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①セミナー（全４回）情報 
②夏休み宿題やっつけ大作戦 
③夏休み（８月）のＳＳＴ 
は、中とじに詳しく載ってるよ！  

 
ある日の夕食の時に、「このお漬け物は、おばあち

ゃん漬けたんだよ。」と話していると、 

「おばあちゃんを漬けたの？？」  

えぇ～～！？「おばあちゃんは漬けられんよ？」 

「びっくりしたぁ～おばあちゃん漬けたんかと思

ったよぉ」と、昆虫ちゃん。 

・・・なるほどと大笑いでした。 

 

 

これは、ローズ畑の主役たち個性派昆虫キッズとその仲間たちの物語です。 
いったい今回はどんな話が聞けるのやら・・・。ふふっ そーっと世界を覗き見して下さい。 
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｛てんとうむし・こくわがた｝ 
６月１８日（日）・７月１６日（日） 

｛あさがお｝ 
６月４日（日）・７月２日（日） 

｛茶話会｝ 
６月５日（月）・７月３日（月） 

   

  

 

         

今月の昆虫ちゃん 
  
スーパーでおやつを買う事になった昆虫ちゃん＊＊ 

長～い時間吟味して（笑）「母さんこれにする。」 

金額を確認して「９５円だよ」と昆虫ちゃん。「じゃぁ 

１００円ね。おつりもらってきてね。」「えぇ～ぴったりが良

いよぉ～」「じゃぁ～沢山おつり欲しいから５００円。」・・・ 

すったもんだして、１００円持ってレジに・・・。 

「おつりの５円いらないから、あげます！」と昆虫ちゃん。 

えぇ～  お母さん あわててレジに・・・ 

おつりがすくなくていやだって・・・。ねぇ・・。       

              

 

ブルーな昆虫ちゃん 
窓越しにいる犬に向かって合図？ 
威嚇？・・をしようとしてガラスを

蹴り、ガラスを割ってしまった昆虫

ちゃん。おじいちゃんは、もう廃盤

になっているガラス窓とあって、 
怒りが収まらないといった様子で

すが、場の読めない昆虫ちゃんは、 
悪い事をしたと思い謝ったところ

までは（拍手！）よかったのですが、 
「いいよ」と許してくれるまで 
『ごめんね。許してくれる？』の 
連発で、逆に相手の気持ちを逆なで

する形になってしまいました。 
 
  

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

形をとらえることが難しい 

前回4つの点を見本を見ながらつなぎ合わせること

ができたA君。今回は点や線の数が増えたり斜めに

なっているものが出てきました。最初は難しくなっ

ていたためどうやって見本と照らし合わせて見れ

ばいいか分からず困っていたので，線に番号をふる

と見方が分かるようになった様子。問題が難しくな

って機嫌が悪くなったけど，お母さんが即座に気分

を切り替えてくれてまたチャレンジできました。 

   書くことや文章の組立てが苦手 

４コママンガのコマごとのあらすじ文、または１

コマの絵を全体のあらすじを聞いて、あらすじ文

または１コマの絵を順番に組み立てます。耳から

の情報の取り込みが得意な Aさんは、お母さんが

話した全体のあらすじ（音声情報）を絵や文章を

手がかりに、意味付けし、組み立て、６つの 4コ

ママンガを完成。苦手なことでも、得意なモード

を使うことで楽しく取り組めたようです。   

ジーニアン（ウミノ） 

一部の吹き出しが抜けている 4コ

マ漫画に，擬音語擬態語を使った文

章を書き込みました。予め提示され

た擬音語や擬態語（例：そろそろ，

どっとetc）を使って一人ひとりが

4コマ漫画を自分なりに読み解き

色々な文章を作っていました。作っ

た吹き出しの文章から「なるほど，

あなたはこの絵（やストーリー）を

そう読んだのね!」という助っ人の

新たな発見になりました。 

ジャングループ 

   （オオマミュウダ） 

しほ先生 

(保育士) 

子ども面白一言 

 

 

各自、お気に入りの物を持

ちより、皆の前でプレゼン

テーションをしました。ゲ

ーム機や望遠鏡、飴やむき

甘栗に、不思議なラン

プ？！など品物は様々。品

物の特徴、自分のお気に入

り箇所やお気に入り度を書

いたり、紹介の様子など各

自の個性が出ていました。 

噛まれないように，次は分からな

い時のルール決めておこうね･･･ 

も～!教えてくれんのなら,お

母さんのおっぱい噛むよっ!! 

