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第１キッズ 取り組み報告 



利用児童の状況 

•内訳（小学校低学年４名、中学年４名、高学年４名、中学生１名） 

☆平日は小学生を中心に１２名 

•活動の切り換えが難しい（７人） 

•感情が極端に不安定になることがある（３人） 

①こだわりが強く、行動の切り替えが難しい 

•言葉が全く出ない（２人） 

• コミュニケーションにおいて相互理解が難しい（７人） 

②会話や発語に困難がある 

•食べるための介助が必要（１人） 

•食べるための半介助が必要（０人） 

• トイレ全介助が必要（１人） 

• トイレ誘導およびお尻を拭く介助が必要（６人） 

③身辺介助が必要 



スタッフの状況 

•内訳（他事業所へ異動１名、産休１名、学業に専念１名） 

昨年度の主なスタッフ１０名の内４名のスタッフが異動 

•内訳（管理者２名、職員６名、学生１名） 

• ９名中、 
新任の児発管を含め新しいスタッフが４名、継続スタッフが５名 

今年度の主なスタッフは職員と学生で計９名 

「約半数が新スタッフ」という状況で取り組んだ１年 



身体のバランス感覚を養う 身体 ② 

チップ等視覚支援を使って伝えたいことを伝え合える コミュニ
ケーション ③ 

自分の好きな活動を見つける 
余暇
活動 

④ 

自分の身の回りのことができるようになる 
生活
活動 

⑤ 

安心して、楽しく、参加したくなる内容にする（大切） 
集団
活動 

⑥ 

子どもたちが困らないような環境を作る 
物理的 
環境 

⑦ 

スタッフが子どもの個性に合った対応ができる 
人材的
環境 

⑧ 

土
台
系 

活
動
系 

環
境
系 

ゆうあいで「安心して」「楽しく」過ごすことができる（大切） 心 ① 

〈視点〉 〈取り組み目標〉 

第１キッズ ８つの〈視点〉と〈取り組み目標〉の紹介 



心を一番大切にする 
第１キッズのキャッチフレーズは 
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ゆこう！第１キッズ 



学校で頑張っている子どもたちが 

▼ 
「安心して」 
過ごすために 

（姿勢①） 

子どもの心の状態に寄り添って 
個々に対応する 

▼ 
「楽しく」 

過ごすために 

（姿勢②） 

まずは自分の好きなことをやろう！ 
やりたいと思ったことをやってみよう！ 

１．【心】「安心して」「楽しく」過ごすための取り組み をご紹介 

今年度は、この２つの姿勢を最優先に取り組みました 



玄関で横になって動
かない 

「うっさい」など 
スタッフに当たる 

集団活動に 
参加したがらない 

大きい声が出る 話しかけても「別に」 
とテンション低め 

激しく泣きながら 
個室にこもる 

〈 １．【心】「安心して」「楽しく」過ごすための取り組み〉 

（姿勢①）子どもの心の状態に寄り添って個々に対応する場面とは、 



玄関で横になって動
かない 

「うっさい」など 
スタッフに当たる 

集団活動に 
参加したがらない 

大きい声が出る 話しかけても「別に」 
とテンション低め 

激しく泣きながら 
個室にこもる 

〈 １．【心】「安心して」「楽しく」過ごすための取り組み〉 

（姿勢①）子どもの心の状態に寄り添って個々に対応する場面とは、 

疲れてる子 
↓ 

学校でいっぱい 
頑張ったのかも 

意欲がわかない子 
↓ 

心が沈んでる？ 
興味がない？ 

困っているかも 
しれない子 

↓ 
その子の予定と 
違うのかも 

モヤモヤしてる子 
↓ 

何か嫌なことが 
あったのかも 

本心が言えない子 
↓ 

言い分を聞いても
らえなかったのかも 

パニックの子 
↓ 

その子特有の 

強い刺激があった
のかも 

そんなときでも、 子どもの心に寄り添い個々に対応します。 



【中庭でお絵描き】 
「やってみよう」というスタッフ
の遊び心から生まれました 

【隣の公園でブランコ】 
「集団活動やらずに遊びたい」 
そんな時は予定にこだわらず対応 

【シャボン玉】 
中庭を使えば 

少ないスタッフでも安全です 

【３Ｄパズル】 
本人に興味を聞いて、 
試しに買ったら大ヒット♪ 

【牛乳パック階段】 
事前にセッティングします 

【対戦型のおもちゃ】 
子どもの興味を考えて 

購入しました 

〈 １．【心】「安心して」「楽しく」過ごすための取り組み〉 

子どもたちが「やりたいと思ったこと」をやれる工夫で、いろんな「楽しい」が見つかりました！ 
（姿勢②） 



【玉転がしレース】 
あと○回で終わるよ、 

とカウント 

【隣の公園でブランコ】 
長い針が８になったら帰るよ 

と事前に約束 

【シャボン玉】 
タイマーのピピピで 

終わりの合図。他にも、 

【ドミノ】 

 

