
① 9:00 ① 9:00

主活動 ランドセルの整理 主活動 パズル探検 ② 10:30 主活動 パズル探検 ② 10:30

目的
ランドセルの使い方

荷物の整理
目的

他児との関わり
協調性

③ 13:30 目的
他児との関わり

協調性
③ 13:30

時間 13:00～15：00 時間 9：30～11：30 ④ 15:00 時間 9：30～11：30 ④ 15:00

⑤ 16:30 ⑤ 16:30

備考欄 備考欄

① 9:00 ① 9:00

主活動 かさの使い方 主活動 片栗粉遊び ② 10:30 主活動 片栗粉遊び ② 10:30

目的
登下校

交通ルール
目的

感触遊び
手順の理解

③ 13:30 目的
感触遊び

手順の理解
③ 13:30

時間 13:00～15：00 時間 9：30～11：30 ④ 15:00 時間 9：30～11：30 ④ 15:00

⑤ 16:30 ⑤ 16:30

備考欄 備考欄

主活動 父の日製作 ① 9:00 ① 9:00

目的 親子の関わりを楽しむ 主活動 掃除 主活動 製作（てるりんピック） ② 10:30 主活動 製作（てるりんピック） ② 10:30

時間 9:30～11：30 目的 就学に向けて 目的
手順・天気の理解

指先の使い方
③ 13:30 目的

手順・天気の理解
指先の使い方

③ 13:30

時間 13:00～15：00 時間 9：30～11：30 ④ 15:00 時間 9：30～11：30 ④ 15:00

① 13:00 ⑤ 16:30 ⑤ 16:30

② 14:30 備考欄 備考欄

① 9:00 ① 9:00 ① 9:00

② 10:30 主活動 引き出しの使い方 主活動 しゃぼん玉 ② 10:30 主活動 しゃぼん玉 ② 10:30 主活動 製作（バスボム作り）

③ 13:00 目的 座学に向けて 目的
口の周りの動かし方

順番を守る
③ 13:30 目的

口の周りの動かし方
順番を守る

③ 13:30 目的
手順の理解

指先の力の入れ方

④ 14:30 時間 13:00～15：00 時間 9：30～11：30 ④ 15:00 時間 9：30～11：30 ④ 15:00 時間 9:30～15：00

⑤ 16:30 ⑤ 16:30

備考欄 備考欄

主活動 着替え 主活動 音あそび

目的
身辺自立
整理整頓

目的
道具の貸し借り
リズムを知る

時間 13:00～15：00 時間 9：30～11：30

受付

転記

確認

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

28 29 30

午後 年長児単独療育
（希望者）

年長児単独療育（白水・その他）

裏面を必ずご覧ください。

行　 ・　 帰

備考欄 備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

27

個別療育
午後 年長児単独療育

（希望者）
年長児単独療育（白水・その他） 個別療育 年長児単独療育（長陽・久木野） 個別療育 終日単独療育

21 22 23 24 25 26

個別療育

行　 ・　 帰

備考欄

18 19 20

家族療育
午後 年長児単独療育

（希望者）
年長児単独療育（白水・その他） 個別療育 年長児単独療育（長陽・久木野） 個別療育

14 15 16 17

行　 ・　 帰

備考欄

行　 ・　 帰

備考欄

午後 年長児単独療育
（希望者）

年長児単独療育（白水・その他） 個別療育 年長児単独療育（長陽・久木野） 個別療育

7 8 9 10

1 2 3 4 5 6

6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

午後 年長児単独療育
（希望者）

年長児単独療育（白水・その他） 個別療育 年長児単独療育（長陽・久木野） 個別療育

11 12 13

ネットでキャンセルをされた場合は、保育園にもお伝えいただきますようよろしくお願いいたします。

5月24日（日）午前6時～5月27日（水）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：0967-63-8808

ＦＡＸ：0967-63-8807   

ホームページ 予約システム
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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。

＜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。

＜終日単独療育について＞
時間：9時半～15時
送迎：自宅への送迎
ご希望の方は自宅の地図を添付していただきますようよろしくお願いします。（以前に渡されている方は大丈夫です）

※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。

製作（バスボム作り）
中にお気に入りの物を入れて色等自分で選び作り
ます。手順の理解や、手先の使い方の支援を行い
ます。

弁当　水筒　ハンカチ　歯ブラシ
コップ　着替え　帽子

～家族療育について～

～ご案内～

製作（てるりんピック）
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。

しゃぼん玉
しゃぼん玉を行います。吹き方や息の調節についてを支援します。またしゃぼん玉に触って感触を楽しんで
もらうよう支援します。

～終日単独療育について～

活動 目的 準備物

かさの使い方
就学に向けて、登下校時の傘の持ち方を事前に交通ルールと一緒に学んでもらいます。その後実際に歩くこ
とで、日常生活の般化に繋げます。

掃除
就学に向けて掃除を行います。ほうきの使い方や雑巾の絞り方などの道具の使い方、また決められた役割を
最後まで果たすことで達成感を感じられるよう支援を行います。

～平日単独療育主活動内容について～

パズル探検
２人組のペアを作り、パズルを探しにでかけ、見つけたパズルを他児と組み立てます。他児との協調性、構
成につながるように支援を行います。

片栗粉遊び
片栗粉に徐々に水を加えていき、水を入れる前後で感触の違いを感じてもらいます。また、いろんな感触に
触れて遊ぶことで、子どもさんの感性を豊かにできるよう支援します。

音あそび
音楽に合わせて身体を動かす・楽器を鳴らして音遊びを行います。
音楽やリズムに合わせて身体を動かす・楽器を使う中で、身体の使い方やボディイメージの形成、楽器の貸
し借りにつなげていきます。

～午後年長児単独療育について～

ランドセルの整理
就学に向けて、ランドセルの開け閉めや、教科書や筆箱を引き出しに入れ、またランドセルに入れることを
手順書などを使って支援します。

引き出しの使い方
入学後の座学をイメージして、引き出しを使う経験や整理を行います。整理の仕方が分かるよう、視覚支援
等を用いながら、自分でできた経験が積めるよう支援を行います。

着替え
入学後、休み時間内に着替えることにつながるよう着替えを行います。時間を意識したり、机の上でたたむ
習慣がつくように支援を行います。

14日 【父の日製作】

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：ハンカチ、上靴、水筒

父の日製作で、道具の使い方や手順書を見て自分で作れた達成感を得られるよう支援を行います。

親子の関わり方や楽しく活動に参加する中で、本人に合った関わりを保護者の方と一緒に検討していきます。
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