その少女は熱によって色油が浮

いてくるという物を持って来

た･･･ 

子ども株主総会～試食会を開こう～ 経過報告 
株主総会への新たなメンバーを加え「麺」「米」「肉」各部門によ

る活動がスタートしました。今回は各部門が複数の料理名を挙げ，

それについてのお勧めポイントを発表し，他のメンバーからの人

気投票を実施しました。それを踏まえた話し合いの結果，以下の

ように作る料理が決定しました。(第一希望，第二希望) 

「麺」：焼きソバ，タラコスパゲッティ 

「米」：カレーライス，チャーハン 

「肉」：唐揚げ，お好み焼き 

次回は株主と一緒に株券を発行します。 

休み時間 

･･･じーっと見ていた。 

･ ･ ･まだ

見ていた 

じー･･･ 

声をかけない

限り永遠に見

続けるに違い

ない!!!! 

じー･･･ 

ヤコ先生 

(園長先生) 

←こんな小さな作品を作りながら，活動にしっかり耳を傾け

て，グループでリーダーをとってくれた中学生。 

子ども株主総会かなり盛り上がって

きました！みんなどんどん仲良くな

ってきて嬉しいです 

お家の人と一緒に学習に取り組む中で，高学年はお互いに考えたことや難しいところを確認し合うことがで

きました。低学年は分からない時には困ってしまう前に教えてもらったり助け舟を出してもらい，自分が得

意な方法で力を発揮することができました。 

おもしろエピソード 

「じー･･･････」  

ジャングループでのプレゼンテーショ

ンでの自信が次の、株主総会の場の積

極的な態度にみられたと思います！ 



第８・９・１０・１１回にいはまローズ主催セミナー 
 
 
 

 
 
 
 

講師：渡部 徹 先生 （東温市特別支援教育指導員） 
 

18年度のセミナー（全４回）は、法改正による特別支援教育の動向をはじめ、
事例のいろいろを具体的にあげていただき、身近に活用できる発達障害児に

対する支援方法の勉強会になればと考えています。是非ご参加下さい。 
 
 日時・内容（テーマ） 

日にち 時間 内容（テーマ） 

７月２９日（土） １３：３０～１５：３０ 特別支援教育の動向 

８月１２日（土）AM １０：００～１２：００ ＡＤＨＤの事例に学ぶ 

８月１２日（土）PM １３：３０～１５：３０ ＰＤＤの事例に学ぶ 

１０月２１日（土） １３：３０～１５：３０ 学校の LD児の姿 

※ 当日は駐車場の混雑が予想されます。乗り合わせてのご来場お願いいたします。 
※ 定員を超える参加申し込みがあった場合は、イス席を設けますのでご協力下さい。 
 
申し込み締め切り：各回１０日前を締め切り日とし、完全予約制とします。   

会場：ふれあいプラザ第一研修室 【新居浜市高木町２－６０ Tel：0897-35-2940 】 

参加費：会員５００円  一般８００円 

主催：にいはまローズ 

後援：新居浜市教育委員会・えひめＤＤネット 

申込み及び問い合わせ先：にいはまローズ 担当  田中 美織   TEL(FAX)0897-46-3207 

                                 野沢 佐絵美  TEL(FAX)0897-40-2060 

                                 E-mail：t_mioayu 3910@yahoo.co.jp 

申込み時、①名前 ②電話番号 ③職業 ④会員の有無 ⑤参加希望日 をお知らせ下さい。 

 
 
 

