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新しいお友だちが増えました
４月１日から新しく小学１年生３名、中学１年生 1 名が利用され新年度がスタートしました。
毎日元気な声が響き渡り、賑やかに過ごされています。春休み中の自由時間では、
小学生と中学生が一緒に遊ばれ
る姿も見られました。小学生が困っていると中学生がしっかり小学生をサポートしてくれ、その姿がとても頼もしく感
じられました。
毎日の活動プログラムにも、
「今日は何をするの？」と楽しみにされています。
また、スタッフも 4 月から作業療法士 2 名が入職されました。
医療面での知識、
技術、経験を生かした専門的支援
を行っていきます。
࢜ ጴଡᲛᇒଋୂକොଖଗଂᇗ౯ୀତტଜ
ୈ୰ଜଅୂକૐഉ᳟ତኴྨଡტଜ
ୁାὝଞ༴௸ଡଠଙଜஐரடୈᇯଈଜିୂୁ
ଞଉୃଝଏૐ࿌ഖଝସᒩૺଙଧૺ౩ୈඈଁଜ
ᘒుଇସଵଠଝම൶ଜૼଉଞଂ፟କૐ

࢝ᦶᚩዹᶓଡଥྰᚡ௸ྰᚡସᣆଡᲺଊଋୂୁଉଞ
ସୀଏૐ௸ྰᚡତଋଂ୨ஊ୷ୣୈ౯ିୂ
྾ᇁକ୨ஊ୷ୣତ౸ૺዎୈྰᚡଋଡዩଋୂଜ
ૺୁଞଉୃଝଏૐྰᚡଋଥዩୈᗰᄒଡଁୂᲷ
ତடரடୈྻଙଜᒜዛᐓଓૼଡᲷଦୂଜૺଏૐ

࢞౯ᐉᛮᓣ༞ଞᣆଡውହଇୈ
କૐହଇଝᯞଇୁႥଡଋଅଠଙଜૺଅው
ᢊତ௩ଡଗ୭ୈ၆ଋଠૺାૼଡḵიଙଜ
ିୂକૐ౯ᐉᛮᓣ༞ଂೋଡଚଃ୭ᆁ
᬴ୈᬷଠଂିᬋൺଜૺକૐ
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※送迎は計画上可能な範囲で、の実施
となりますので下記までお問合わせ
ください。

☎0853-77-6063

ホームページ
QR コード

3月の活動報告
ૺୃૺୃଠᒩማଗୈᤰ૾ାૼ

ዊቇᩞ㜞ቇᐕ ਛ㜞↢

日常の場面を想像しながら、その時の自分の気持ちをプリントに書きました。スタッフが事前に気持ちリストを作
成して、気持ちを表す言葉と意味を分かりやすく示して行いました。
「学校に遅刻しそう」という場面では、自分の気持
ちに当てはまる言葉を気持ちリストの中から探し、
「不安」と記入されていました。
記入後は、友だち同士でインタビューにも挑戦され、それぞれの気持ちの表現の違いがあることに気づかれていました。

②恥 ず か し さ か ら
インタビューをす
るのに時間がかか
ることもありまし
た が、勇 気 を 出 し
て最後まで頑張ら
れました。

①気持ちリストの中から当てはまる言葉を
考えられているところです。
「この気持ちっ
て何だろう。
」とスタッフに相談しながら取
り組まれていました

இ୬ர

ኴྨ୳୷୵ଡ୵୬

ホワイトボードに並べられた①〜⑳まで
の数字を、順番にタッチしていくゲームに
チャレンジしました。数字を並べる役、数
字をタッチする役を交代でやりました。数
字を並べる役の人は、相手が数字を見つけ
にくいよう角に置いたり、数字を逆さまに
置くなど工夫をされていました。数字が見
つけにくい時も、一歩後ろに下がって視野
を広げ視点を変えて探されていました。
２回目は⑳〜①の順番で行うと
、少し戸惑いながら一生懸命
数字を数えながら探されてい ①「まだ見たらだめだよ！」「もういい？」
とお互いに確認し合いながらされていまし
ました。
た。
「難しくしないでね！」と数字を探す
役はドキドキです。

ஐ୳ుଇୈାૼ
フェルト生地を使い裁縫で４つ穴のボタン付
けをしました。スタッフが手本を見せてから行い
ましたが、実際に縫い針を手にすると緊張から不
安になられるお友だちもおられました。工程ごと
にゆっくり説明をしながら行うと最後まで自分
でボタンを縫うことができ、最後まで一人ででき
たことに達成感を感じられていました。完成した
作品は、４月から利用される新一年生さんのボタ
ン付け練習にも使う予定です。

