
主活動 ぷにぷに石鹸作り

目的
手順の理解

道具の使い方
感触を楽しむ

10:30

13:30

15:00

① 9:00 ① 9:00

主活動
ならんで聞こう
（集会にむけて）

② 10:30 ② 10:30 主活動 グループゲーム

目的 就学に向けて ③ 14:30 ③ 14:30 目的
ルールの理解
遊びの共有

個別療育 15:30 ④ 16:00 ④ 16:00

備考欄

① 9:00 ① 9:00

主活動 時間を守ろう
（昼休みの過ごし方）

② 10:30 ② 10:30 主活動 あそびぃ～んピック 主活動 いちご狩りに行こう

目的 就学に向けて ③ 14:30 ③ 14:30 目的
指示の理解

ボディイメージ 目的 公共でのマナー
気持ちの切り替え

個別療育 15:30 ④ 16:00 ④ 16:00 10:30

13:30

備考欄 15:00

主活動 すのこトントン♬
（親子製作）

① 9:00 ① 9:00

目的 親子の関わり
手順の理解 主活動 時間を守ろう

（昼休みの過ごし方）
② 10:30 ② 10:30 主活動 売り物を作ろう 主活動 ヨーヨーを作ろう

時間 10：00～12：00 目的 就学に向けて ③ 14:30 ③ 14:30 目的
手順の理解

道具の使い方 目的
手順の理解

道具の使い方
遊びの共有

10:30 個別療育 15:30 ④ 16:00 ④ 16:00 10:30

13:30 13:30

15:00 備考欄 15:00

① 9:00 ① 9:00

主活動 クッキング ② 10:30 ② 10:30 主活動 お店屋さんごっこ 主活動 チロリン村へ行こう

目的 公共でのマナー
気持ちの切り替え ③ 14:30 ③ 14:30 目的

買い物の経験
手順の理解 目的 公共の場でのマナー

買い物の経験

10:30 ④ 16:00 ④ 16:00 10:30

13:30 13:30

15:00 備考欄 15:00

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

行　 ・　 帰

個別療育

終日単独療育

1

2 3 4 5 6 7

午後　年長児単独療育
（希望者）

個別療育 個別療育 個別療育
年長児単独療育

（波野・坂梨・尾ケ石・宮地・中央幼・黒
川・乙姫）

行　 ・　 帰

備考欄 備考欄 備考欄

8

行　 ・　 帰

15

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）
個別療育 個別療育

年長児単独療育
（波野・坂梨・尾ケ石・宮地・中央幼・黒

川・乙姫）

9 10 11 12 13 14

終日単独療育

備考欄 備考欄 備考欄

個別療育

行　 ・　 帰

行　 ・　 帰 行　 ・　 帰

22

家族療育 午前　年長児単独療育
（内牧・山田・赤水・尾ヶ石・永草・乙姫）

個別療育 個別療育 個別療育

16 17 18 19 20 21

個別療育

年長児単独療育
（波野・坂梨・尾ケ石・宮地・中央幼・黒

川・乙姫）

終日単独療育

29

備考欄

23 24 25 26 27

個別療育 個別療育

備考欄 備考欄

16:00

終日単独療育

行　 ・　 帰 行　 ・　 帰

終日単独療育 個別療育 個別療育 個別療育
年長児単独療育

（波野・坂梨・尾ケ石・宮地・中央幼・黒
川・乙姫）

個別療育 16:00備考欄

個別療育 個別療育

備考欄 備考欄

裏面を必ずご覧ください。

行　 ・　 帰

行　 ・　 帰

個別療育 16:00

個別療育 16:00

備考欄

行　 ・　 帰

個別療育

16:00

備考欄

行　 ・　 帰

個別療育 16:00

個別療育 16:00

28

予約について

・1月25日（土）7時～1月28日（火）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。 受付：

転記：



様々なサーキットを通して、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
して勝ち負けや、気持ち、場面の切り替えを支援します。

売り物を作ろう
次週行うお店屋さんごっこの商品を作っていきます。手順の理解や指先の使い方（微細運動）等へのアプ
ローチ、道具の使い方の支援を行います。

お店屋さんごっこ
前週作ったものを使用しお店屋さんごっこを行います。ごっこ遊びを通して、買い物の経験や、自分で選ぶ
力、買い物時のやり取りを支援していきます。

平日単独療育主活動内容について

グループゲーム ルールのある集団での遊びを通して、指示の理解や遊びの共有を促し、楽しみながら支援します。

持ってくるもの
・お弁当　・水筒・帽子
・着替え・連絡帳・ハンカチ

家族療育について

クッキング(カレー） 学校給食をイメージして支援を行います。
持ってくるもの
・白ご飯・水筒・帽子・エプロン
・三角巾・着替え・連絡帳
・ハンカチ

チロリン村へ行こう
単独グループ療育の経験を活かし、実際に買い物に出かけます。財布に１００円玉を
持参してください。

持ってくるもの
・弁当・水筒・帽子
・着替え・連絡帳
・ハンカチ・財布・１００円玉

いちご狩りへ行こう
やっと見つけたとっておきのいちご畑へ行き、いちご狩りを行います。指示の理解
や、公共の場でのマナー、気持ちの切り替えを支援を行います。

あそびぃ～んピック

＜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。調整できる場合が
ございます。

※終日単独療育利用の際には、歯ブラシ・コップを持たせて下さい。昼食後に歯磨きの支援を行います。

持ってくるもの
・お弁当　・水筒・帽子
・着替え・連絡帳・ハンカチ

ヨーヨー作り
手順書を使用しペットボトルのキャップでヨーヨーを作っていきます。手順の理解や
指先の使い方（微細運動）等へのアプローチ、道具の使い方の支援を行います。

持ってくるもの
・お弁当　・水筒・帽子
・着替え・連絡帳・ハンカチ

ならんで聞こう（集会）
（就学に向けて）

全校朝会や学校行事に向けて、小集団で話を聞く経験を行っていきます。事前の約束や、並び方（５０音
順、身長順、生年月日順）を視覚的なツールを使用しながら支援していきます。

時間を守ろう（昼休み）
（就学に向けて）

就学後の昼休みの過ごし方向けて、３０分の使い方を支援していきます。チャイムでの切り替えや、事前の
約束を行いながら支援していきます。

終日単独療育について

ぷにぷに石鹸作り
手順書を使用しながら手作りの石鹸を作ります。手洗いへの興味関心、感触系へのア
プローチを行うことで楽しみながら活動に取り組み、支援していきます。

2月16日【すのこトントン♬（親子製作）】
時間：10：00～12：00

すのこを使い、簡単な収納用の棚を作ります。製作を通して、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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