
主活動
セレクトお正月遊び
お餅を食べよう

① 9:00 ① 9:00

目的 公共の場でのマナー 主活動 指書道 主活動 お正月遊び ② 10:30 ② 10:30

時間 9：30～11：30 目的 45分の授業に向けて 目的
指示理解

遊びの共有
③ 14:30 ③ 14:30

個別療育 13:00 個別療育 15:30 ④ 16:00 ④ 16:00

個別療育 14:30

備考欄

① 9:00 ① 9:00 ① 9:00

② 10:30 主活動 セレクト餃子 主活動 だるまさんがかくれた ② 10:30 ② 10:30 主活動 羽子板を作って遊ぼう

③ 14:30 目的
手順の理解

手先の際微細
食への興味

目的
指示の理解

ボディイメージ
折り合いのつけ方

③ 14:30 ③ 14:30 目的
手順の理解

道具の使い方
遊びの共有

④ 16:00 ④ 16:00 ④ 16:00

備考欄

① 9:00 ① 9:00

主活動 この数字どこ行った？
(算数) 主活動 冬を探そう ② 10:30 ② 10:30 主活動 ダンボールかまくら作り

目的 45分の授業に向けて 目的
季節への関心
遊びの共有

③ 14:30 ③ 14:30 目的
手順の理解

道具の使い方
遊びの共有

個別療育 15:30 ④ 16:00 ④ 16:00

備考欄

主活動 ファミリー巨大すごろく ① 9:00 ① 9:00

目的 親子の関わり
手順の理解 主活動 この数字どこ行った？

(算数) 主活動 節分製作 ② 10:30 ② 10:30

時間 10：00～12：00 目的 45分の授業に向けて 目的
指示理解

遊びの共有
③ 14:30 ③ 14:30

10:30 個別療育 15:30 ④ 16:00 ④ 16:00

13:30

15:00 備考欄

個別療育 個別療育

行　 ・　 帰 行　 ・　 帰

午後　年長児単独療育
（波野・坂梨・ひかり・宮地・古城・

中央幼・黒川）

備考欄

備考欄 備考欄 備考欄

個別療育 個別療育 個別療育

④ 16:00

16:00

19

年長児単独療育
（赤水・永草・内牧・山田・ひかり・古城）

20 21

個別療育

午前　年長児単独療育
（内牧・山田・赤水・尾ヶ石・永草・乙姫）

年長児単独療育
（赤水・永草・内牧・山田・ひかり・古城）

行　 ・　 帰 行　 ・　 帰

備考欄 備考欄

④ 16:00

備考欄

2524

個別療育 終日単独療育

行　 ・　 帰

備考欄

18

終日単独療育

行　 ・　 帰

個別療育

12 13 14 15 16 17

終日単独療育 年長児単独療育
（赤水・永草・内牧・山田・ひかり・古城）

個別療育 個別療育

備考欄

個別療育 16:00

家族療育

備考欄

行　 ・　 帰

10 11

年長児単独療育
（赤水・永草・内牧・山田・ひかり・古城）

個別療育 個別療育 個別療育

④ 16:00

8 9

4

5 6 7

1

様 あそびぃえーす　児童発達支援事業
年長児利用予定表

日 月 火 水 木 金 土

2 3

午後　年長児単独療育
　　（希望者）

行　 ・　 帰

備考欄 備考欄

個別療育

16:00

行　 ・　 帰

個別療育

行　 ・　 帰

備考欄

備考欄 備考欄

④ 16:00

備考欄

22 23

備考欄

3130

備考欄

備考欄

26 27 28 29

裏面を必ずご覧ください。

家族療育

個別療育 16:00

個別療育

予約について

・12月22日（日）7時～12月25日（水）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。

冬休み期間中の１月８日までのご予約は、

先月の予約時に入れて頂いています。

９日以降のご予約を入れて頂きますよう

お願い致します。

受付：

転記：



終日単独療育について

お正月遊び
お正月(福笑い・かるた・凧揚げ等）の遊びを通して、指示の理解や体の使い方や体のイメージへのアプロー
チを行いながら遊びを通して支援します。

この数字どこ行った？(算数)
(就学に向けて)

自分で具材（ウインナー、ミートボール、野菜等）を選んで包んでいきます。手先へ
のアプローチや食への興味を促していきます。セレクト餃子作り

持ってくるもの
・白ご飯　・水筒・帽子
・着替え・連絡帳・ハンカチ

だるまさんがかくれた

節分製作
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。

羽子板を作って遊ぼう
お正月の遊びの羽子板を手順書を使いながら作って遊びます。手順の理解や道具の使
い方を支援します。

持ってくるもの
・お弁当　・水筒・帽子
・着替え・連絡帳・ハンカチ

持ってくるもの
・お弁当　・水筒・帽子
・着替え・連絡帳・ハンカチ

就学後の算数に向けて、数や数字を取り入れた活動を行います。宝探しをしていきながら数や数字への興味
を促し理解へ繋げます。

＜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。

※単独グループ療育、運動遊び療育、家族療育と個別療育の同一日の利用はできませんので、予約時にご注意く
ださい。
尚、個別療育の予定が合わなかった場合や、予約システムで空きがなかった場合はご連絡下さい。調整できる場

「だるまさんがころんだ」をアレンジした、かくれんぼを行います。鬼の掛け声をよく聞いて、自分の身体
を隠したりしながら、ボディイメージの理解につなげていきます。また、ルールの理解や勝ち負けに対する
折り合いのつけ方についての支援を行っていきます。

冬を探そう
あそびぃえーす周辺の冬を見つけます。季節の変化を目や体で感じながら散策します。又、集団で歩くこと
や交通ルールの支援を行います。

ダンボールかまくら作り
ダンボールを使い大きなかまくらを製作します。遊びの共有や、道具の使い方を支援
します。

家族療育について

平日単独療育主活動内容について

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。

1月26日【ファミリー巨大すごろく】 時間：10：00～12：00

お正月に遊すごろくを大きく作り家族皆さんで遊んびます。すごろくの中のお題を話し合いを通して決めることや、ルールの理解や、勝ち負けの気持ちの折り合いの付けや

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。
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