
自閉スペクトラム症の人への支援を学ぶ （連続講座）

講師 門 眞一郎氏

【形 態】 zoomウェビナー 【定 員】 80名程度

【対象者】 保育士、教職員、福祉サービス支援者、家族等、自閉スペクトラム症、発達障害の人の支援
に携わる方、興味のある方

【参加費】 あくしゅ会員： ３回連続3000円／単回:1500円
2022年度eサービス年間パス （全地域）：３回連続:4000円／単回：2000円
非会員：３回連続 ７５00円／単回：3000円

【申込方法】
①下記QRコードを読み込み、必要事項を記載して送信してください。欠席をされる場合の事前連絡は必
要ありません。（入金後の返金対応は致しかねますので、ご了承ください。）

メールの場合は文面に下記を記載してください。
＊申し込み記載内容「氏名」「所属」「住所」「電話番号」「希望講座番号」
「受講メールアドレス」「会員／非会員／年間パス（地域）」「入金金額」
「入金予定日」、年会費と一緒に送金される方はその旨をお伝えください。
メール jiheiken2010@gmail.com

②下記口座番号へ、参加料金をお振込みください
ゆうちょ銀行からのお振込み（郵貯のATM、窓口、ダイレクト）
・記号：15510 番号：６７１６７８１ 口座名義：トクヒ）アクシュ

他金融機関からのお振り込み
・ 銀 行名：ゆうちょ銀行 店名：五五八（ゴゴハチ）店番：５５８ 預金種：普通預金
・ 口座番号：０６７１６７８ 口座名義：トクヒ）アクシュ

【申し込み、お問い合わせ先】NPO法人あくしゅ 担当者が常駐しておりませんので、メールで
お問い合わせください。 メール ： jiheiken2010@gmail.com （すべて半角英数字）

＜講師プロフィール＞
フリーランス児童精神科医、元京都市児童福祉センター次長。ピラミッド・アプローチ（ABA）、PECS
に関する情報発信をはじめ、現場で活用しやすい、わかりやすい書籍も多く翻訳されています。ホーム
ページ「児童精神科医門眞一郎の落書帳」もご覧ください。https://kado2006.sakura.ne.jp/

日時 内容

4月２3日
9:30〜12:30

【講座１】 自閉スペクトラム症の特性と理解コミュニケーションの支援〜幼児期、学
齢期、成人期、それぞれの現場で取り組みを広げるために〜（仮）

4月２４日
9:30〜12:30

【講座２】 自閉スペクトラム症の人への表出コミュニケーションの支援（PECSを中
心に〜幼児期、学齢期、成人期、それぞれの現場で取り組みを広げるために〜（仮）

4月24日
１３：３０〜16:30

【講座３】 問題提起行動の理解と支援
〜適切な理解にもとづいた、予防と解決の道筋を学ぶ〜（仮）

主催 NPO法人あくしゅ
共催 自閉症eサービス＠やまぐち

mailto:jiheiken2010@gmail.com
https://kado2006.sakura.ne.jp/


教育へのピラミッドアプローチ®スポンサーワークショップのご案内

� 教育へのピラミッドアプローチ®（PAE®）とは？
� 効果的な学習環境を作り、学習を指導する際に必要な要素を組み合わせた総合的なフレー

ムワーク（枠組み）です。アンディ・ボンディ博士（Ph.D.）によりデザインされ、機能的な（役
に立つ）応用行動分析（ABA）の概念が基本となっております。ピラミッドアプローチは教育、
事業所やご家庭、そして一般社会の中で教えるという立場にある人々誰にでも使っていただ
ける様々な要素をまとめたフレームワークです。この独特な指導方法は知的障害、自閉症、コ
ミュニケーションをとるのが難しい方々やその他の学習障害がある様々な年齢の方々にとっ
て役立つ方法です。それぞれのワークショップの詳細は、HPをご覧ください。
（https://pecs-japan.com/ より参考・引用）

� 講師 ネグロンちひろ氏 形態 zoom 定員 ４０名

日時 テーマ 費用

６月４日〜５日
９：30〜１６：３０
（予定）

PECS レベル１ ワークショップ

あくしゅ会員、eサービス年間パス（全地域）
１６,000円 ／一般 ２６,０００円
*マニュアルが必須です。お持ちでない方は、マ
ニュアル代 ９８００円を一緒にお振込みください。

９月３日〜４日
９：30〜１６：３０
（予定）

応用行動分析入門
教育へのピラミッドアプローチ

あくしゅ会員、eサービス年間パス（全地域）
１６,000円 ／ 一般： 26,000円

１月２９日
９：30〜１６：３０
（予定）

重要な９つのコミュニケーション あくしゅ会員、eサービス年間パス（全地域）
８,000円／一般：１８,000円

主催 NPO法人あくしゅ
共催 しものせきPECSサークル

自閉症eサービス＠やまぐち

しものせきPECSサークル、 eサービス＠やまぐちと共催で、スポンサーワークショップを開催いたしま
す。たくさんの方と一緒に学ぶ機会になればと思っておりますので、ふるってご参加ください。

