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１１１１ はじめにはじめにはじめにはじめに
新型コロナウイルス感染症の影響で、これまでの日常や生活に劇的
な変化が生じています。

学校や園の閉鎖、遊び場の減少、人のとのつながりの断絶、先の見
えない生活・・・多くの子どもたち、そしてそのご家族が、ストレ
スや不安を感じているのではないでしょうか。

中でも、発達障害のある子どもたちは、日常のリズムが崩れること
が苦手であったり、ストレスや不安をうまく表現できないといった
コミュニケーションの苦手さがあったりします。

この状況下で、お子さんやご家族族が少しでもストレスなく、楽し
く過ごせるように「おうちでの過ごし方」のヒントをまとめてみま
した。
皆さんの“ステイホーム”に、少しでも役立てていただければと思

います。

2222 発達障害のあるお子さんの発達障害のあるお子さんの発達障害のあるお子さんの発達障害のあるお子さんの
STAYSTAYSTAYSTAY HOMEHOMEHOMEHOME 6666つのコツつのコツつのコツつのコツ

なるべく安定したリズムで過ごそう

スケジュールの「みえる化」をしよう

事前予告＋切り替えの約束事をきめよう

色んな遊びに挑戦しよう

ゲームや動画も上手に使おう

つながる時間を作ろう
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家庭での
過ごし方
6つのコツ

①

なるべく安定したリズムで過ごそう

これまでと全く違う日常において、なるべく一
定のパターンを繰り返し過ごした方が、見通し
がつきやすくなり、安心して生活できます。
今の生活にあった新しいルーティンを決め、安
定したリズムを繰り返すよう心がけましょう。

家族家族家族家族みんなでみんなでみんなでみんなで規則正しい生活を
心がけましょう!!

家庭での
過ごし方

６つのコツ
②

スケジュールの「みえる化」をしよう！

日々のルーティンやスケジュールは、みえる化する
ことで、次の行動に取り組みやすくなります。「や
らなきゃいけないこと」と「やりたいこと」をバラ
ンスよく配置するとよいでしょう。

ー例ー
□ホワイトボードで一日の時間割を作成する
□カレンダーで週間スケジュールをしめす

学校の時間割のように、ぱっ
とやることが理解できるよう
にしてみましょう。写真や絵
などを使って見せるとより伝
わりやすくなります。

おはよう

ごはん

きょうの
おたのしみ
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家庭での
過ごし方

６つのコツ
③

事前予告＋切り替えの約束事をきめよう！

ずっと家庭で過ごしていると、場面での切り替えがしにくく、
お子さんは不安やストレスを感じやすくなります。
事前に予告をすること、切り替えのタイミングの約束事を決め
ておくこと、がおすすめです。
また、お子さんの様子をみて、なるべく切り替えやすそうなタイ
ミングで声掛けするのもコツです。

〜 例 〜
□カウントダウンを活用する
ブロック遊び中に、「10秒したら終わり、次はお風呂いくよ」と
お風呂の写真を見せながら予告する。ゆっくり、10、９，８、、、
とカウントダウンし、ゼロになったら片づける。

□タイマーを活用する
見ていた動画をやめて食事にするとき、「タイマーがなったら、
ごはんだよ」と予告する。タイマーが鳴ったら動画を止めて、食
事に誘導する。

家庭での
過ごし方

６つのコツ
④

色んな遊びに挑戦しよう！
1日のスケジュールの中に、楽しい遊びや、身体を動かす時間を作ってみましょう！
見る・聞くだけでなく、動く・作る・食べる・触れる・揺れるなど色々な感覚を
使った活動に工夫して取り組みましょう。

体を動かす
□人の少ない公園を散歩する
□サイクリングをする
□家で音楽をかけてダンスをする
□ドライブをする
□バランスボールやトランポリンではねる
□階段をのぼりおりする
□ふうせん飛ばし、ふうせんバレー

おうちで遊ぶ
□工作（こいのぼり作り、ハンカチマスクづくり）
□感触遊び（ねんどでオブジェ、プラバンづくり、固まる砂遊び）
□クッキング（レタスちぎり、きゅうり切り、ホットケーキ作り）
□お菓子づくり（クッキーのかたぬき、フルーチェや寒天ゼリー）
□ベランダでキャンプごっこ
□お家でレストランごっこ など・・・
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家庭での
過ごし方

６つのコツ
⑤

ゲームや動画も上手に使おう！

ゲームや動画、アプリが好きなお子さんも多いと思います。
見せすぎ、やりすぎが気になるところですが、事前に終了の目
安を伝え、タイマーなどで終わる時間を明確にしながら、上手
に活用しましょう。

ー上手な活用のコツー
□タイマーなどを使い、終了の目安を事前に伝える
□「終わったらおやつの時間にしよう」など、小さな楽し
みを準備した上で終わりの声掛けをする
□「やらなきゃいけないこと」の後のご褒美として使う

家庭での
過ごし方

６つのコツ
⑥

人とつながる時間を作ろう！

外出自粛によって、人とのつながりを感じにくい状況
が続いています。可能な限り、オンラインでお友達や
親戚、習い事の先生などと話す機会を作るとよいで
しょう。家族以外の人とのゆるいつながりを続けてい
くことは、スムーズに元の生活に戻るためにも重要で
す。とはいえ、“何もテーマが無いお話”が苦手なお子
さんも多いと思います。「（本や実物を使って）好き
なものトーク」「クイズ大会」などお話の目的が決
まっていると良いでしょう。

