スタッフの指導なしですべての

工程をこなせるようになりました（高校生2人）



成果

☆野菜を育てたり、パソコンや図書館で料理を調べる
などして食べてみたい！という興味を引き出すことが
できました。

☆自分の力で簡単に軽食が準備できると知ってもらうこ
とができました。

☆みんなで協力してお料理することも体験できました。



室内遊び

ＵＮＯ・トランプ・野球盤

→ババ抜きでは、ポーカーフェイスが

できるようになりました！

☆自分から誘う練習

☆ルールを学ぶ

☆カード準備



成果

☆自分からお友達を誘うことと、小集団での遊びが定
着しました。

☆ルールを学ぶことができました。

☆カードを切って配るなど、子どもたちだけでゲーム

の準備ができるようになりました。



☆タイマーを利用し、順番など
もこども達に任せています。

卓球



週3回ボランティ
アの方に来て頂い
ています。

外部からのお客様への
対応も学んでいます。



子ども達の腕もめきめき上達

2018年6月には、
障がい者スポーツ大会に
出場予定です！！



成果

☆卓球を通して感情表現が豊かになった子が多くいます。

（うれいし・楽しい・くやしいなど）

☆思いやりのあるプレーや言葉かけが増えました。

☆順番を守り、待てるようになりました。

☆継続して行うことで、向上心が芽生えました。

☆自主的に取り組もうとする子が増えました。

☆みんな楽しそうに卓球をしています。



他…

プラモデル・オセロ・写真・縄跳びなど

いろいろ活動ができました。



④コミュニケーションを学ぶ



☆挨拶

☆返事

☆言葉づかい

☆協調性

☆感情のコントロールなど
を身につけたい



・タブレットの活用

・ホワイトボードでの筆談

・質問ゲーム

・場面に応じて、言動や行動について振り返る

・説明などを丁寧にする(個別スペースにて）



質問ゲーム

☆輪になり隣の人に質問をしていく遊び



成果

☆IT機器を活用することで、言いたいことをスムーズに
伝えられる場面が増えました。使うことに慣れてきま
した。

☆質問ゲームでは、参加しているお友達の事を知ること
ができました。状況に合う質問を考えてみる機会を持
つことができました。

☆必要に応じて個別に対応する事で、そのつど学んでも
らうことが出来ました。



⑤金銭感覚を学ぶ



買い物体験

☆おやつの買い出し

☆頼まれたものを買う

☆自分の弁当を選ぶ(セルフレジ）



おやつの模擬レジ

☆50円・30円・20円（100円）

のお菓子を1つずつ、選んで支払います。

☆慣れてきたら1円・5円・100円・

５００円玉も使い、設定とは違う金額

を支払う練習もしています。



成果

☆自分が食べたい物を予算内で決める練習
ができました。

☆セルフレジを、ヘルプなしでしっかり使
える子が増えました。

☆小銭を使って細かい支払いができるよう
になりました。

今後

☆お小遣い帳の管理や、大きな金額の扱い
にも慣れるなど取り組んでいきます。



☆生活支援



①スケジュール管理



☆それぞれの状態に合ったスケジュールを使っています。

☆活動の前にスケジュールを立てます。

Ⓐスタッフと相談しながら立てる

Ⓑすべて自分で立てる などパターンは様々です。



☆ブレインジムや宿題・活動

などそれぞれの予定に沿って

進めていきます。



カードタイプ
終わった活動に
○のカードを付けていきます。

○×カードで意思を確認して
予定を立てます。（聴覚障害）



手帳タイプ



ホワイトボード

書き直しやスタッフの

書き込みが簡単にできる

ホワイトボードを

活用する子もいます。



活動後のふりかえり

☆それぞれに合った形式で

振り返りをします。



成果

☆スケジュールを定着させることで、時間の感覚をつか
むこと、自分がしたい事や、すべき事などをリスト
アップすることができ、有意義な時間が過ごせました。

☆自分で予定を立てることができる子が増えてきました。

☆毎回、本人とスタッフで活動を振り返ることができま
した。



②生活力の向上



お手伝いメニューをしています。

一日に3つしてくれる子もいます！



おふろ掃除

掃除機



トイレ掃除

→繰り返し取り組むことで、手順書を見なくてもできるようになりました。



床・階段拭き掃除

窓拭き

すみずみまで丁寧に

拭いてくれます！



洗い物

☆手順書を作り確実に洗えるよう工夫しました。



洗濯
←洗濯機の操作や洗剤を計って入れ

る、洗濯干し、洗濯たたみなど
しっかり練習しています。



成果

☆積み重ねて練習することで、生活する為に
必要な力が確実に身についています。

☆自分から動いてくれる子が増えました。



③援助の要請ができる



困り感の解消

☆ＳＳＴ

☆タブレット活用
（ゆび伝話５０・ドロップトーク）

☆言葉を引き出す工夫

・言葉が出るまで待つ・何ですか？と質問するように対応し

ています。

・スタッフが察して言葉を先に言わないようにするなどしてい

ます。

☆相手に伝わりやすくする工夫
・自分の伝えたい事が伝わりにくい場合は、いつ？どこで？何

が？どうしたの？と話しやすいようにサポートしていきます。



ＳＳＴ

☆ＳＳＴが必要な数人のこ
どもが、定期的に取り組
んでいます。

☆スタッフと対話しながら
