
平成31年７月１６日(火) 
放課後デイサービス 
トライアングル親の会　 

「　　　　　親の会　その２ 

～夏休みを迎えるにあたって～」 
公認心理師、特別支援教育士(SENS) 、臨床発達心理士 

ほめ達検定３級 
NPOしずおか福祉の街づくり　理事           
巡回相談員(東京都、静岡県、藤枝市) 

静岡県　放課後児童クラブ・高校通級アドバイザー　SC  
発達障害児応援団NPOバク 指導員 

放課後デイサービスぺんぎんルームSST指導担当  
　　石　川　 誠



「有名人にインタビュー」

・あまり知らない同士で２人組になる
・じゃんけんをして勝った人が有名人、
　負けた人がインタビュアー
・画面の内容をインタビューする。
　自由に質問しても良い。
・正直に答えるが、どうしても言いたくな
　いことはパスしてもいい。
・２分で交代。
・他のペアと合体して４人組になる。
・インタビュアーが１分以内で他のペアに紹介



インタビュー項目（これ以外でもOK)
・名前は？
・どこに住んでいますか？
・家族は何人ですか？
・お子さんは何年生ですか？
・お子さんのいいところはどんなところですか？
・趣味（好きなこと）は何ですか？
・あなたの長所は何だと思いますか？
　３つあげてください。



このゲームでの発見はありましたか？

自己開示、傾聴、質問、応答



今日の学習会の目的 

　１　前回の復習（トライアングルの療育）
　２　最近学んだことの報告
　３　我が子の成長見つけ
　４　夏休みを有意義に過ごすために

　質疑応答



１　○○○○（漢字４文字）　　
　ありのままの自分が出せるところ
　安心できるところ
　居心地の良いところ
教室のひとこま　 
https://www.shizuoka-fukushi.or.jp/運営事業/放課後等デイサー
ビストライアングル/教室のひとこま

２　トライアングルの療育を知る

https://www.shizuoka-fukushi.or.jp/%E9%81%8B%E5%96%B6%E4%BA%8B%E6%A5%AD/%E6%94%BE%E8%AA%B2%E5%BE%8C%E7%AD%89%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB/%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%93%E3%81%BE
https://www.shizuoka-fukushi.or.jp/%E9%81%8B%E5%96%B6%E4%BA%8B%E6%A5%AD/%E6%94%BE%E8%AA%B2%E5%BE%8C%E7%AD%89%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB/%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%93%E3%81%BE


安全基地になるためには
　１　全面受容　（例外　重大な危険）
　２　話を聴く　（子どもが話しやすい聞き方）
　３　名前を呼ぶ、声をかける
　４　興味のあることをたくさん見つける
　５　良いところをたくさん見つける
　　→「いいこと伝え」を積極的に

２　トライアングルの療育を知る



２　その子らしさを
　○かせる
（漢字１文字ひらがな３文字）　　　　　　　　
　「教育」と「エデュケーション」　

　「EDUCATE」の語源はラテン語の「EDUCATUS」　 

　　　「E」は「外へ」「DUCERE」は「導く」 
　　　「能力を導き出す、引き出す」という意味に　

２　トライアングルの療育を知る



２　輝かせるための
　　　　大人の責任
　関わる大人が子どもたちの○○○（カタカナ３文字）

　全ての言動が、子どもたちには影響を与えている


　「親の言う通りにはならないけど、するようになる」

　家庭＝最大の教育環境　　行動、言葉、習慣・・・

　無理してでも、いい環境を与えましょう。

２　トライアングルの療育を知る



障害は

○○と○○で
個性になる

　　