名前： 会員の有無   会員 ・ 一般 

職業（所属） 連絡先(tel)： 

参加希望日： ７／29 ・ ８／12の AM ・ ８／12の PM ・ 10／21 
 

平成１８年度 
軽度発達障害（ADHD・LD・高機能自閉症など）の特徴を持つ 

子どもへの理解と支援についてのセミナー（全４回） 
 



～結果を出そう～                            【この活動は新居浜市補助事業です】 

にいはまローズ主催  軽度発達障害（ADHD・LD・高機能自閉症など）の特徴を持つ子どもへの 

小集団学習＆ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）と夏休み宿題やっつけ大作戦のご案内 
 

  夏休み特別編   小集団学習（てんとうむし）＆ＳＳＴ（こくわがた） 

           毎月行っている専門家による活動を、夏休みは特別に２回実施します。 
              苦手科目の解消を目指し、また楽しく社会性を育んでいきましょう。 

   【開催日】   平成18年8月３日（木）・８月２９日（火） 

   【場  所】   ふれあいプラザ 第３研修室および福祉団体室     

   【日  程】 

時間 内容 

10：00～12：00 小集団学習（休憩有り） 

12：00～13：00 昼休み 

13：00～15：30 ＳＳＴ（休憩有り） 専門家による保護者会 

             

   【参加費】   会員  ５,000円（学習のみ4,000円 ＳＳＴのみ2,000円）スタンプ割引有り 

           一般   6,500円 （学習のみ5,000円  ＳＳＴのみ3,000円） 
               ＊兄弟姉妹の参加は500円引きとなります。 

・ 学習は個々が必要とする課題に取り組みます。またＳＳＴは出来るだけ継続した参加が大切です。 

 

 

  毎年恒例！         夏休み宿題やっつけ大作戦！！ 

         せっかくの夏休み、毎日だらだらしていたら、勉強ははかどらないし、身に付きませんよね。 
          専門家指導の下、学習のやり方を身につけながら、徹底的に集中して効率よく宿題を片づけてしまいましょう。 

   【開催日】   平成１８年７月２７日（木） 

    【場  所】   ふれあいプラザ２Ｆ 第二研修室 

   【日  程】 

時間 内容 

10：00～12：00 宿題 

12：00～13：00 昼休み 

13：00～15：00 宿題（途中ＳＳＴゲーム） 

15：00～15：30 おやつタイム 

15：30～17：00 宿題（疲労具合・宿題の終わり具合で自由参加） 

 

   【参加費】    会員 5,000円（午前のみ参加２,500円  午後のみ参加3,500円）スタンプ割引有り 

             一般  6,000円（午前のみ参加3,000円  午後のみ参加4,000円） 

＊ 兄弟姉妹の参加は半額いただきます。 

 

 【申し込み締め切り日】  平成18年６月末日（厳守）          

         ＊締め切り日以降の申し込みは、準備及びボランティアスタッフ配置の関係上、受付できません。 

           次回以降の参加となりますので、あらかじめご了承ください。 

  【申し込み方法】 会員             ①参加氏名（兄弟姉妹を含む）②準備に参加できるか否か 

          一般（初参加の方）      ①参加氏名（兄弟姉妹を含む）②学年（年齢） 

                          ③連絡先（郵便番号・住所・電話番号・ＦＡＸ・Ｅ-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） 

                          ④対象児について、どんなつまづきがあるか 

 

  お申し込み・お問い合わせは下記担当者までご連絡ください。（できるだけＦＡＸorＥ-ﾒｰﾙにてお願いします。）      

  にいはまローズ    田中 美織   TEL(FAX)0897-46-3207  Ｅ-mail：t_mioayu3910@yahoo.co.jp 

              野沢 佐絵美  TEL(FAX)0897-40-206   Ｅ-mail:niihama_roze@yahoo.co.jp 

                                         



               
  ＊ボランティア（親）によるＳＳＴ活動＊ 

～ ～日常生活に役立ついろいろな経験をしてみよう！外へもどんどん出ていこう！！  
 

５月の活動より  ５月１４日（日） 大生院の山に竹の子掘りに行きました。（子ども７名 大人６名） 

            まずは山の斜面を登っていくと、あるわあるわわらびが！親も子も、夢中で摘みました。 
竹やぶの中はひんやり。５月半ばなので竹の子もずいぶん伸びているかなと思いましたが、あっちこっちでちょこちょこ頭を

