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〒226-0025 横浜市緑区十日市場町８０３－２ 
第一サンワードビル２F 

Tel.  ０４５－９８９－３５０１ 
Fax. ０４５－９８９－３５０２ 
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まだ続くコロナ禍で新学期が始まりました。新型、変異型と日々の情報も変化しています。 

フトゥーロでも引き続き、消毒、換気など気を引き締めて取り組んで参ります。保護者の方も事前 

の検温、手指の消毒、建物内に極力留まらないなど、今後もご協力をお願いします。 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓	

 	

 

!"#$%&'()*+,-./01234

56789:;<=>?@A=BC8D!E=F4

*GH(!I*'HJAK)=@8DLL

M4NOPQ;R4STUJ=VLWXYST

Z[\L]^YSTZ[\L_I*'HJSTZ[

\LJ7C`a4bc4def9gH)hDLWFi

jk4lCm(nHop@NOqrstmuTV:

7@H(!vwtmNOqnHxhy(!z{|}~i

j�{J7C�J�A���pZ�J�gH)hDL]

F;�4NOq�Sm=V�?YHST@H(!��

'��q�ZJKm�CyA(��[\J��p

Z�J�gZA=BCDL_FNOq�Q=V�G

a�@ H ( !��=@ H h ZyA�� � � �

j{� � � � z{�J& pZ¡CAhD!7¢p

�9£¤}¥lY¦7V7Z�J9§)=7 �A

h9(!Wm¨©9oHhªZJ(MF«p¬?V=

)7!]'!_��TYZ¡CAhD!�pF¥®¯

M4°±J=VlY���pV7)hD!²³qo

phªZJ�Q4´µq¶T(²³4·¸¹º»

¼mZ¡CAhDL

$mZ¡CAhDL

W'!]4yq½¾tm¿ÀhZmF!_9Á#

mH)hD!ÂÃmI{?J=V7ZCÄmÅ=hªm

FÆÇÈAh9！ÉST9ÊKxV(!;�4ËÌ

q�SmhZST�Í8*AYZ=(!ijk4½¾

t�7U�Îa�Ïp¡CAhD!ÐÑÒQÓÔ

4ÕÖm7Ï=@:×�*9(z{|}~ij�{9

Ø8?@:Ù�*4�¾4��qÚ7VÛÜÝ4

�ÞßqÁKYhZ4Fà=YV�(!�Þß4á4

NO4â=Uqãähp�77*Ahå！æJ:

?=ç?V3�7)=@D!¡4èHAhD!é=ê�C

Jë¢m(ÄB?JìÃqíTVSTZîï9gZ

U>Jð7)=@D�����j{����z{�

qñòó�ëZmF(ô{õ{qö*A¯��r÷(

øùz{qúG9ÏûC(ü=7�JqýþhZ(

ÿ@hÏ!"q#*>H:$q%C&4'H(

=4�Þ�l7¡CAhDL

Á)�Ù&��á*mI*'H+,-qJH@7�

4AhåDL

適度なぼんやりが大事！ 
フトゥーロ 所長 安住 ゆう子 

 



	

	 ●	 実践報告 3５	●	

大脳前頭前野の成長を目指す！「協力ピタゴラスイッチ製作」	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 スタッフ	 安住	 ゆう子	
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 	〜 ゲームの説明します！③ 〜  
ゲーム機・スマホ・PC 

使用のルールについて 
～ 親もよく知ろう ～ 

 
 

～５～ 

おうちでもできる 

ぜひやってほしい運動① 〜幼児編〜 
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① ダンゴムシ  
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② お父さん・お母さん木登り  
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久里浜医療センター
で紹介されているそ
の他のポイントや詳
細については右の
QRコードより、どな
たでも閲覧が可能で
す。気になる方はぜひ
ご参照ください。  

 

 



●卒業生にインタビュー＜２２＞●  

就職は簡単じゃない 
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＊Ａくんの現在……     
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＊義務教育の時期……     
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＊高校の頃……     
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＊現実は厳しい……     
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新装開店！ 便利ツール紹介します！① 
 
“ 楽々かあさん公式ＨP ”  
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!"#$%&'  年度 号 
           発行日  2021年 5月 27日 

発行所  NPOフトゥーロ LD発達相談センターかながわ  
〒226-0025	 横浜市緑区十日市場町803-2	 第一サンワードビル２F	

	 Tel.	045-989-3501	 	 Fax.	045-989-3502	 ホームページ	 http://www.futuro.or.jp 

◉ 新年度の書類の提出、QRコードでの登録をお願いします  
	
 提出書類をまだお手持ちの方、捺印忘れで再提出をお願いしている方は至急提出をお願いします。

また、申し込み書類を提出していただいた方も二度手間で申し訳ありませんが、QR コードでの登

録もお願いします。QRコード登録ができない方は担当者にその旨をお知らせ下さい。 
 
◉ 夏の単発プログラムのご案内   
	
	１年ぶりにサマースクールとアセスメントパッケージを行います。取り組む内容や検査の種類や
時間割はパンフレットに詳細を掲載しました。パンフレットは担当スタッフからお受け取り下さい。 
 
❶ 学習サマー（３日間連続）：対象は小学１～４年生 
8/17(火)～19(木) 10:00～12:10 ／費用 20,000 円 ／締め切り 8/3(火) 

❷ スタディスキル＆ソーシャルスキルサマー（３日間連続）：対象は小学１～４年生 
8/17(火)～19(木) 10:20～13:20 ／費用 20,000 円 ／締め切り 8/3(火) 

❸ 学習指導や支援に役立つアセスメントパッケージ（２日間）：対象は小学１年生～中学３年生 
１期：8/３(火)～４(水) ２期: 8/５(木)～６(金) 

／費用 35,000 円(３種の検査費用＋報告書代) ／締め切り 7/27(火) 

Ａくんとの新年度初の指導日、フトゥーロに
はまだ子ども達の姿もチラホラで、この日は
一緒に活動する予定のお友達もいないスター
トとなりました。そこで、指導者と二人だけ
の初回は楽しい工作をしようと準備をバッチ
リ整えて臨みました。ところが、どうも落ち
着きません。書く文字は迷宮に迷い込んだよ
うな幾何学模様。工作も説明と違うことをや
り始めます。しばらく様子を見てから、今日
は工作はやめておこうかと声を掛けてみまし
た。２度、３度……。すると、「やりたくない
わけじゃないんだけど、できない」と。その日
は大型の助け船を出して、共同制作で円盤を
仕上げました。その後、指導が２回３回と進
む 

スタッフが見つけた！	

	 ★子どもたちのキラリ〜ン★	 	
むにつれて、今まで以上に成長した姿を見せて
くれるようになりました。 
3 年生になった A くんは、集団の場で自分の思
いを声にすることが苦手ですが、幼児期からの
積み重ねとご家庭の大きな支えがあって力をつ
けてきました。それでも、新年度は見通しがもち
にくく緊張が高まる場面も多く、ざわざわと落
ち着かない雰囲気の不安や疲労は想像以上でし
ょう。これを自分で意識し、ことばにするのは難
しいことかと思います。この日、やりたい気持ち
はあるけれど、でも自分ではどうにもコントロ
ールできないことを伝えてくれた A くんの成長
はキラキラのキラリンでした。 

     （スタッフ 早坂 美奈子） 


