
① 9:00

② 10:30 主活動 恵方巻き作り

③ 13:30 目的
エプロン、三角巾の着脱

手順の理解

④ 15:00

⑤ 16:30

備考欄 備考欄

主活動 あそびぃ豆まき ① 9:00 ① 9:00

目的
季節の行事を
親子で楽しむ

主活動 ゲーム（技巧走） ② 10:30 主活動 製作（お弁当） ② 10:30 主活動 いちご狩り

時間 9：30～11：30 目的 指示を聞いて行動する ③ 13:30 目的 図工に向けて ③ 13:30 目的 公共の場のマナー

個別療育 14:30 13:30 ④ 15:00 個別療育 16:30 ④ 15:00

15:00 ⑤ 16:30 ⑤ 16:30

16:30 備考欄 備考欄 備考欄

主活動
クッキング

（バレンタインデー）
① 9:00 ① 9:00 ① 9:00

目的
自分で作った

達成感を感じる
主活動 ゲーム（技巧走） ② 10:30 主活動 製作（お弁当） ② 10:30 ② 10:30

時間 9：30～11：30 目的 指示を聞いて行動する ③ 13:30 目的 図工に向けて ③ 13:30 ③ 13:00

個別療育 14:30 13:30 ④ 15:00 個別療育 16:30 ④ 15:00 ④ 14:30

15:00 ⑤ 16:30 ⑤ 16:30

16:30 備考欄 備考欄

① 9:00 ① 9:00 ① 9:00

② 10:30 主活動 お楽しみ製作 ② 10:30 主活動 配膳 ② 10:30

③ 13:00 目的
手順

道具の使い方
③ 13:30 目的 給食に向けて ③ 13:30

④ 14:30 13:30 ④ 15:00 個別療育 16:30 ④ 15:00

15:00 ⑤ 16:30 ⑤ 16:30

16:30 備考欄 備考欄

受付

転記

① 9:00 確認

主活動 お楽しみ製作 ② 10:30 主活動 配膳

目的
手順

道具の使い方
③ 13:30 目的 給食に向けて

13:30 ④ 15:00 個別療育 16:30

15:00 ⑤ 16:30

16:30 備考欄

裏面を必ずご覧ください。
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2月 様 あそびぃ　児童発達支援事業
年長児利用予定表

日 月 火 水 木 金 土

個別療育

1月26日～1月30日までに利用の申し込みをお願いします。

【予約受付】

メールアドレス：asora4122@gmail.com

ＴＥＬ：0967-62-8088

ＦＡＸ：0967-62-8077

ホームページ 予約システム
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恵方巻き作り
季節の行事に親しむことができるよう恵方巻き作りを行
います。役割分担をすることで他児との協調性、また後
片付け等の支援を行います。

お弁当（恵方巻きを作りますので、おか
ずのみで構いません）
水筒、着替え、ハンカチ
連絡帳、歯ブラシセット

いちご狩り

いちご狩りへ出かけることで公共の場でのマナーの理解
につなげ、また終わりの切り替えができるよう支援を行
います。午後からはとってきたいちごでいちご大福を作
ります。

お弁当、水筒、着替え、ハンカチ
連絡帳、歯ブラシセット

ご案内

＜個別療育について＞
ご家庭の都合にできるだけ合わせられるように、平日の個別療育の枠を増やしておりますので毎月必
ず入れていただきますようお願い致します。その中で、就学に向けての話しやグループ療育の様子な
どをお伝えしていきます。
受給者の更新があった方は、個別療育時に受給者証を持ってきていただきますようよろしくお願いし
ます。

※カラーの利用予定が見られたい方は、予約システムよりご覧下さい。

※受給者証の支給量をご確認後、ご利用を入れていただきますようお願い致します。

家族療育について

お楽しみ製作
手順書を見て、手順を把握することや、道具の使い方について支援を行います。手順書を見て作ること
で、一人でできた達成感を感じ、自信につなげていきます。
また、指先の使い方（微細運動）等のアプローチ、道具の使い方の支援を行います。

終日単独療育について

活動 目的 準備物

製作（お弁当） 図工をイメージして製作を行います。４５分間着席をして製作ができることを目的とし、話をする人への
注目や分からない時の対応方法について支援を行います。

配膳
製作（お弁当）で作ったものを使って、給食をイメージし配膳を行います。１列に並んで待つこと、箸や
トング等の道具の使い方、お盆の上の皿の並べ方の支援を行います。また、給食エプロンの着用の仕方
や、畳方等も支援を行います。

平日単独療育主活動内容について

技巧走
帽子、手袋、上着などの衣服を用意して、スタッフが指示したものを記憶し、途中で指示された衣服を着
てリレーを行います。指示の理解や記憶ができるか、他児と協力して参加ができるよう、また勝ち負けの
支援を行います。

3日【あそびぃ豆まき】

目的

・楽しんで参加できる

・親子の関わりを楽しむ

時間：9：30～11：30
持ってくるもの：連絡帳、ハンカチ、着替え、タオル、水筒

ご予約の際は、お早めにご予約ください。

２月３日の節分に合わせて豆まきを行います。

季節の行事に親しみながら、親子で楽しんでいただけたと考えております。その中で、話の聞き方や終わりの切り替えな

ど本人に合った関わりを保護者の方と検討していきます。

１0日【クッキング】

目的

・手順の理解ができる

・親子で作り、達成感を感じることができる

時間：9：30～11：30
持ってくるもの：連絡帳、ハンカチ、着替え、タオル、水筒

エプロン、三角巾

バレンタインデーにちなんで、生チョコづくりを行います。

手順書を見ながら自分で作ることで達成感を感じることができるよう、言葉のかけ方等を保護者の方と検討していきます。
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