取り組みます。

必要に応じて、個別もしくは

２～３人で進めていきます。

（ソーシャルスキルトレーニング）



ドロップトーク ☆指文字表などで活用しています。



タブレット活用（ゆび伝話５０）

文字を打って文章を作った後、ボタンを押すと

読み上げてくれるので、発語・発話が困難な場合

に役立ちました。

でんわ



成果

☆SSTではスタッフとこどもで、様々な状況を想像し
てみることができました。

☆発語・発話が困難な子も、困った時にスタッフに伝
えることが尐しずつできるようになってきています。

☆会話方法を工夫することで、言葉を引き出すことに
成功しています。



☆就労支援



①働くことを学ぶ



☆お仕事依頼

☆報連相

☆我慢・集中・継続・正確性

☆接客（ボランティアさんとの関わり）

☆言葉遣い

☆最後まで責任をもってこなす

☆意欲を引き出す（貯金箱）



☆複数ある依頼書の中から
選んで仕事をしています！
☆支払い条件を満たすよ
うに、仕事ができたらお小
遣いがもらえます。

お仕事依頼書



おやつ20円分をセットにする仕事

スケジュール用紙の穴あけ



木工製作などの

お仕事もあります。



園芸・飼育のお仕事



リサイクルステーションへ缶などを運ぶお仕事

←夏祭り準備のお仕事

工作材料の調達



地域のゴミ拾い

雑巾縫い



成果

☆休憩やお楽しみを上手に取り入れてることで、
スムーズにお手伝いの定着につなげることができました。

☆家庭への般化に成功している子が多くご家族にも
喜ばれています。

☆働くことでお金がもらえるということを知って
もらうことができました。（お仕事依頼）



②仕事を知る機会



☆職場見学

☆体験(ゆうあいパソコン事業）



ゆうあいパソコン事業の見学



楽しくて夢中になる子が多かったです！

パソコン解体体験



成果

☆訪問した際の挨拶や返事、教えて頂く時の態度など
仕事の雰囲気を感じてもらうことができました。

☆作業体験が楽しかったという印象を持った子が多く
とても良かったです。



～効果の検証方法～



①子どもにも説明をし、同意を得ています。

②支援計画のお話をする時を中心に、
保護者様からの聞き取りや確認をしています。

活動内容や、目標の設定、振り返りについて…



☆日々の活動記録

活動の様子を記録して多
種多様な体験メューなっ
ているか確認ができるよ
うにしています。



☆定着プログラム確認表

定期的な見直しをする。
日々新たな情報を記入し
更新しています。



☆目標

一年で達成できそうな
目標を設定しています。

☆実施記録をつけて同じ
内容を繰り返し、時間効
率や技量の上達を見る。
準備から片付けまでの理
解度や工夫・動きの良し
あしなどを記録・確認し
ています。



～保護者様及び地域への
フィードバック～



☆連絡帳や電話、お迎えの時に家での
様子をお聞きしたり、般化への提案
を行っています。

☆保護者様からもしっかり褒めて
もらっています。

☆活動しているシーンを動画に撮りお見せしています。

☆お迎え時などに、卓球をこどもと一緒にしてもらう、
製作途中のものを見てもらうなど工夫しています。



お迎え時、保護者様に見て頂いているところです。



その他

必要に応じてケース会議を開くなど、保護
者様や学校などの関係機関との情報共有、
連携をとることに力を入れました。



まとめ



保護者様からの感想

・スタッフの皆さんの励ましやアドバイスのおかげで本人も勇気を持つ
こと、今の居場所を見つけることが出来ました。

・パソコン解体作業がとても楽しかった様です。
・イベントや長期休みのお出かけ、どれも良い企画でした。
・掃除や料理をさせてもらえるのがとても良いです。
・お風呂掃除は家でもよくしてくれていて、とても助かっています。
・尐しずつ色々なことに自信を持って取り組めるようになってきています。
・本人のしたい事を話し合って決めて頂いていることがとてもありがたい

です。
・活動を通して会話や笑顔が増えたのがとても嬉しいです。
・丁寧に分かりやすく指導していただき助かっています。帰ってからも

とても落ち着いています。
・何がしたいのかを教えてくれるようになりました。
・野菜の栽培などで苦手な食べ物が食べられるようになりました。

など感想の声をいただいています。



・社会性、対人スキル、コミュニケーション力を身につける
・将来に向けての就労体験
・パソコン作業
・子供たちと協力して行う活動
・買い物・バスの乗り方（希望多数）
・調理・掃除
・一人で外に行く場合の行動範囲が広がるといい
・体を動かす
・気分の切り替え

などをして欲しいという要望を頂いています。
今後もご意見を沢山取り入れて活動を進めていきます。

保護者様からの要望



スタッフからの感想

・子供たちの笑顔が増えたこと、ゆうあいに来ることを楽し
みにしてくれていることが嬉しいです。

・意思を持って行動する子が増え、積極性・向上心を引き出
すことができたと実感しています。

・誮もが落ち着いて過ごすことができています。

・息抜きの場所を提供できていると思います。

・メリハリのある活動、将来役に立つ様々な余暇体験をして
もらうことができました。



☆これからも
笑顔があふれる活動を

していきます☆





ご清聴ありがとうございました。