【申込方法】
１・QRコードを読み込み、必要事項を記載して送信してください。
googleフォーム https://forms.gle/CUedKAB1anGELXZN7

・メールによる申し込み氏名（ふりがな、ローマ字表記）、所属、住所、電話番号、参加希望講座、
受講メールアドレス、会員／非会員／年間パス（地域）、入金金額、入金予定日（原則：申込後
１週間以内）⑩年会費と一緒に送金される方、マニュアル代金を一緒に振り込まれる方はその旨を
お伝えください。

２.下記口座番号へ、参加料金をお振込みください
ゆうちょ銀行からのお振込み（郵貯のATM、窓口、ダイレクト）
ゆうちょ銀行または郵便局から現金でのお振込み（ゆうちょ窓口のみ）
・記号：15510 番号：６７１６７８１ 口座名義：トクヒ）アクシュ

他金融機関からのお振り込み
・銀行名：ゆうちょ銀行 店名：五五八（ゴゴハチ）店番５５８ 預金種：普通預金
口座番号：０６７１６７８ 口座名義：トクヒ）アクシュ
（入金後の返金対応は致しかねますので、ご了承ください。）

【申し込み、お問い合わせ先】NPO法人あくしゅ 担当者が常駐しておりませんので、メールで
お問い合わせください。 メール ： jiheiken2010@gmail.com （すべて半角英数字）

https://pecs-japan.com/
https://forms.gle/CUedKAB1anGELXZN7


主催 NPO法人あくしゅ
共催 自閉症eサービス＠やまぐち

� 幼児期、学齢期の支援について、大切にしなければいけないポイントについて講義を
していただきます。お申し込みいただいた方には、見逃し配信をさせていただきます。

自閉スペクトラム症（ASD）の人の
幼児期〜学齢期の支援の基本

７月４日（月）
18:30〜20:00

終了後10分程度質疑
ASD特性の理解と支援の基本（幼児期編）

諏訪 利明 氏
（川崎医療福祉大学）

８月１日（月）
18:30〜20:00
終了後10分程度質疑

家族の支援の基本
〜よりよい連携のありかたを考える〜

９月２６日（月）
18:30〜20:00
終了後10分程度質疑

学齢期〜思春期の支援の理解と支援の基本
〜ASDの学習スタイルに合わせた学びを支える〜 小田桐 早苗氏

（川崎医療福祉大学）

１０月２４日（月）
18:30〜20:00
終了後10分程度質疑

自分の特性を知ること、それを伝えることの意味
〜自己認知支援を中心に〜

【申込方法】
①申し込み記載内容をご記入の上、下記までメールでお申込みください。または、下記QRコー
ドを読み込み、記載して送信してください。申し込みが受理できない場合のみご連絡さしあげ
ます。欠席をされる場合の事前連絡は必要ありません。（入金後の返金対応は致しかねます。
ご了承ください。）googleフォーム https://forms.gle/HtNuSDUuLzw1c3Wy9

＊申し込み記載内容 ①氏名②所属③住所④電話番号⑤参加希望講座⑥受講メールアドレス⑦会
員／非会員／年間パス（地域）⑧入金金額⑨入金予定日⑩年会費と一緒に送金される方はその
旨をお伝えください。 メール jiheiken2010@gmail.com （すべて半角英数字）

②下記口座番号へ、参加料金をお振込みください
*ゆうちょ銀行からのお振込み（郵貯のATM、窓口、ダイレクト）
・記号 15510 番号 ６７１６７８１ 口座名義：トクヒ）アクシュ
*他金融機関からのお振り込み
・ 銀 行 名 ：ゆうちょ銀行 店名：五五八（ゴゴハチ） 店番：５５８ 預金種：普通預金
口座番号 ：０６７１６７８ 口座名義：トクヒ）アクシュ

【申し込み、お問い合わせ先】NPO法人あくしゅ 担当者が常駐しておりません。
メールでお問い合わせください。 メール：jiheiken2010@gmail.com（すべて半角英数字）

� 実施形態：ZOOMウェビナー「終了後１ヶ月程度の見逃し配信を予定しています。お申
し込みをされた方にのみ詳細をご連絡します。

� 対象：ASDのある子どもを育てるご家族、発達障害や発達の凸凹のある子どもたちの行
政、保育、教育、療育、家庭支援に携わる方、興味をおもちの方

� 会費：（各回）一般３０００円 会員１５００円 eサービス年間パス２０００円

https://forms.gle/HtNuSDUuLzw1c3Wy9
mailto:jiheiken2010@gmail.com


主催 NPO法人あくしゅ

自閉スペクトラム症（ASD）について学ぼう！
（オンライン講座）

コロナ禍をきっかけにスタートした連続のオンライン講座ですが、多くの方ご参加をいただき
ました。今年度は、より深い学びをみなさんとできるように、重松孝治氏にお願いし、研修と演
習を組み合わせた内容で、実施いたします。基礎的な学習を積み重ねられた方、現場で取り
組む際のポイントをふまえた学びの機会になります。支援者の方、ご家族の方ぜひ一緒に学び
ましょう。