（エジソンクラブ　高山恵子）

３　子どもを輝かすために



特性理解（学びが必要）
特性は
　脳機能の特徴
　本人はそれが普通
　変える→○○○

３　子どもを輝かすために



最近の参加した研修会より

放デイ
ペンギンルーム　夜カフェ（発達障害児支援の勉強会） 
月１回程度　 
７～１０月のテーマ　「教材としてのアナログゲーム」　

「発達教育」2019年5月号
　　　　　　　

～楽しみながらコミュニケーションゲーム力を育てる～」 
療育教材としてのアナログゲームの意義　

　　　　松本太一 （アナログ療育アドバイザー） 

１　コミュニケーションや社会のルールを理解するために必要となる言葉や数を臨機
応変に使いこなす練習ができる 

２　人との関わりに関心が薄かったり、集団参加に不安を抱えている子に、みんなで
遊ぶことの楽しさと自信を身につけてもらう



ゲームの特徴

１　ルールがある

２　相手がいる

３　勝ち負けがある


ゲームを通じて伸びる力

　ゲームに必要な力

　　運・記憶・スピード・器用さ・駆け引き（戦略）・協力・言葉

→コミュニケーション力

　自己効力感、達成感、勝ったり負けたりする経験＋楽しい、
　笑顔、仲間意識




キラキラした宝石が魅力


「雲の上のユニコーン」（独　HABA社）


天空を舞台にサイコロを使い、クリスタルを数多く集めながら
ゴールを目指します。はじめてのすごろく遊びに最適です

療育としては、数の理解を促す目的で用
いる場合が多い。

T君　軽度の知的障害とADHD  離席や一つ
一つのプレイの成功・失敗には一喜一憂
するが、全体の得点や順位に関心なし。
→数の理解が身についていない。
→一緒に数えることで数の理解を促す。

→数の理解が進み、離席がなくなる。



大きなタワーを作る 

「キャプテン・リノ」 
（独　HABA社） 
ビルを崩さないように、折り曲げたカードを
柱にして乗せ、手札から次の床を選んで重ね
ていきながら、手札を一早く無くすことを目
指すゲームです。（中略）バランスゲームで
ウノのようなやりとりが盛り上がる、子供か
ら大人まで手軽に楽しめるおすすめのゲーム
です。



人生ゲームプラス 令和版 (初回版)
【日本おもちゃ大賞2019 コミュニケーション・トイ部門 優秀賞】

https://www.youtube.com/watch?v=5VXxQM_ypv4

https://www.youtube.com/watch?v=5VXxQM_ypv4


東京学芸大附属小金井小、ICT × インクルーシブ教育セミナー



井上賞子 
島根県公立学校教諭。小学校の普通
学級担任、通級指導教室担当を経
て、平成１９年度から特別支援学級
を担任。 
特別支援教育士



https://rumihirabayashi.com

平林ルミのテクノロジーノート

スマホ・タブレットといった私たちの身の回りにあるテクノロジーには，さまざ
まな障害や困難のある子どもたちの学びや生活に役立つ機能がたくさん組み込ま
れています。このサイトではそんな身の回りにあるテクノロジーの便利な活用方法
を紹介し，発達障害・学習障害（ディスレクシア・ディスグラフィア）のある子ど
もたちのためのテクノロジー・ICTを使った新しい学び方を提案していきます。

東京大学先端科学技術研究センター
人間支援工学分野特任助教。

専門:特別支援教育，特に学習に困難のある人への
テクノロジーを用いた学習補償・環境調整，読み
書き評価の開発，読み書きの指導法開発



【iPadアプリ】読み書きが苦手な子どもへ ～ 


音韻認識力をはぐくむ！ひらがなトレーニング

定価720円，iOS8.0以降対応


https://www.meijitosho.co.jp/app/kanatore/

にほんご-ひらがな
「読む・書く・聞く」三拍子揃えたつもり!?のひら
がな学習アプリです。簡単なかるたゲームも入って
います。
リズムに合わせて単語を口ずさみながら、お子さん
と楽しく、遊びながら学習してみて下さい。

https://www.meijitosho.co.jp/app/kanatore/




アプリ体験



３　我が子の成長みつけ
４月から、我が子が
頑張ったこと
できるようになったこと
どんなに小さなことでもOK
出来るだけたくさん見つけましょう

数が大事！





１．　具体的な目標を決め、それをやり遂げる
２．　夏休み全体と毎日の計画を立てる
３．　夏休みは毎日、家のお手伝いをする
４．　夏休みに読書の習慣をつける
５．　夏休みは普段できない体験をする
６．　夏休みは体力作りをする
７．　夏休みは自分のことは自分でする習慣をつける

子供のしつけ／子供のしつけ関連情報 

夏休みの過ごし方で差が付く！ 
　　　子供が伸びるポイント7つ 

上野緑子



「５・４・３・２・１・０　ロケット発射」～鉛筆の正しい持ち方～

シリウス／静岡教育サークル

http://sirius.la.coocan.jp/index.html

http://sirius.la.coocan.jp/index.html?fbclid=IwAR0e4261NdrmSwzEpNCnx9zdSFVAUvP4vso_C4YYJ1DPjKs9qFpcQW0F--U


