
2021年度 第一キッズ 取り組み報告 

2022.2.10 



  Yu     ゆたかな 
Ko         こころで            

         U       うえをめざして 
 
 

Yukou!!第1キッズ 
 
 



一人一人の子どもたちを尊重し，
過ごしやすい環境の提供 
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土台 
子どもたちが安心して過ごせるよう 
子どもたちの理解を深め，共有しながら 

施設の環境整備、スッタフの連携強化に
取り組む 

子どもの心に寄り添って個別に対応し，身
の回りのことなどできることを増やす。 

子どもたちに応じた個別活動，参加したく
なるような集団活動、コミュニケーションス
キルの向上，チップの定着など，療育の質
の向上を目指す。 



①子どもへの理解 
 子どもたちのアセスメントをもう一度見直し，スタッフで共有する 
 
 
②環境整備・スタッフ 
 子どもたちが安心して過ごせるよう，環境の見直し 
 チップの声掛け等，スタッフの声掛けや動きの見直し 
 
 
③療育の見直し 
 集団活動の振り返りなど，振り返りについて 
   
 



①子どもたちへの理解を深めスタッフ間で共通理解をする 
 
 

②環境整備・スタッフの連携強化 
 
 
③療育の方法の見直し 
    
 



①子どもたちへの理解を深め，共通理解をする 

今年度の取り組み 
 

①アセスメントの見直し 
 
②主担当制から全体把握へ 
 
③他事業所・関係機関との連携 



①子どもたちへの理解を深め，共通理解をする 

好きなこと 嫌い・苦手なこと トイレ 

ゆうあいで気になること 

家族の思い 

個別活動 

 昨年度目標 
今年度目標 

支援していくこと 

①アセスメントを見直し、子どもたちの共通理解を深めた。 

  子どもたちの好きなことや，苦手なことなどを 
   知ることで個別の活動に広がっていった 
 



①子どもたちへの理解を深め，共通理解をする 

②主担当制から全体把握へ 

主担当制 現在 

●主担当以外のスタッフの
子どもへの理解が薄かった 
 
●負担が重い 
 

●個別活動やスケジュー
ルの把握がしやすい 

（主担当が決めていくため，
変化に対応しやすい） 

●みんなで子どものことを見てい   
るため，活動やスケジュールを理
解出来、担当がしやすくなった 
 

●子どもの対応，声掛けを統一す
ることができた 
 
 
 
 



①子どもたちへの理解を深め，共通理解をする 

②主担当制から全体把握へ 

例 スタッフに手が出てしまう子に対して→まずは声掛けを統一してみよう！ 

手が出た時 
 
               「どうしたの？話聞くよ」 

「えっ！気持ち悪っ！！」 
その後、「じゃあ遊ぼう・・」 
と声をかけてきてくれました。 

●みんなが自分を受け入れてくれている安心感から    
  落ち着くことが増えた。 
●少しずつ学校での事や今の気持ちを伝えてくたれた 

どう対応したらいいのかな？と感じていたスタッフも声掛けを統
一したことで、寄り添うからはじめる関わりができた。 
     【一人一人に寄り添う声掛けは大切だと認識しました】 