NPO法人あくしゅ理事長 藤田久美

• 講 師：重松孝治氏（川崎医療福祉大学）

• 時 間：全講座 １８：３０〜２０：2０（講義） ２０：2０〜２０：3０（質疑応答）

• 対 象：自閉スペクトラム症、発達障害の支援に関心のある方

• 定 員：各回５０名程度

• 方 法：zoomを使用しての講義になります。（開始３０分前より接続が可能です）

日時 内容 内容

4月27日
自閉スペクトラム症の理解
ASDの学習スタイルと最近のトピック

ASDの学習スタイルや最近のトピックに
ついて研修をします。（講義）

５月２５日 評価と指導①
インフォーマルアセスメントについてのの
講義および演習を実施します。

６月２２日 評価と指導②
課題分析について講義および演習を実
施します。

7月１３日 構造化について①
構造化の基礎的な講義とアイディアを紹
介していただきます。

8月 ３日 構造化について②
構造化の展開に関する講義と模擬事例
を活用した演習を実施します。

9月２７日 自立課題について
自立課題の評価や設定などについて講
義、演習を行います。

１０月１２日 表出コミュニケーション① 表出コミュニケーションのアセスメントお
よび支援の計画の作り方について講義
および演習を実施します。１１月１６日 表出コミュニケーション②

１２月 ７日 ソーシャルコミュニケーションについて 社会性の発達や支援について講義、研
修を実施します。



① 申し込み： QRコードを読み込み必要事項を記載し、送信してください。 ：

個人年間 団体年間 単会申し込み

②下記口座番号へ、参加料金をお振込みください

（１）ゆうちょ銀行からのお振込み（郵貯のATM、窓口、ダイレクト）

（２）ゆうちょ銀行または郵便局から現金でのお振込み（ゆうちょ窓口のみ）

・記号：15510 番号：６７１６７８１ 口座名義：トクヒ）アクシュ

（３）他金融機関からのお振り込み

・銀行名：ゆうちょ銀行 店名：五五八（ゴゴハチ）店番５５８ 預金種：普通預金

口座番号：０６７１６７８ 口座名義：トクヒ）アクシュ

③入金確認後、開催日2〜３日前に、研修URL、資料などをメールでお送りします。

・NPOあくしゅ入会申し込み：https://akushu.jimdofree.com/会員の入会について

をご覧ください

申し込み形態 金 額

年間申込

個人（お一人）で申し込まれる方
あくしゅ賛助会員：２0,０００円

一 般：３２,000円

団体で申し込まれる方
• 友達やお知合いの方など、任意のグループでお申込
いただけます（所属が同一でなくてもかまいません）

• １グループ３名以上、５名までのグループとなります

あくしゅ団体会員：６0,000円
一 般：８５,000円

単回申込 単回で申し込まれる方
あくしゅ賛助会員：2,500円

一 般：3,000円

参加料金・申し込み方法

（お問い合わせ先）

NPO法人あくしゅ 研修事務局 https://akushu.jimdofree.com/

〒753-0033 山口県山口市大市町３－３（NPO法人あくしゅ内）

【MAIL】 jiheiken2010@gmail.com

＊スタッフが常駐しておりません。お問い合わせはできるだけメールでお願いいたします。

https://akushu.jimdofree.com/%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%85%A5%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
https://akushu.jimdofree.com/


詳細は、８月以降のご連絡になります。

� 対象
� 定員を超えるお申し込みがあった場合は、あくしゅ主催のオンライン連続研修会を受
講された方を優先する場合があります。

� 定員 20名程度
� 講師＆コーディネーター 久賀谷洋氏
� 実施回数 ３回
� 申し込み
� 参加費：会員 5000円（３回連続） 非会員 1０000円
� 申し込み締め切り 2022年 １２月２０日

日時 概要

2023年１月２０日
18:30〜２０：３０

ASDの学習スタイルを大切にした認め方、褒め方、声かけ
のポイント（仮題）

２月１７日
18:30〜２０：３０

ASDの学習スタイルを大切にした社会的な情報の伝達と
信頼関係づくりのポイント（仮題）

３月24日
18:30〜２０：３０

ASDの学習スタイルを大切にした人とのやりとりの整理や
相手の意図の気づきをうながすためのポイント（仮題）

言葉がたくさん話せる人たちとのやりとりをする際にも、うまくやりとりができていなかったなという
ことを感じたり、相手に押し付けてしまったなという印象を与えてしまうようなやりとりになってしまっ
たという経験や反省は、誰しもあることと思います。また、言葉が話せるので、ASDの特性を考えず
に、やりとりをしてしまうといったことがないでしょうか？
今回の学習会は、機能の高いASDの人への視覚的な支援の活用や、ことばを使う際の配慮など
について、講義や実際の演習を通して、一緒に考える機会になればと考えています。

機能の高いASDの人たちとのやりとりについて

８月以降
広報開始予定


