
主活動 だるまさんゲームをしよう！

目的 ルール・約束の理解

9:00

10:30

14:30

16:00

主活動 街を作ろう！ 主活動 リズムにあわせて

目的 就学に向けて
(生活科)

目的 指示の理解
リズムあそび

14:30 9:00

16:00 10:30

14:30

16:00

主活動 感触遊び

目的 感触
手指の巧緻性

9:00

10:30

14:30

16:00

主活動 親子クッキング
（おばけマシュマロ）

目的 親子の関わり
季節行事への参加

主活動 図書室へ行こう!! 主活動 散歩へＧＯ!! 主活動 和食を作ろう

時間 9：30～11：30 目的 就学に向けて
(図書)

目的 交通ルールの理解 目的 給食に向けて
他児との協力

13:00 14:30 9:00 10:30

14:30 16:00 10:30 13:00

14:30 14:30

16:00 備考欄

主活動 ハロウィン製作

目的 手指の巧緻性
手順の理解

9:00

10:30

14:30

16:00

　　　　　　　　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

14:30

16:00

備考欄

ご予約について

・9月23日(水)6時～、ご予約の受付開始となります(単独グループ療育、個
別療育、家族療育)。
・予約方法として、基本的に予約開始日以降の利用時に連絡帳に挟む方法やＦＡＸ、
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記入ください。
・グループ療育・運動遊び療育・ぶんぶんタイム・終日単独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。
※園行事等が単独療育と重なった場合はお知らせください。振替日を提案させていた
だきます。システムでも追加変更が可能です。お気軽にお問い合わせください。

1 2 3

個別療育 午前　年長児単独療育
(内牧・山田・尾ヶ石・赤水・中央・永草)

9:00 行　・　帰

10:30

10
午後　年長児単独療育

(内牧・山田・尾ヶ石・赤水・中央・永草) 個別療育 個別療育 個別療育 午前　年長児単独療育
(内牧・山田・尾ヶ石・赤水・中央・永草)

行　・　帰 9:00

4 5 6 7 8 9

14:30 14:30

16:00 16:00

9:00 9:00 行　・　帰

10:30 10:30

11 12 13 14 15 16

備考欄 備考欄

個別療育

備考欄

17

個別療育 個別療育 個別療育 個別療育 午前　年長児単独療育
(内牧・山田・尾ヶ石・赤水・中央・永草)

行　・　帰

9:00

14:30 14:30

行　・　帰

24

年長児終日単独療育

9:00 9:00 行　・　帰

10:30 10:30

18 19 20 21 22 23

個別療育

10:30 10:3010:30

個別療育 個別療育 個別療育 個別療育 午前　年長児単独療育
(内牧・山田・尾ヶ石・赤水・中央・永草)

9:00 9:00 9:00 行　・　帰

備考欄

個別療育

家族療育

個別療育 個別療育 個別療育 個別療育 午前　年長児単独療育
(内牧・山田・尾ヶ石・赤水・中央・永草)

14:30 行　・　帰

25 26 27 28 29 30

備考欄 備考欄

14:30 14:30

16:00 16:00

個別療育個別療育

必ず、裏面もご覧ください(活動内容・準備物等のお知らせがあります)。

備考欄

14:30 14:30

31

個別療育

個別療育

16:00 16:00

備考欄

9:00 9:00

10:30 10:30

備考欄

16:00

個別療育

個別療育

備考欄

10:30

14:30

16:00

備考欄

14:30

16:00

備考欄

備考欄

10:30

14:30

備考欄

14:30

9:00

10:30

14:30

16:00

備考欄

16:00

16:00

備考欄

16:00 16:00

備考欄
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〈平日単独療育活動内容について〉
（園の行事や活動等で火曜日単独が利用が出来ない場合はご相談ください。金曜単独をご提案させて頂きます。）

リズムに合わせて
音楽を聴きながら、楽しくリズム遊びを行います。音や指示を聞く力や聞いたことを理解して表現する力に繋げ
ていきます。耳からの情報を取り入れ、イメージ通りに身体を動かしていけるよう、支援方法を検討していきま
す。

感触遊び 感触遊びを通して、感覚刺激へのアプローチを行っていきます。造形を行うことで形の理解や想像力、集中力や
手先の巧緻性にも繋げていきます。

だるまさんが転んだをアレンジした集団遊びを行います。
集団の中での指示の聞き方・理解やルール・約束の理解に向けた支援を行っていきます。

持ってくるもの
・水筒        ・帽子
・着替え     ・連絡帳
・ハンカチ   ・歯ブラシ
・コップ
・マスク

散歩へＧＯ！！ 就学後の登校班に向けて、並んで歩くことに取り組んでいきます。信号や横断歩道の渡り方など、地域で過ごす
ために必要な交通ルール等を支援していきます。

ハロウィン製作 １０月３１日のハロウィンに向けて、ハロウィン製作を行います。手指の巧緻性や手順の理解に向けた支援を
行っていきます。

〈月曜日単独療育(午後：就学に向けて)活動内容について〉
（13時頃～各園にお迎えに行き15時頃～各園に送らせて頂きます）

街を作ろう！
(生活科)

生活科の授業に向けて、身のまわりの身近な物(洋服、靴、果物、野菜など)をお店などでカテゴリー化
したものをつかって、街を作ります。他児との話し合いを行いながら、気持ちの伝え方や発表の仕方な
どの支援を行っていきます。

〈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。書類の記入等がある場合も
ございますので、印鑑をお持ちください。
受給者の更新や変更があった方は、受給者証を持ってきていただきますようお願い致します。

※単独グループ療育・運動遊び療育・ぶんぶんタイム・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。
※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。
※体調不良等で個別療育がキャンセルになった場合は、可能な限り別日を提案させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

〈家族療育について〉
☆家族療育を通して、お子様にあった褒め方(言葉掛け・タイミング等)や関わり方をスタッフと一緒に検討していきます。

ご家庭での関わり方のヒントになればと考えております。ぜひ、ご参加下さい！！

●10月18日(日)　　『親子クッキング(おばけマシュマロ)』
  時間：9:30～11:30
   目的：親子の関わり、季節の行事への参加
   持ってくるもの：水筒、ハンカチ、マスク、エプロン、三角巾
　　　　　　　　　※保護者の方もエプロン、三角巾の準備をお願いします。

１０月３１日はハロウィンです。家族
で可愛いおばけマシュマロを作りま
す。お子様が理解しやすい手順書(動
画、写真、言葉掛けなど)を一緒に考
え、使用して行きながら言葉掛けのタ
イミングや褒めるポイント等をスタッ
フと一緒に検討していきます。

図書室へ行こう！！
(図書)

小学校には図書室があります。１年生から６年生までの全学年が利用する場所でのルールやマナーを事
前に学習し、正しい過ごし方が出来るよう支援していきます。

〈終日単独療育について〉
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(土)

和食を作ろう!!

小学校の給食に向けて、和食を作ります。煮物系は苦手な方も多いと思いますが、給
食に出る頻度も高いため、作るところから経験して頂き、食べる経験をしてもらえれ
ばと考えています。
※白ご飯は必要ありません。
※エプロン、三角巾の準備をお願い致します。

だるまさんゲームをしよう！
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