【マグネット魚釣り】 
 

【大好きなカップ麺】 

にお湯を入れたり。 ひとりひとりの「楽しい」が見つかりつつあります 

〈 １．【心】「安心して」「楽しく」過ごすための取り組み〉 

熱中している活動の終わり方も工夫しています。 



〈１．「ゆうあいで楽しく過ごすことができる」取り組み〉 

次の活動（集団活動・帰り支
度など）に向かいやすく 

なりました 

気持ちや悩みを少しづつ 
話してくれることもありました 

「自分もやってみたい！」 
「教えて」「いいよ」という場面
が生まれていました。 

①満足感が得られて ②信頼関係が生まれて ③意欲が育ち 

楽しんで、納得することで、 

小学１年Ｍさんの保護者様からの連絡帳に 「毎日、本当に楽しいようです。 
『〇〇ちゃんと遊んだ』『ゆうあいで遊んだ』と帰ってきて教えてくれました。」 

と書かれていました。このようなフィードバックを糧に、 
今後も継続して、「楽しい」気持ちを土台に取り組みます。 

子どもたちの変化 



⑥【集団活動】 安心して、楽しく、参加したくなる活動にする取り組み 

①内容・担当・頻度を固定化 ②活動の内容はスタッフみんなで話し合う 

子供もスタッフも 

自分がやりたい活動ジャンルを選び、 
（例）やったことないけど 
「ゲーム」を担当してみたい 

2週間に1回の頻度で実施 



例えば、ゲームの「活動のねらい」をみんなで話し、 

シンプルに 

４つのねらいが選ばれました 



「ねらいに適した活動内容」をみんなで話し、 

ホームランゲームが選ばれました。 



ルールは簡単。かっ飛ばした後、 
ベース１→２→３を踏んでまわります。 

このバッティングマシーンは 
担当者の手づくり！ 



活動の後日、みんなでふりかえり会をします。 

• 一周回るの意外と楽しそうだった。 
次回もやろう。 

1. 良かった
こと 

• 全体の盛り上がりが少ないような
気がした。 

2. 気になっ
たこと 

• じゃあ「かっとばせー○○さん！」っ
てスタッフで言ってみよう♪ 3. 改善案 



参加した
くなる 

繰り返し
てできる 

上達
する 

②活動の内容はスタッフみんなで話し合う 

安心できる 楽しくなる 

だから 子どももスタッフも上達
していく姿が見られた1
年でした。例えば、 

①内容・担当・頻度を固定化 

• スタッフの負担感が減る 

• 準備や進行に慣れるので、 
改善に時間を使える 

• みんなで決めるので安心 

• 担当以外のスタッフでも 
共通の意識で動ける 

• みんなの視点を取り入れながら 
改善できる 

• スタッフと活動内容が結びつく 

• やり慣れた活動が定期的に 
登場する 

• 内容が洗練されているので 
活動がわかりやすい 

• 内容が改善され進化していく 

ス
タ
ッ
フ
に 

と
っ
て 

子
ど
も
に 

と
っ
て 

スタッフや子どもたちの変化 



上手な子が干してるのを 
他の子にも見てほしいがぁ 

半円に座ってみるかぁ 

他の子がやるのを見やすくなりました 

ふりかえり会にて、スタッフが 

タオルだけじゃなくて靴下も干すと
洗濯ばさみを「つまむ」ができるぞ 

担当スタッフのひらめき 

そうだ、柄の違う靴下を混ぜて 
マッチングしてみよう 

裏返しの靴下を準備して 
ひっくり返してみよう 

改善と繰り返しによって、できる子はお手本に、できない子は真似してできるように。他にも、 

つまむ 

ひっくり返す 
マッチング 



【映像を見ながら踊ろう♪】 
子どもからのリクエストを取り入れて、参加しにくい子が参加できた 

ねぇみちょって！ 



【創作活動：季節の壁面飾りを作ろう】 
放デイ1年目のスタッフが 

難波氏や前任者に相談しながら工夫を凝らして取り組んでいた 

ぼくのくちも 
オニ♪ 



【ソーシャルスキルトレーニング：「並ぶ」を知ろう】 
今年度、導入した「リタリコ（発達障害に特化した教材サイト）」を活かし、 

スタッフ間で事前シュミレーションを重ね、週１回の短いサイクルで活動しました。 

褒めるタイミングは？ 

ならぶよー♪ 

「並ぶ」ってなーに？ 



【食育：自分でつくって食べよう】 
パンを焼いて食べよう。を繰り返した結果「パンは飽きました」と言われました（笑） 

えぇ～ 

また、パンで
すか？ 

子どもたちが、できるようになった、 
笑顔で参加していた。 

保護者さんが驚いていた。 

スタッフ自らの工夫と働きかけで 
得られたこれらの成果は、 

 
スタッフの喜びとなっています。 



毎日の連絡帳で 
お伝え 

お迎え時に 
口頭でお伝え 

緊急時は、 
電話やメールでお伝え 

年に１回、保護者参観
日を設けています 

活動の写真を毎月玄関
スペースに掲示します 

お誕生月に１人ひとりに
フォトブックを作成します 

保護者へのフィードバック 



★いつも楽しみに通わせていただいています。対応等も丁寧で 
安心しています。ありがとうございます。（アンケートより） 

★一つ一つの事にも親切に聞いてくださいり、とても感謝していま
す。スタッフの人の温かい声かけに親子共々ホッとしています。 
（アンケートより） 

★夏休みもいろんな予定があって楽しそうですね。楽しく過ごして
いろんな経験ができるといいなと思います。（Iさん） 

★自分の願望が伝えられたりタイマーのルールが守れたり 
少しずつ成長していてえらいとノートをみて感じました。（Sさん） 

保護者様の声 



•子どもたちの情報収集と現状把握（アセス
メント）をやり直し、スタッフ間で共有する。 

•集団活動の時の子どもの様子を記録に残
して次に活かす。 

子どもへの
理解 

•フロア内の配置、チップ使用時の声掛け
等スタッフの動きの向上 

•集団活動のふりかえりを定期的に行う。 

スタッフの 
向上 

•スケジューリング等のチップの使い方を理
解し、個々に合うやり方を見つける 

やり方 
の見直し 

来年度の課題 
                 



第１キッズ 取り組み報告 

安心と楽しさを土台に、個々の成長をコツコツと積み重ねていきたいです。 