出しています。山の持ち主、Ａ君のおじいちゃんの指導のもと、掘って掘って…けっこう汗をかいたけど、沢山採れました。自

分の背丈くらいに伸びた竹は、体重をかけると「バキッ！」といい音がしてーおもしろくて何度もバキバキやっていました。Ａ

君のおじいちゃんからは、たくさんの竹の子の他に、くだものやキャラメルもいただきました。どうもありがとう！ 
見晴らしの良い山の斜面でランチタイム。今回は、子ども達がそれぞれ自分でおにぎりを２個ずつ   
作ってくることになっていました。（もちろん、お父さんお母さんの分も） 
大きいの小さいの、いろんな形、いろんな味のおにぎり。でもとびきりおいしかったよね。 
採れたわらびや竹の子も、煮たりごはんに混ぜたり…いろいろと味わったようです。 
春の山で虫やトカゲも見つけた昆虫ちゃんたち。次の活動も楽しみです。 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  
 
    【昆虫ママより】                            【昆虫ちゃん達より】 

 
 

 
  ＜６月の活動予定＞  ～６月４日（日）１３：００ １６：００ ふれあいプラザ３Ｆボランティアセンターにて 

         「パソコンに親しもう・すごろく・カードゲーム（トランプ・UNO等） 
            ＊６月 ２日（金）準備の日   

  ＜７月の活動予定＞  ～７月２日（日）１３：００ １６：００   ふれあいプラザ４Ｆ第三研修室他にて 
         「電車や乗馬について知っておこう・クッキング（フルーツパフェ）・買い物 
            ＊７月の活動は８月（電車・乗馬体験）とセットの活動になります。 
            ＊６月３０日（金）準備の日   
            

 

初体験！！ 

今回のたけのこ掘りは、親子ともに初体験でした。 
数日前から天気予報と空をにらめっこ。当日朝は興奮

気味で早起きし、おにぎりもてきぱきと作って 
～「まだ、行かんの 。」と子ども達は連発でした。 

日頃は「早くしなさい。」「遅刻するよ。」と一日に何度

も言うセリフも、この日ばかりはすっかり忘れていまし

た。 
額に汗しながら山道を歩き、ニコニコ楽しそうに過ご

す子どもの姿が、毎日の母の疲れを癒してくれまし

た。ありがとう。 

★  たけのこやわらびが、いっぱい採れて楽しかった。 
★  「ルリボシカミキリ」を見つけてビックリした。 
   虫かごを持って行けば良かったなあ。（残念） 
★  また、行きたいね。 



  

  

 

 
 

『にいはまローズ』（代表）：野沢 佐絵美 TEL 0897-40-2060 

（会報編集・発行責任者）：野沢 佐絵美 TEL 0897-40-2060 

（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ募集）：佐々木 昌子 TEL 0897-34-6362 

(てんとうむし・こくわがた参加申し込み)：田中 美織 

                       TEL 0897-46-3207 

  

☆にいはまローズ情報公開中！ 

（行事予定等 見る事ができます） 

 

・ 新居浜市 市政だより 参照 

 

・『ノポック』ＨＰにアクセスする 

  ｈｔｔｐ：／／ｎｐｏｃ．ｃｃ／ 

 

 ＊情報は 毎月更新しております 

 

☆昆虫家族 募集中！ 

 

にいはまローズでは 

ボランティアスタッフを 

募集しております。 

昆虫キッズの世界をのぞいて

みませんか？ 

 

（連絡先）佐々木 昌子 

 ０８９７－３４－６３６２ 

☆第23回 新環境対話キャンプ（脳科学にもとづいた療育キャンプ） 

日時：平成18年8月4日（金）～6日（日） 2泊3日 

 場所：岡山県渋川青年の家（岡山県 玉野市） 

 参加費：子ども 18000円  大人 19500円（宿泊・食費 込み） 

 内容：サイコモーター・認知・子ども会議・レク・子育て相談 等 

 対象年齢：3歳～12歳程度 

   対象者：発達障害児・保護者・特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・教員等 

主催：「倉敷市立短期大学 専攻科教授」 平山 諭 

* 問い合わせ先：「事務局」児玉 恵子 

 Ｅ－ｍａｉｌ：ｋａｎｋｙｏｕｔａｉｗａ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 

 ＴＥＬ：Ｏ９Ｏ－１０１２－６４４１（平日受付 １７：３０～） 

   


