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We 心理発達センターでは、以下のような講座・グループを実施いたします。 

2006 年度から 2009 年度の間に開設し発展してきた講座やグループを元に、それを引き継ぐ企画

構成となっています。 

今年度も、お子さんの子育てをともに考え、親同士のつながりができることを願って。 

  

 お申し込みは、案内末の申込み用紙にてお願いいたします。 

     （ FAX にてご返送下さい。 FAX：072-943-2002 ） 

     

《《《《《《《《    親グループ親グループ親グループ親グループ    》》》》》》》》    

◆ 《WISH》 軽度発達障害・親グループ 

2006 年度から開催いたしました、軽度発達障害のお子さまをお持ちの親御さんのグループです。

軽度発達障害であるからこそ起こる問題や気になることをグループで話し合い解決の糸口を見

つけていきます。グループの名称もメンバーの皆様で決定したものです。今年度は高校受験さ

れる方が数名おられるのでそれを中心にしつつ、かつその他子どもにまつわる諸々のものもの

を、共に考え、情報交換し、解決を作っていきます。新しいメンバーも大歓迎です。 

 【対象】小学校中学年以降の軽度発達障害児の親 

【日時】隔月奇数月 第 3 金曜日 午前 10 時 30 分〜12 時 30 分 

                        5/205/205/205/20、、、、7777/15/15/15/15、、、、    9999/16/16/16/16、、、、11111111/18/18/18/18、、、、1111/20/20/20/20、、、、3333/9/9/9/9    〔  は第２金曜〕                

【料金】1 人 3000 円 

【内容】メンバーでテーマを設定し、困りごとや相談したいことなどを話し合い、 

    解決の方法をみつけていきます。萬慶から情報の提供も行います。 

【備考】ご参加の方には We にて事前にお子さんのアセスメントを受けていただきます 

 

◆ 《チャンス》  子育て・問題解決グループ 

2006年度に「子育て中の母親（父親）に贈る発達心理学講座発達心理学講座発達心理学講座発達心理学講座」を受講いただいた方々を対象に、2007

年度からメンバー全員で困りごとや気になることを話し合い、解決を考えていくグループに発

展しました。開設当初は就学前だったお子さんも、小学生になっておられます。これから療育

を始める方や発達障害と最近いわれた方、低年齢の方々にも広くご利用いただくグループです。

メンバー全員で、「問題解決」を話し合っていきます。萬慶からのワンポイント情報付きです。

今年度は中学進学の方も数名おられるので、その点を重視していきます。 

【対象】We で個別相談を受けた方ならどなたでも。年齢・障害を問いません。 

【日時】隔月奇数月 第 1 木曜 午前午前午前午前 10:1510:1510:1510:15〜〜〜〜12:1512:1512:1512:15 

      5/65/65/65/6、、、、7/77/77/77/7、、、、9/89/89/89/8、、、、11/1011/1011/1011/10、、、、1/121/121/121/12、、、、3/13/13/13/1    〔〔〔〔        は第２木曜〕    

【料金】1 人 3000 円  

【内容】困りごとや相談したいことを出し合い、メンバー全員で解決していきます。 

 問題解決のコツをメンバーとともにつかみましょう。 

 【備考】ご参加の方には We にて事前にお子さんのアセスメントを受けていただきます 
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◆ ミニ発達心理学講座 & 問題解決グループ 

チャンスにご参加の方で、就学前の低年齢の方々や発達障害を最近知った方に対して、チャン

スとは別に、子どもの発達や障害についての情報提供を主に実施するグループを開催します。 

どうしてこんな行動をするんだろう、この先どうなっていくんだろうなどの様々な疑問を、発

達を通してご理解いただくようお話ししていきます。テーマ別に講議形式で実施します。 

情報提供のあと、色々な困りごとやご質問についての話し合いや情報交換を行なっていきます。 

【対象】We で個別相談を受けた方ならどなたでも。年齢・障害を問いません。 

【日時】隔月偶数月 第 1 木曜 午前午前午前午前 10:3010:3010:3010:30〜〜〜〜12:3012:3012:3012:30 

      6/36/36/36/3（（（（金曜金曜金曜金曜））））、、、、10/610/610/610/6、、、、12/812/812/812/8、、、、2/22/22/22/2    

  【定員】10 名程度    ※※※※5555 名以上の参名以上の参名以上の参名以上の参加ご希望がある場合のみ開催加ご希望がある場合のみ開催加ご希望がある場合のみ開催加ご希望がある場合のみ開催 

  【料金】1 人 3000 円 

  【テーマ】・発達とは何か ・対人関係の発達 ・言葉の発達 ・遊びの発達  

     ・こだわりについて ・望ましい行動の形成 ・問題行動の捉え方 など 

  【目的】子どもの行動を発達の流れを軸に整理する方法を提供し、ご自身で子育ての工夫が 

    できるようなものの見方・考え方を作っていきます。 

  【備考】事前に We にてお子さんのアセスメントを受けていただきます。 

    参加ご希望が 5 名以上になった場合にのみ開催します。4 月中にご連絡を！！ 

 