ዊቇᩞ㜞ቇᐕ ਛ㜞↢

②数字を順番に数えながら探されています。
「これは 6 かな？ 9 かな？」と逆さまの数字
に戸惑われていましたが、とても楽しく取り
組まれたようです。

ዊቇᩞ㜞ቇᐕ ਛ㜞↢

ゆっくりすれば
大丈夫！

ᣣ

4月の活動プログラム
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୭୳୷உଂଢૺଆୁଵୈ ଚᷙଏૐྥଟସ
କଗଂଢૺଆୁଵୈቈଜᬰଚଇଏૐ
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ᒛଋତୈୣஜଝጬଃଏૐᒛ
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ତଁ୭୳୷உଂᰅଠଂିᣆଡᤰ૾ ଏૐൗᶶዹᶓేഖଡᓂଷିୂକர୮ୈ କჿଥභᙰତடரடୈྻଙଜ᭨
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ଜᐓଅ୦ரஔଡୀᢜଵଏૐോଁି
ଁି᭮ୈଏૐ
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୳୷୵ଏୁ୭ஈரୈᭅୀଏૐ
ାૼଠସତଁ᭮ୈଏૐ୷ૺ
ଷଡଙକୀᬰଁଇକዹଡଟତାૼ
ୖடஉ୕୷୳୷୵
୧
ଡᄛଏୁଞૺૺଁ᭮ૺଏૐ
ඈଃୈᭁᨵଝౘ૾ୁர

20

ፅତᮀଵଁ

࿉ᰰஔ
ኼጬ౯ᇁ
୧ஓஙர୫ஔ அୱ୧ତ :RUG ୈ౸ଙଜኼጬୈ౯ᇁ
ṅତୈᬰଜᇗଡോଁୀଏଅౘ૾ ଏૐᬰፅயᇗḱጬୈᬰଠଂି౯ᇁോ
ୁ୦ரஔୈଏૐૼଅౘିଠૺዹଥ ଁିଠૺዹଥ୭୳୷உଡଃଏૐ
୭୳୷உଂஆଡଠୁᰅୈଏૐ
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୧ᇱୀຮყ

ẦᎢᚡଞஎୖଡଠଙଜଏଊୃଅୈଏૐ ୖஞୈ౸ૺ୦ரஔᆁ᬴ଝ୳ஈᣒ ውႏႥଡଶଇଜୣ୭ତଵଠଡ᭶ ẦᎢᚡଞఱᚡ୦ரஔୈଏૐᴶჲଓ
ஒ୭ଡጬૺଜୁṅଡẦᎢᚡଞම൶ ᤤୈଏૐ3 Ᏼ அୱ୧Ᏼ࿅ὥட ଷଜସିૼକଷତୈ୭୳୷உ ୂଔୂჲ൯ୈᓂଷଜடரடୈྻଙଜᐓ
࿅ుଃଝᐷୈସଙଜୀᢜଷଏૐ
ଜ୵୬ଏૐ
ଞಧଡᤰ૾ଏૐ
ଵଏૐ

୭୳୷உଞହଇୈଜᯞଇକି ୭୳୷உଂଥૺૺଁૺତᮀଵ
ውୈᇱଙଜૺଃଏૐடரடୈྻଙ ଁୈଏૐ
ྰᚡྰႏயẦྰႏଝஎୖଡଠୀ ཨଷୁൣଡᯞଇଜସᄦିଠૺૐତᢀ
ଜጲჿଝୀᢜଵଏૐ
ஊ୷ୣ៝ଵୈଏૐẦྰႏଂྰႏ ፙୈଜଁିཨଷଏૐடரடୈྻଙଜ
ᮀጬୈାૼ
ୈ୩ரଜஊ୷ୣୈ៝ଵ௩ଈ ᐓଅᓿඈଏૐ
୧
ຮጬṬଝಮୀଜଃକፅତ௸ଁିཕଃଠ ଏૐ
౩ୈૼଅ౸ૼர
୧ஓஙர୫ஔ
୧Ꮨୈ౸ଙଜ୧౩ኌୈ ፅୈଝᮀጬୈଏૐോଁିଠૺ
ஐர୦ரஔୈାૼ
ଏૐොଖଗଞฅଃૺజૺତ୧ ኼྨୁዹଥ୭୳୷உଡଃଏૐ
ᦶോତଉଞୈᝋୁᗎଡஅୱ୧ୈ౸ଙ
Ꮨୈᇯଈଜୡ୷୵ૺଏૐ
ẦᎢᚡଞᣆଡ
ஊ୷ୣ୭
ୈଏૐ
ଜᄰᎪ᭘ዋୈଏૐ࿉ᷗତᄰᎪଞ᭘
அୱ୧୭ୡடர
୧ஓஙர୫ஔ ୖஞୈ౸ૺ୦ரஔᆁ᬴ଝ୳ஈ டரடୈᙲᬽଜୀᢜଵଏૐോଁି ዋଝକᢡ፲ୈᒞଯଜଟତାૼଡᆁ
ଠૺዹଥẦᎢᚡଡଃଏૐ
କଁ᭮ୈଏૐ
ᣒᤤୈଏૐ
3
Ᏼ
அୱ୧Ᏼ࿅ὥ
ଃଙଁଇᭁᨵୈ௩ᇗଡ౸૾ୁାૼଡᚡ
ମ᭮ଁଇୁଉଞୈᅲ࿅ଜ᭮ཨଷତ
ଡଚૺଜᤰ૾ଏૐ