①子どもたちへの理解を深め，共通理解をする 

成果 
●スタッフみんなでかかわることが出来て，子ども一人一人の理解が深まった。 
 
→対応の仕方や声掛けなどの統一ができ，一人一人に寄り添った 
 かかわりができた 
 

課題 
●スタッフみんなで関わる中で，スケジュールやチップの使い方などが 
 いつの間にか変化している，終わっていることがあった 
 
→いつどの子の担当になっても対応できるよう，スタッフで共有する必要がある 

今後、ミーティングや振り返りで共有し・話し合っていく 



③子供にかかわる他施設との連携強化 
コロナの関係で多くはなかったが 
 
今年度も 
 
●学校 
 
●相談員さん 
 
他施設 例ブルームさんなど 
 

との連携があった。第３キッズ・第２・第４ジュニアとも交流を今後も
続けていきたいです。 

①子どもたちへの理解を深め，共通理解をする 

盲学校さんで見せて
いただきました。う 



ゆうあい別館の地活と連携した活動 

①子どもたちへの理解を深め，共通理解をする 

お散歩の帰りに・・お茶を飲みに行く子も 

子どもたちの好きな場所が増えました 



②環境整備・スタッフの連携強化 
今年度取り組んだ環境整備 
 

①フローリングにマットを敷いた 
②おもちゃの棚の整理 
③机や本棚の移動 

成果  
おもちゃの片づけがしやすくなった 

死角が無くなり，安全性が増しおもいっきり
体を動かせるようになった 



②環境整備・スタッフの連携強化 

今年度取り組んだ環境整備 
③暗室の整備 マットを交換，こたつ 
 

本を読む時や 
集中する時にも使うよ 

まったりしたり， 
お話したりもするよ 

子どもたちが落ち着いて過ごせる場所になった 



②環境整備・スタッフの連携強化 

おやつ 

変更前 

子どもが自由に席に座る  
スタッフがおやつを席まで持って行き，座った席で選んでもらう 

手洗いをしたか分かりにくい 
どこに座るか揉める 
持って行ったおやつが気に入らない時に， 
再度選んで持って行くなどを繰り返すこともあった 
 
おやつの時間がバタバタした 



②環境整備・スタッフの連携強化 
おやつ 変更後 

帰ってきたら，
おやつを選ぶ 

集団活動の後，その場で座って
待ち，数人ずつおやつの置いて
あるカウンターへ呼ぶ 

 〇おやつ時の混雑や揉めることが無くなった 
 
 〇集団活動の後におやつという流れを理解しているため 
 子どもたちが待てるようになってきた 
 
 〇手洗い・消毒が把握しやすくなった 

成果 

自分の席に座り 
   おやつ 

手洗い・消毒 



②環境整備・スタッフの連携強化 

おやつ 

変更前              変更後 
子どもが自由に席に座る → スタッフがおやつを席まで持って行き， 
                   座った席で選んでもらう 

席を固定化したことで，席の取り合いや，どこ座るか
分からない子がいなくなった。 



②環境整備・スタッフの連携強化 

スタッフの連携強化 

〇おやつ担当，写真，療育，環境と担当が分かれたことで， 
 それぞれの仕事が分かりやすくなった。 
 
〇みんなで子どもを見ることで情報共有しやすくなった。 
 
〇ミーティングで話し合ったことをすぐに行動に移すことが出来た 
 まずやってみよう！！ 
 

たくさん話す・笑う・・時には，お得な暮らしの情報交流も 

来年度はミーティングの振り返りを強化し，療育に生かしていきま
す。 



③療育の見直し 
今年度の取り組み 

①集団活動 
 
②子供に応じた療育 
 
③個別活動 
 
④子どもたちの好きなことを増やす 

笑顔がさらに
あふれるように 



③療育の見直し 
集団活動 月に１・２回 

伝承遊び 運動 

誕生日会 踊り 

ＳＳＴ 

読み語り・読書 

避難訓練 



③療育の見直し 
①集団活動 週一回 

お手伝いデー 
創作 

食育 

今年度は夏祭り・ハロウィン・クリスマス会・節分なども行いました。 



療育の見直し 

〇集団活動支援例 

創作の時に作るものを掲示 

活動内容の写真を掲示したり，動画を見せたり 
子どもたちが分かりやすく，楽しめる支援をしています 

鬼の部品を
パーツごとに
分けて，作りや
すくしています 



③療育の見直し 

集団活動の成果 
 
子どもたちが楽しめるよう工夫し
たことで，参加率がup↑↑ 
 

参加できなくても・・その場にいよ
うと頑張った子も 
 

参加しない子には・・「じゃあ今何
をする？」と問いかけました。 
 

初めは参加しなくても，途中から
参加する子も出てきました。 

 
僕、掃除機手伝うよ 

 

様々な活動で自信を持
つことで，自発的に行動
する姿も見られました 

ありがとう！！嬉しいよ！
素敵（♡ⅿ♡） 



来年度に向けて 

課題 
〇勝ち負けの苦手な子に対して 
 ゲームの活動年間計画を立てる 
 
  
 
 
 