♦《はぐ》父親教室 

2008 年度 11 月より親御さんからのご要望により『特別企画』として開催した講座が、09 年度

から定例会として新たに発足しました。名称も「はぐ」と名付けられました。普段、相談やグ

ループ等になかなかご登場してもらいにくい「お父さん」たち、それでも子どものことは色々

と考え、思っておられます。そんな「お父さん」たちに集まってもらい、普段頭をかすめるこ

とや気になることなどを「お父さん」たちだけで話し合い、情報を交換し、共有していきたい

と思います。 

【対象】障害をもつ子どもの父親父親父親父親 （障害の程度・内容にかかわらず） 

【日時】年 3 回 第 3 土曜 午後 2 時〜4 時半   

      6/186/186/186/18、、、、 11 11 11 11////19191919、、、、 2/18  2/18  2/18  2/18  

【料金】1 人 3500 円 

【内容】萬慶からの情報提供と、お父さんどうしでの意見交換や問題解決の 2 本立てです。 

【備考】駐車場が 2 台分しかありません。譲りあってご利用ください。 

 

《《特別企画・講座》》 

上記親グループの他に、特別企画の講座を数回予定しております。 

今年度は特に高校受験を念頭におき、高校・中学進路についての講座を検討中です。 

実施の際には、案内をお送りいたします。 

日程は基本的にいずれかのグループの日での実施できるようにする予定です。（ただし、別途

日程を新たに作ることもあります。） 
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《子どもグループ》《子どもグループ》《子どもグループ》《子どもグループ》 

◆ 軽度発達障害児・高学年グループ療育     

        〈「ばなな」⇨「りらっくま」⇨「シェイミー」⇨「ポケモン」継続バージョン〉 

小学校高学年の軽度発達障害のお子さんを対象としたグループ療育です。ソーシャルスキルに

とらわれず、少人数でお友達と遊びあい、対人関係の楽しさや言葉を使うことの面白さを獲得

していくことを目的にした「療育」的なグループです。 

【対象】小学校中学年の軽度発達障害児（知的には境界線級のレベルを想定）  

【日時】第 2 月曜日 午後 4 時半〜6 時   （10 月はお休みです） 

                        5/165/165/165/16、、、、6/136/136/136/13、、、、7/117/117/117/11、、、、9/129/129/129/12、、、、11/1511/1511/1511/15、、、、12/1212/1212/1212/12、、、、1/161/161/161/16、、、、2/132/132/132/13、、、、3/123/123/123/12     〔  は第３月曜〕    

【定員】7 名程度   

【料金】子ども 1 人につき 4000 円 + 教材費 500 

 
♦軽度発達障害・低学年グループ療育  

今年度より新たに開始する予定のグループです。小学校低学年から中学年の軽度発達障害のお

子さんを対象とし、グループでのゲームや遊びを通して社会性の基礎となる能力形成を促素腰を目的と

する「療育」グループです。メンバーが集まった時点で開催いたします。 

【対象】小学校低学年・中学年の軽度発達障害児（とくに高機能広汎性発達障害を想定）  

【日時】第 1 金曜日 午後 4 時〜5 時半 （予定⇨メンバーの都合により変更します） 

                            9、１０月からの開始を考えています 

【定員】3 名以上、5〜6 名程度   

【料金】子ども 1 人につき 4000 円 + 教材費 500 （3 名の場合は料金が異なります） 

 
 子どものグループは、発達相談経過の中で、必要時ご紹介・ご案内させていただいております。  

 グループのみのご参加はお受けできません。ご了承下さい。 

 

◆ 軽度発達障害児 SST 卒業会卒業会卒業会卒業会グル−プ 〈ミラクル 6〉 

小学校卒業メンバーが出たことを機に終結したグループの同窓会バージョン  

【対象】『ちゃお』⇨「ダークライ」⇨「ルイージ」⇨「トリニティ」⇨「ミラクル 6」のメンバー 

【日時】夏休みや春休みなどの年２〜３回  日程は未定   

【料金】子ども 1 人につき 4000 円 + 教材費 500 

【目的・内容】グループでのゲームや遊びを通して社会性の基礎となる能力形成を促します 

         旧交を深め、楽しくゲーム等で競い合いながら、互いを思いやる力をのばしていきます 
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講座・グループ申込み用紙講座・グループ申込み用紙講座・グループ申込み用紙講座・グループ申込み用紙 

ふりがな  

お子さんの 

お名前お名前お名前お名前    

 

生年月日・年齢 平成  年  月  日生（   才） 学年〔    〕 

親御さんの 

お名前お名前お名前お名前    

 

 

現住所 

〒 

 

【自宅電話】 

 

【FAX】 

 

 

 

電話番号 

FAX 

【携帯】 

 

メールアドレス            @ 

 

 

 

 

連連連連    

絡絡絡絡    

先先先先 

希望連絡先  自宅電話  FAX  携帯  メール 

 

 

 

 

希望講座・グループ 

1. 《WISH》軽度発達障害・親グループ 

2. 《チャンス》子育て・問題解決グループ 

3.  ミニ・発達心理学講座 

4.  《はぐ》父親教室 

5.  軽度発達障害児高学年グル−プ療育高学年グル−プ療育高学年グル−プ療育高学年グル−プ療育 

6.  軽度発達障害児低・中学年低・中学年低・中学年低・中学年 SSTSSTSSTSST 療育グル−プ療育グル−プ療育グル−プ療育グル−プ 

7. 〈ミラクル 6〉軽度発達障害児 SST 卒業会卒業会卒業会卒業会グル−プ   

 