あ



４　夏休みを有意義に過ごすために



子育て／子育てに役立つ最新心理学 

子供と一緒の夏休み"憂鬱"を"充実"に変えるコツ

「どこかへ連れて行ってあげなくては」という思いがプレッシャーに 
せっかくの夏休み、おすすめはこれ！

• 新たな発見があるもの

• チャレンジングなもの

• 理科の実験的なもの

• 一緒にできるもの

であれば、お子さんも喜んでやりたいと言ってくれる
はずです。

一番のおすすめは「お料理」



お手伝いがもたらす4つの心理的な効果 
1. 子供の自己効力感がアップする：子供の自己効力感アップのポイントは、「達成
経験」。

2. ほめて伸ばす子育てを体感できる：お手伝いをしてもらうと、自然とほめる機会
が増えるので、「ほめて伸ばす子育て」を自然な形で体感できるようになります。


3. ママの満足度がアップする：ペースは遅いながらも、なんとか家事が進むので、夏
休みにありがちな「家事の滞り」を減らすことができます。また、「子供にとって
いい勉強になった」「いい経験をさせてあげられた」とママとしての満足度もアッ
プします。


4. パパとのコミュニケーションにつながる：会話にも「パパに作ってあげようね」
「パパ喜ぶよ～」とパパの登場回数が普段より増えます。仕事から帰ったパパ
も、我が子が自分のために磨いてくれた靴や、チャレンジしたおかずが並んでいれ
ば嬉しいもの。普段、家族のために頑張ってくれているパパに感謝の気持ちを伝え
ることができます。

大事なポイントを1つ。子供へのポジティブな心理効果を期待しての
「お手伝い」コツは

完璧を目指さないこと



小学生の夏休み、充実のカギは「家庭の関わり」　 
共働き含むタイプ別過ごし方

保護者の状況で異なる夏休みの過ごし方

1、共働き家庭の場合
　親が休みの時には子どもも休めるよう、計画的に夏休みを過ごす必要

夏休み直前、これだけはやっておきたい2つのこと

「はじめに計画を立てる」「計画を途中で確認をする」

課題やスケジュールを「見える化」

家庭にいる時間が長い場合は、一日のリズムをきちんと設定する必要

夏休み期間中は、家庭においては1対1で対応できる時間を持てるチャンス

鈴木 邦明（すずき くにあき）

2、保護者が家庭にいる場合

もっとも気を配ることは「生活リズムの維持」

子どもが家庭で宿題に取組む際、注意すべきことがあります。それは「過干渉」



サマーキャンプに参加させるメリットは？

1.非日常体験ができる 
2.自立心が養われる 
3.コミュニケーション能力が育まれる 
4.共働き家庭は子供の預け先になる



子どもの夏休みを 
少しでも楽しく、充実

• 各種情報 

　　家族で日程調整　　 

　　１日の過ごし方のくふう　 

• 家族で一緒にプランを立てよう 

• ふりかえりとプランの修正 

• 思い出、できたこと、頑張ったことなどの 

記録をしよう　



(青春新書インテリジェンス)  
古荘 純一 (著)

どうして子どもを叱りすぎてしまうのか。いつも欠点
ばかり目についてしまうのか――それは「子育てに自
信がない」「不安でつらい」という「育児困難」のせ
いかもしれません。育児困難に悩む親は4人に1人いる
といわれますが、実はそこには「自己肯定感」がかか
わっています。小児精神科医が教える「育児困難」か
ら抜け出すたった一つの方法。

https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=%E5%8F%A4%E8%8D%98+%E7%B4%94%E4%B8%80&search-alias=books-jp&field-author=%E5%8F%A4%E8%8D%98+%E7%B4%94%E4%B8%80&sort=relevancerank


親と子の自己肯定感を高めて、 
子育てをラクにするヒント

「自分はいい親でなければいけない」という考えに縛られ
て、親自身だけでなく子どもにもつらい思いをさせていませ
んか？

まずは今の自分を認めてあげることがスタートです。ちょっ
と肩の力を抜いて、「いい親」をやめることからはじめてみ
ましょう。



今日の印象や学び、今後の目標 
を話してみましょう

いいアイデアも、忘れる。 

→言語化（話す）することで生かす。 

　①ここで　②家で　③ご近所や学校で 

３回言語化することで定着。

　学びを行動に



ご質問があればご自由にどうぞ



「失読症で文字が読めな
い…」ハンデを乗り越え”人
間国宝”を目指す21歳：
「家、ついて行ってイイです
か？」（2018.10.2)
（https://www.tv-
tokyo.co.jp/plus/
entertainment/entry/
2018/018056.html）

浜田小学校　FAX ０５４−３５３−６１３６

https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/entertainment/entry/2018/018056.html
https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/entertainment/entry/2018/018056.html
https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/entertainment/entry/2018/018056.html
https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/entertainment/entry/2018/018056.html
https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/entertainment/entry/2018/018056.html