9

ྰᚡྰႏଞஎୖଡଠଙଜଏଊୃଅୈ ୟரଡጬૺଜୁᭁᨵତෞᭁᨵୈ ୈ౯ୀଏૐോଁିଠૺዹ ଥ୭ ஒ୭ଡୁୈ௩௪ំଡഠଏ
ரଝଏૐᷳૺዹଥ୭୳୷உଂᒩ
ଏૐ
ஒ୭ଡጬૺଜୁኼୈᮀଶ ᠦ૾ଏૐᠦ૾ଡຬଙକዹଥ୭୳୷உଂஆ
ଛଃଡᣪଂୁ༢ଁଇୈଏૐ
ྰႏୈ୩ரଠଂିୀᢜଵଏૐ ୈଜୣ୮ყଝୀᢜଵଏૐ ୳୷உଡૺଜ౯ୀଏૐ

ଜ୵୬ଏૐ

୧
ᓫᅽ൶ୈଚଇୁர
୭୳୷உଂᮀଶᝎኼୈଃඈᘝତกൣଂ
କዹଥᇗୈ෫ଃଏૐྥଟସକଗଂᒩଛଇୁ
ାૼଡᮀଶ୭୳୷உଥᇬቜୈଚଇଜኼ᠄ୈᮀ
ଵଏૐ
୧
ᓫᅽ൶ୈଚଇୁர
୭୳୷உତᮀଶᝎኼୈଃጲତᭁᨵ
ୈ᬴૾ඈᘝତกൣଂକዹଥᇗୈ෫ଃ
ଏૐ
ോଁିଠૺዹଥኼ᠄ୈ  ຨᮀ
ଵଏૐ

୧ଉତჯଥଟୂύ

ଡ௵ଯକୟரତ௸ଁି  ፱ତ ṏ᧑ଞஇரᙝୈ౸ଙଜ
ଃଂୀଉଲ ᬰፅତୈᬰଜ  ፱ତჯତ௸ଁିᱰ
᳠ତୈቈଏૐᷳૺዹଥ୭୳୷உଂஆ
ୟரୈଜඈᘝତୈ྾ᇁଋ 
ୈ୭୳୷உଞᣆଡ౯ୀଏૐ
ୈଠଂିᣆଡୀᢜଵଏૐ
ଏૐ྾ᇁକඈᘝତกൣୈᠦ૾ଏૐ

୩୷୵ତ౯ୀዎୈஅୱ୧ଝᏴᢏଏૐ ௸ྰᚡଞஎୖଡଠଙଜଏଊୃଅୈଏૐ
அୱ୧ତ :RUG ୈ౸ଙଜኼጬୈ౯ᇁ
Ᏼᢏକ୫ஈୈᬰଠଂିᮅᙲୈૺଏૐ
ஒ୭ଡጬૺଜୁṅଡẦᎢᚡଞම൶
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8

ခൾኞቢஔ
୫ங୷୴ரତ౸ૺዎ

ଞଡଜୁጬṌୈ୫ங୷୴ரଡଁ
ଇୁଝତᔂୂୈ୭୳୷உଞᣆଡૺ
ଏૐ

̖ਛቇ↢

̖㜞ᩞ↢

4 月活動プログラムの詳細
活動プログラムの内容の詳細を一部抜粋しています。

୩୷୵ୈ
౯ୃૼ

4月 4 日（月）実施予定
ో

4月 5 日（火）実施予定
ో

活動

活動
ẦᎢᚡଥஅୱ୧ୈ౸ૺ୩୷୵ତ୫ஈୈᏴ
ᢏଜᇗḱጬୈ౯ᇁଏૐᚥᅽକᇗḱጬୈᬰଠଂି
௸ྰᚡଞᣆଡ୩୷୵ତഒፓୈ౯ୀଏૐ
ྰᚡẦྰႏଥ௸Ầᚡଂᚥᅽକፓዃୈ  ఱൣତᴒଡ
ോଇଜᜈଡᜐୀుଇଏૐ
ྰᚡྰႏଥᦶോତ୩୷୵ୈ౯ଙଜṖଯ
ଏૐᇗḱጬୈᬰଠଂିଓୂଔୂ୩୷୵ୈ౯ୀ౯
ୀዎଂോଁିଠૺዹଥ௸Ầᚡ୭୳୷உଡኯ૾ଜସିૺ
ଠଂି౯ୀᤕภଅૺକଖଃଏૐ