楽しく・ゆるく
つながりを保ちましょう！
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3 コロナ
ウィルス

どう伝える？

お子様にも、コロナウイルスについて分かり
やすく説明することが重要です。

絵などを使い、簡潔に繰り返し伝えましょう。

お子さん向けの資料を作りましたので、よろ
しければご活用ください。
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4 予防の基本！
マスクと手洗い

練習のコツ

大人は大事だと分かるマスクと手洗いですが、お
子さんにとってはいまいち必要性を感じにくいもので
す。

マスクを嫌がる！手洗いを嫌がる！、、とお困りのご
家庭も多いかもしれません。

一見、ただの「面倒くさがり屋さん」に見えても、実
は感覚的に受け付けなかったり、「分からないこと」
が多く不安だったり、お子さんの嫌がる理由は様々。

そんなお子さんたちに寄り添いながら、ご家庭ででき
ることを簡単にまとめてみました。
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手を洗う練習のコツ
ステップ
濡れる感覚が嫌、終わりが分かりにくい、、、手洗いをしたくない理由はたくさん。
まずは興味をひくもので手洗い場を演出！キャラクターグッズや、自動でハンドソープ
が出るポンプなどもよいでしょう。

「手洗い場を楽しく演出しよう」

「誘い方を変えてみよう」ステップ

ステップ 「おわりを明確にしよう」

手洗いは、終わりが明確ではないことも、取り組みにくい要因です。好きな童謡のサ
ビを1コーラス歌ったり、お子さんに合わせたオリジナル「手洗いソング」を作ったり
してもよいでしょう。タイマーやカウントダウンも◎です。

目に見えない汚れを「みえる化」することもおすすめです。手洗いスタンプやペンを
使って、あえて手を汚すことで、「消えるまで手を洗う」というゴールが分かりやすく、
ゲーム感覚で取り組むことができます。

全ステップ共通

①子どもの感覚に
あわせる
水の温度や、水流の強弱、
踏み台の高さなど、子ど
もの体や感覚に合わせて
微調整してみましょう！

②大げさにほめる
＋ご褒美を！
モチベーションを高める
ためには最初が肝心！
お水に触れただけ、泡で
遊んだだけでも、大げさ
にほめてご褒美を。動画、
おやつ、抱っこ、、、
お子さんが喜ぶものはど
んどん活用を！

ステップ 「よごれのみえる化をしてみよう」

注意点：どうしても嫌がる場合は、決して無理をさせないこと。ウェットティッシュやアルコール消毒など別の手段も使いながら、楽しくできる範囲で練習しましょう！！

何事も“取っ掛かり”が大事。絵本を読んで予習をしたり、「水遊び」として誘ったり、
家族で手洗い競争にしたり、、いつもの誘い方とすこし声かけをかえてみましょう。

マスクをつける練習のコツ
ステップ
邪魔だし、なんとなく嫌だからとしたがらない子どもも多いマスク。
まずは、マスクのことをよく知ってもらいましょう。マスクが出てくる絵本もオススメ！

「マスクについて知ってみよう」

「マスクに触れてみよう」ステップ
マスクを触ったり、ぬいぐるみにマスクをつけたりしながら、マスクに慣れましょう。

ステップ 「お家で短時間マスクをつける練習をしよう」

お家の中で、短い時間からマスクをつけて過ごす練習を始めます。10秒タイマーやカ
ウントダウンを使いましょう。マスクをつけていることを一時期忘れられるよう、
DVDを鑑賞したり、好きな遊びに集中させてあげるのもよいでしょう。

お家でマスクをすることに成功したら、いよいよ、短時間のお出かけにチャレンジ！
「マスクできたからお散歩行こうか」「マスクしてお菓子を買いに行こう」などマスク
をしたままお子さんの喜ぶことをするのがポイントです。

全ステップ共通

①子どもが気に入
る工夫を！
マスクに絵を書く、にお
いをつける、好きな素材
を探す、、お気に入りを
つくる工夫をしましょう

②大げさにほめる
＋ご褒美を！
モチベーションを高める
ためには最初が肝心！
マスクに触れただけ、遊
んだだけでも、大げさに
ほめてご褒美を。動画、
おやつ、抱っこ、、、
お子さんが喜ぶものはど
んどん活用を！

ステップ 「いよいよ！マスクをつけてお出かけをしよう」

注意点：マスクがどうしてもいやなお子さんもいます。そんなときは、決して無理をしないようにしてください。楽しくできる範囲で、練習しましょう！！
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5 お家で！
身体を使った遊

びアイデア

家庭でも楽しめる体を使った遊びをいくつか紹介します。

ポイントは、細かいルールは気にせずに、自由に楽しむ
こと！

親子で挑戦して、おうち時間を豊かにすごしましょう！
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6 -ご家族へ-
つらいときは

相談しましょう

色々な制約がある中で、家で⻑時間過ごすのは、
誰にとっても大変です。発達に困り感のあるお子
さん、ご家族であれば、なおさらです。
難しい・辛いという気持ちや出来事は無視せずに、
遠慮なく相談し、サポートを求めてください。

相談の例
「子どもの癇癪やパニックがひどくなった」
「些細なことでイライラして子どもを怒鳴ってしまう」
「子どもがいると在宅勤務がうまくすすまず、どうしていいか分
からない」
「兄弟げんかが激しくなってけがをしそうで怖い」・・・

お気軽にご相談ください
江⼾川区発達相談・⽀援センター
☎０３−５８７５−５１０１
（平日８時３０分〜１７時００分）


