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夏休み明け直前での夏休み延長、始まっても１日おきの登校、ついに本格的に始まったタブレットでの 

家庭学習。お子さんもご家族も毎日の変化についていくのが大変では とお察ししています。せめてお子 

さんがフトゥーロにいる時間は、ご近所でコーヒーでも飲んでちょっと気分転換なさって下さい♪ 
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リスペクトできる気持ち 
フトゥーロ 所長 安住 ゆう子 
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成人銀河サークルの活動	
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 	〜 ゲームの説明します！④ 〜  
桃太郎電鉄 

～ 昭和 平成 令和 も定番！ ～ 

～５～ 

おうちでもできる 

ぜひやってほしい運動② 〜低学年〜 
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① 電池ロボット  
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② 身体探検  
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●卒業生にインタビュー＜番外編＞●  

夏の特別プログラム 
～ ホームカミング・学習・ソーシャルスキル ～ 
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便利ツール紹介します！ ② 
 
“ ひらがなトレーニング ”  
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このアプリは iPad の App Store でのみ ご利用に
なれます。 

¥730- 

音韻認識力をはぐくむ！ ひらがなトレーニング on the App Store

apps.apple.com 1200×630

サイトにアクセス
画像は著作権で保護されている場合があります。

音韻認識力をはぐくむ！ひらがなトレーニング

ウェブ 画像 動画 知恵袋 地図 リアルタイム ニュース 一覧 ゲストさん ログイン- 検索設定

ひらがな 学習 - Amazon.co.jp

人気商品がお買い得価格で登場。Amazon Primeなら、対象商品は配送料
無料。 お祝い用Amazonギフト券・FireTVで動画音楽を楽しむ・さら…
ポイントが貯まる。

広告 www.amazon.co.jp/

療育プログラム7,000点 - 放課後等デイサービス向け教材

プログラムの狙いや事前の準備が記載されているのでわかりやすい！ 放
課後等デイサービス向け教材が7,000点も！未就学から中高生まで使え…
特別支援プログラム。 実践動画で解説・知りたい情報盛りだくさん・種
類豊富な教材アイテム・幅広いカリキュラム。

広告 kyozai.h-navi-biz.jp/

サイズ：すべて 色：すべて 種類：すべて 時間：期間指定なし テキスト：オン

検索

音韻認識力をはぐくむ！ ひらがな
トレーニング」をApp Storeで
apps.apple.com

音韻認識力をはぐくむ！ ひらがなトレー
ニングを App Store で
www.pinterest.jp

音韻認識力をはぐくむ！ ひらがなトレー
ニング on the App Store
apps.apple.com

読み書きが苦手な子ども”のための
ひらがな習得アプリ「音韻認識…
を ...www.value-press.com

～７～ 

音韻認識力をはぐくむ！ 
ひらがなトレーニング 

 

● スタッフの紹介 ● 
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● フェスティバルに中止について ● 
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● 新刊のご案内 ● 
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NPO全国 LD親の会 
・安住ゆう子$ $%$$
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           発行日  2022年 10月 4日 
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◉ 学童以上の方へ「コロナお休み」対応の終了   
	
緊急事態宣言解除に伴い、10/1(金) からは「コロナお休み」（指導料６割の返金）対応

を一旦終了させていただきます。 

＊ご本人が新型コロナウイルスに罹患した場合／ 陽性反応が出た場合 ／ ご本人は元気

でもご家族に陽性反応があった場合／ご本人または同居しているご家族何れかに発

熱が認められた場合など、８月22日付けでお渡ししている手紙に記載している

お休みのお願いに変更ありません。今一度ご確認ください。 
 

◉ ３密回避へのご協力ありがとうございます   
	
毎回のマスク着用、ご自宅でのご本人及び同伴者の検温、手指消毒、指導開始後建物外

へ出ていただくなど、コロナ対策へのご協力 ありがとうございます。スタッフも指導前

後に使用物の消毒、指導中の換気などを続けています。皆様も今後ともご協力をよろしく

お願いいたします。 
 

ほのぼの元気いっぱいな低学年のグループ

に入って５ヶ月。先日とてもかわいい場面が

ありました。その日は親子でキックボーリン

グ対決をし、３回戦行うことになっていまし

た。事前の話し合いで、リーダーの先生が「け

る順番はどうしよう？ みんなで話し合って

決めてくれる？」と投げかけると、その日出

席していたＡ君、Ｂちゃん、Ｃ君が、Ａ君の周

りにイスを持って集まりました。するとＡ君

は「Ｂちゃんは何番がやりたいですか？」と

手のひらを丸くしたマイクをそっとＢちゃん

の方に向けました。するとＢちゃんは「一番

がやりたいです！」と。それを聞いたＡ君は

今度はＣ君にマイクを向けて聞くと、Ｃ君は

「 

スタッフが見つけた！	

	 ★子どもたちのキラリ〜ン★	 	 「ぼくも一番がいいです！ジャンケンで決めた
らいいと思います。」と。するとＡ君は「ぼくは

何番でもいいので、２人でどうぞ。」と。二人は

ジャンケンして順番を決めました。そのあと２

回戦目を決める時、Ｃ君がすっと手を挙げて「反

対回りがいいと思います！」と提案し、２人も

「それいい！」と賛同。 

そして３回戦目を決める時、今度はＢちゃんが

「Ｃ君が一番をやっていないから一番をやるの

はどう？」と提案すると「うんうん！」と快諾。

子どもたちだけの優しいやり取りに、ただただ

感動でした。お友達を大切に考えながら、自分の

気持ちを伝えていた子ども達はとっても輝いて

いました。     （スタッフ 高橋 志帆） 