〇ルールを自分ルールに変えてしまう子に対して 
 ルールの説明書を提示する 
  
 
〇一年間の活動に目的を持ち，見通しを持つ 

勝ち負けのある
ゲームをする 

③療育の見直し 

ゲームの 
楽しさを知る 

負けて楽しい
ゲームをする 



療育の見直し 

〇チップや視覚支援の向上 

＜チップについて＞ 
 
来所後 
 
①チップを見てスケジュール確認 
 
②活動後にチップを外す 

今日食育だ！！は 



療育の見直し 

〇チップや視覚支援の向上 

スケジュールの把握 

今日は５時にドライバーさんと帰るよ 

曜日によって帰る方法が違っても，スケジュールで
確認することで理解出来るようになってきた。 



療育の見直し 

〇チップや視覚支援の向上 

次の活動に移りにくい時にはチップを使用し誘導 

今日は宿題何時
からする？？ ５時５ふんから

する！！ 



療育の見直し 

〇チップや視覚支援の向上 

他にも 

ゆうあいのおもちゃを持って帰りたい子に，玄関でおもちゃを入れて帰っ
てもらうドラちゃんボックス 

現在 お迎えを待つ子が玄関で読
んだ本や，おもちゃを入れて帰る 
おもちゃの家になりました 

スタッフのアイディアで，お
もちゃを入れると音がなる
楽しい箱に 



療育の見直し 

〇チップや視覚支援の向上 

成果 ①活動終了後にチップを外す子が多くなった。 
自分でスケジュールを作る子も出てきた 
 
②徐々に視覚支援が無くてもできるように 
 なる子が出てきた 
 

③活動が分かりやすくなって，取り組みやすく
なった。 

今日のトイレはおやつの後に行く 

自分で決めた予定は意識して守ることが出来た。 



療育の見直し 
個別活動・課題 

シール貼り 

名前練習 

編み物 

カードでの学習 

一番大きいのは
どれかな？？ 

柔道の先生にプレ
ゼントしたいです。
マフラーを編みま

す！！ 

アセスメントや支援計画で保護者の方が言われた、出来るようになってほし
いこと、本人のやりたいことを基に活動を準備しています。 



療育の見直し 

個別活動・課題 

課題 
〇課題を模索中 
〇課題を用意したが合わなかった子，飽きてしまった子もいる 
 今後課題の内容をもう見直し，子どもたちが楽しめる内容，やってみたい 
 内容を探していく 
１人１人に応じた個別課題を作成していく。 
ご褒美の内容も考えていく           

 
 
成果 
〇少し時計が読めるようになった 
〇自分がやりたいことが出来て，集中して取り組む姿が見られた。 



療育の見直し 

子どもたちの好きなことをふやす 
 
 
①好きな遊びを見つける 
 
 
②友達とかかわっていく 
 
 
③子どもたちとのあそびの中で，心に寄り添う 



療育の見直し 
①好きな遊びを見つける 
 
 

字を書いて貼
るのが好き 

シャボン玉が好き 

毎日ご馳走を 
スタッフに作るんだ 

プラレールが好き 



療育の見直し 

①好きな遊びを見つける 
成果 
〇好きな遊びを見つけて遊べる子が増えた 

〇終わる時間や片付け，危ないことなど約束をして
遊べる子も増えてきた。 
 
課題 
〇次の活動への切り替え 
 



療育の見直し ②友達とかかわっていく 
 

と友達とか
かわる子 

ふえたよね
と 



療育の見直し 

スタッフさん達は，子どもたちの様子を見て， 

一緒に遊んだり，その場を離れて見守ったりし
ているんだって 

②友達とかかわっていく 
 

スタッフさんの 
アイディアなんだって 



療育の見直し ②友達とかかわっていく 
 

課題 
〇おもちゃの取り合いやケンカなど，うまく遊べないこともある 
 
スタッフが間に入って，気持ちを聞いたり，一緒に謝ったりして 
仲良く遊べるように取り組んでいる。 
 
1人で遊びたい子，友達と遊びたい子・・でもうまくいかない 
困りや苦しさ，子どもたちが安心して遊べるよう 
子どもたちの気持ちに寄り添って，かかわります。 



お迎え時に口頭でお伝え 連絡帳でお伝え 

必要時には電話や
メールでお伝え 

フォトブック 毎月の活動の様子を玄関に掲示 



子どもにも親にもいつも丁寧に接してくださるので安心します。 
日々の事，行事の事などの説明もきめ細やかですごく理解しやすく 
行動や準備や心構えもしやすいです。すごく感謝です。 
 

いつもありがとうございます。子どもに合わせて色々な工夫をしてくだ
さり、子供も通所を大変楽しみにしていますこれからもよろしくお願いし
ます。 
 
ここ一年でものすごく成長していると思います。 
 

日によって子どもの波が荒い時にでも適切な対応をして頂けてとても
助かります。 



今年度の成果まとめ 
◎一人一人が成長した 
 

〇子どもたちがスケジュールを理解し見通しが立
てるようになった 
 
〇一人一人の子どもたちに合わせた声掛けや 
 活動が出来るようになった 
 
〇好きな遊びを見つけて遊べるようになった 
 
〇小集団で遊べる子が増えてきた 



来年度に向けて 

1月から振り返りがしやすいよう業務日誌を変えました。 
→前日の振り返りをする欄を設けることで，共通理解を図ります 
  

2月から子どもたちの情報を見直すため，一人ずつアセスメントを始めます 
→好きなこと，苦手なこと，個々のスケジュール，個別活動の内容など再度 
 見直します (それに伴い、環境整備も引き続き行います) 

今年も子どもたちの事をスタッフでたくさん話し合い
ながら，療育に取り組みたいと思います 

ボールペンの 
組み立てをしたい
んだけど,1人ずつ
セットするのがい

いかな？ン 

並べてみる？ 
出来る子は 

ばらばらにおく？？ 



療育の見直し ②友達とかかわっていく 
 

子どもたちの遊びの中で 心  に寄り添う 
 
〇子どものやりたい声を大切に 
 

外行きたい 

雪だるま作りたい 

（雪降ってるよ） 

雪びしゃびしゃだ・・ 

あそこの石使いたい あれは危なくないように集めてあ
るのでは・・使っていいのか？ 

みんなにみてほしい 今来れるスタッフいたっけ？現場
まわるのか？ 

子どもの声を聴いて任せることでとってもいい顔で雪だるまを作りました。 

楽しかった！！ すごく楽しかったね！！ 

心の声 

今年度もゆうあい 
第一キッズをよろしく 
お願いします。今年も 
いい年になりますようにn 

ご清聴ありがとうございました 