ྰᚡଥẦྰႏྰႏତஎୖଡଠଙଜଏଊୃଅୈ
ଏૐẦྰႏଥྰႏତොଖଗୈ୩ரଠଂି
ම൶ଜ୨ரடୈምଏૐẦྰႏତଋତ᭮ୈ
ૺଜᐓଅᓿඈଏૐ
௸Ầᚡଥ௸ྰᚡẦᎢᚡତஎୖଡଠଙଜଏଊୃଅୈ
ଏૐ୬୭୵ர୦ரஔତ୵୬ஒ୭ଡఙఱଝሠ
ᇉଏૐᇁ൷ଝଃୁାૼම൶ᮈଠଂି୨ரட
ୈምଏૐ

ねらい

ねらい

யடரடୈྻଙଜጲჿଝୀᢜଶૐ
ய୦ரஔୈᲦଜ଼ଐୀૺᇂᆐଏୁ൶ୈṥૼ

யஅୱ୧ଝᮅଯକᅣୈᓿᚥଏୁૐ
யᨍଝୁயส૾ୁயൌୁତᮅᙲ
ዎᓣୈ᬴૾ୁૐ
யᇗḱጬୈᬰଠଂିᦶോଝ౯ଙଜ
Ṗଯୁୈᝋୁૐ

ຮጬṬମଉૼ

667ଏଊୃଅୈ
ାૼ

4月 1 5 日（金）実施予定
ዊቇ↢

活動
ᛸଏୁൣଡຮጬṬତൔᚥତాዎଡଚૺଜଟତା
ૼଠᇒଡᒩୈଚଇୁଞାૺଁྥଟସକଗଡᛸଜସି
ૺᢀፙତ᭶ୈଏૐຮጬṬଝଥཕଃଠፅୈ  ഘ
ଝଝಮୀଏૐಮୀୁፅୈᢚଙକିഃ᠈
୧ரரଡୁ୭எர୭ଝ୭୳୷உଂፅତᮀଵଁୈ
କୀཕଃଠፅୈᬰଜᲺଊଏૐ
ねらい
யຮጬṬଝତஒரୈᱎଡଚଇୁૐ
யፅଡᬶଵୈማଚૐ

୷ទౖଡ
ଚૺଜ

4月 1 5 日（金）実施予定
ਛቇ↢㜞ᩞ↢

活動
௸ྰᚡଥ୷ૺଷଡଚૺଜᤰ૾ଏૐ୭୳୷உଂ
୷ૺଷତᘠᄏଡଚૺଜ᭮ୈଜଁିସସ୷
ଝᦶോଂૺଷିୂକଞକିૐସସොଖଗଂ୷
ૺଷଡଙଜૺକଞକିૐ
ଟତାૼଡඈକି
ૺૺତଁᅽᬰୈૺଏૐକຬଙକଉଞଂୁዹ
ଥఱଝᇶ૾ଐฝອତఱମᮈଏୁ༶ൌଋୈౘ૾
ଏૐ
ẦᎢᚡଥரୣ୫࿐ଡଚૺଜᤰ૾ଏૐ୷
ரୣ୫ଥᑯૺସତଂྼଅᇗଡഈୁகஞ୷ସ
ୀଏଂᓫኼକସତଂဎଁଠૺகஞ୷ସକଅ
ଋୀଏૐ୭୳୷உଂரୣ୫୩ତෂ᷈ᄰ
ൔᚥଏୁଡକଙଜ୵୷ୣଏୁଞૺᗍ࿐ଡଙ
କଟଉମᮈଏୁଞૺତଁ᭮ୈଏૐ
ねらい
ய୳ர୷ତෂ᷈ᄰଡଚૺଜᝋୀ୳ர୷
ତ౸ૺዎଡଚૺଜᤰ૾ୁૐ
யଵଠଝᅽᬰୈૺ᭮ૼૐ

＜えがお新聞発行責任者＞ 管理者：川瀬千広 児童発達支援管理責任者：高見 舞

