
① 9:00

主活動 クリスマス製作 ② 10:30

目的
手順の理解

季節行事への興味
③ 14:30

④ 16:00

備考欄

主活動
クリスマスリース作り
（ビジターセンター）

① 9:00

目的
親子の関わり
手順の理解 主活動 リズム遊び ② 10:30

時間 10：00～12：00 目的
ルールの理解
遊びの共有

③ 14:30

④ 16:00

備考欄 備考欄

主活動 お正月風ハーバリウム作り
サポートブック作成会

① 9:00

目的 親子の関わり
手順の理解 主活動 年賀状製作 ② 10:30

時間 9：30～11：30 目的
季節行事への関心

手順の理解
③ 14:30

個別療育 13:30 ④ 16:00

個別療育 15:00

備考欄 備考欄

主活動 クリスマスケーキクッキング
サポートブック作成会

① 9:00

目的 親子の関わり
手順の理解 主活動 ジャンボワークゲーム ② 10:30

時間 9：30～11：30 目的
指示理解

遊びの共有
③ 14:30

④ 16:00

備考欄 備考欄

主活動
セレクトお正月遊び
お餅を食べよう

目的 公共の場でのマナー 主活動 お正月遊び

時間 9：30～11：30 目的
指示理解

遊びの共有

個別療育 13:00

個別療育 14:30

備考欄

12月 様 あそびぃえーす　児童発達支援事業
年少児利用予定表

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

個別療育 個別療育 年少児単独療育 個別療育 個別療育

6 7

④ 15:30 ④ 16:00 ④ 16:00

14

備考欄

備考欄

備考欄

備考欄 備考欄

16:00 ④

家族療育 個別療育 個別療育 年少児単独療育 個別療育 個別療育

8 9 10 11 12 13

行　 ・　 帰

備考欄

16:00

15 16 17 18 20

個別療育 14:30

備考欄 備考欄

個別療育 16:00

④ 15:30 ④ 16:00 ④ 16:00

21

個別療育 個別療育 年少児単独療育 個別療育 個別療育

19

備考欄 備考欄 備考欄

④ 15:30 ④ 16:00 ④

28

個別療育 個別療育 年少児単独療育 個別療育

23 24 25 26 27

個別療育 14:30

備考欄 備考欄

16:00

29 30 31 1 2 3

個別療育 16:00

5 6 7 8

家族療育 個別療育 個別療育 年少児単独療育

裏面を必ずご覧ください。

④ 15:30 ④ 16:00

備考欄 備考欄

行　 ・　 帰

個別療育 16:00

行　 ・　 帰

個別療育 16:00

行　 ・　 帰

個別療育 16:00

4

備考欄

個別療育家族療育

22

家族療育

④ 15:30 ④

備考欄

備考欄

行　 ・　 帰

予約について

・11月25日（月）6時～11月28日（木）までがご予約の受付期間とな

ります（グループ療育、個別療育、家族療育）

予約方法として、基本的に予約受付期間中のあそびぃえーす利用時に連

絡帳に挟む方法やＦＡＸ、もしくは、

メール、予約管理システムでのご予約とさせていただきます。なお、FAX

やメールの際は必ずお子様の名前をご明記ください。

・グループ療育・運動遊び療育を利用されている方は、必ず月1回個別療

育のご予約をお願い致します。

その際、印鑑をご持参ください。

12/29～1/4まで年末年始の為閉所となっております。閉所期間中の為予約の変

更等がありましたら1/5からのご連絡お願いします。



平日単独療育主活動内容について

クリスマス製作
前週で行うぐるぐる毛糸で製作したもを生かし、クリスマスにちなんだ製作を行います。手順の理解や、
季節の行事を楽しむ事にアプローチしながら支援します。

家族療育について

＜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。

リズム遊び 楽器に触れながら、モデルを真似る事で、注目する事や楽器を楽しむ事を支援していきます。

年賀状製作
お正月に届くように年賀状を作成します。手順の理解や、書字・季節の行事への興味を促せるように政策
を通して支援を行います。

ジャンボワークゲーム
マッチングやプットイン等個別療育で見覚えのある教材を大きくし、グループで行う遊びを行います。遊
びの共有や、達成感を味わえるように支援します。

8日 【クリスマスリース作り】
時間：10：00～12：00

南阿蘇ビジターセンターに自然物を使ってクリスマスリースを作る予定です。家族で作ることを楽しんだり、自然物に興味をもったり、

一緒に作る中での関わりを支援します。※南阿蘇ビジターセンターに現地集合でお願い致します。

15日 【お正月風ハーバリウム作り】
時間：9：30～11：30

お正月風のハーバリウムを製作します。家族で作ることを楽しんだり、一緒に作る中での言葉のかけ方や、褒めるポイントタイミング

について支援します。※家族療育終了後に年長さんの保護者様向けにサポートブック作成会を行います。是非ご参加ください。

22日 【クリスマスケーキ作り】

毎年恒例となったクリスマスケーキ作りを行います。家族で作ることを楽しんだり、一緒に作る中での言葉のかけ方や、褒めるポイントタイミング

について支援します。※家族療育終了後に年長さんの保護者様向けにサポートブック作成会を行います。是非ご参加ください。

時間：9：30～11：30

1月5日【セレクトお正月遊び・お餅を食べよう】 時間：9：30～11：30

お正月の遊びを家族で選択して取り組みます。ルールの理解や、選択時の気持ちの折り合いの受け方や、言葉のかけ方や、褒めるポイントタイミング

について支援します。活動の後はお餅料理を皆さんで一緒に食べましょう。
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