
2022年度 全国プログラム
＆

＠大阪・奈良ローカルプログラム

全国共通！ 【年間パス】のご案内
機関連携パスが新設されます

～ 自閉症支援を生活のすみずみに ～

このパンフレットの情報は2022年2月現在のものです。各人材育成プログラムは、会場・講師等の都合により、年
度途中でも変更・中止になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新情報は、自閉症ｅサービス全国
ネットホームページでご確認をお願いします。

2022.2版

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/

自閉症ｅサービス全国プログラム 2022.2版

http://www.jiheishou-e.com/


～自閉症ｅサービス全国ネットとは～

自閉症ｅサービスは、“自閉症支援を生活のすみずみに”をコンセプトに様々
な活動をおこなってきました。現在、日本全国10か所の事務局（地域ユニッ
ト）を中心に、自閉症ｅサービスの人材育成プログラムを展開しています。

2022年1月に一般社団法人自閉症ｅサービス全国ネットが設立し、「全
国プログラム」のオンライン配信を運営することになりました。一方、＠大阪・奈
良のローカルプログラム及び賛助会員等を対象にした会員向けサービスにつ
いては、引き続きNPO法人自閉症ｅスタイルジャパンが担当します。今後とも
自閉症支援の担い手の育成と横断的なネットワーク作りに寄与していきます
ので、どうぞよろしくお願いします。

自閉症ｅサービス全国ネット代表 中山清司

■ 自閉症ｅサービスからのメッセージ （コアバリュー）

「自閉症支援を生活のすみずみに」が、私たち自閉症ｅサービスの活動理
念であり事業の目的です。自閉症支援を一部の専門家が扱う研究対象では
なく、一人ひとりが実際に生活している現場で担うべきものだと思うからです。
そこには、家族がいて、地域があり、支援スタッフが対峙し、行政や制度がそ
れを支えていることでしょう。もちろん自閉症の人は当事者としてそこにいます。
私たちの仕事は、そうやってお互いの相互作用と協働活動を通して発展し、
生活のすみずみに自閉症支援が広がっていくことを願っています。
専門家と呼ばれる人たちは、その知識とアイデアと研究成果を日々の自閉
症支援にぜひ開放してください。現場支援者の皆さんは、古い経験主義や孤
立主義から脱して、広く支援のネットワークを張り巡らせていってください。当
事者や家族の皆さんは、単に支援を受けるだけの受け身的な存在から、自ら
のことを自らで決める主体的な生活者として、自閉症ｅサービスの活動にも
参加していただければと思います。
自閉症ｅサービスの実践は、未来に開かれています。そこに道路があり電気
やガスが流れてくるように、自閉症支援が生活のすみずみにいきわたることが、
私たちが描く未来の姿です。
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■ 自閉症ｅサービス 全国共通「年間パス」（2022年度）

◆年間パスは、自閉症ｅサービス全国ネットが提供する「全国プログラム」、及び地域ユニッ
トで開催される「ローカルブログラム」に利用できる全国共通のメンバーシップ制度です。
◆年間パスがあると、2022年度「全国プログラム」をすべて「パスあり」価格で受講できます。
各地域の「ローカルプログラム」についても、原則「パスあり」料金が適用されます（一部、
適用外のプログラムがあります）。
◆年間パスの有無にかかわらず、各講座・ワークショップの申込みはその都度必要になります。

「年間パス」は3種類あります。

料金（税込）
（早割価格）

2022年2月21日（月）～4月17日（日）に入金
完了されますと、早割価格を適用します。

個人パス 13,000円

(11,000円)

個人（お一人）で活用いただけるパスです。

〔個人名の年間パスID×1人〕

eサービスでは年間を通じて研修を受講する方を応援します。
年間パスを取得すると、「全国プログラム」の基本講座（ベー
シック＆ステップアップ）はすべて無料、その他のプログラムも
「パスあり」価格で受講できます。

5人パス 55,000円

(44,000円)

職場やお友だちグループで活用いただけるパスです。
〔個人名の年間パスID×5人まで〕

個人パスを最大5名登録できます。所属先が違う方々でも構
いません。一緒に学びたいお仲間同士でぜひどうぞ。

機関連携
パス

10人分
新設!

110,000円

通年で申込可

自閉症ｅサービス全国ネットとパートナーシップ協定を
結んだ機関・団体を対象に、10人までの個人パスに、7

回分の基本講座オンデマンド版が無料で視聴できるよ
うになります。その他特典あり。
〔個人名の年間パスIDと基本講座オンデマンド版（7
回）が無料のセット×10人まで】
（さらに5名まで追加可 +11,000円/人）

【年間パスの注意点】
・年間パスを途中解約されても返金はできませんので、予めご了承ください。
・5人パスと機関連携パスでは、年度途中で登録者を変更することができます。その場合、変更手数料
2,200円（税込）/回がかかります。
・登録者以外への譲渡、貸与はできません。パスの流用が発覚した場合は「一般」料金をいただきます。
・集合研修の場合、当日、必ず年間パスIDを受付でご提示ください。

■年間パスをお持ちでない場合
・年間パスをお持ちでない場合は、「一般」料金での受講となります。
・受講者を選考する場合は、年間パスをお持ちの方を優先させていただきます。
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＜パートナーシップ協定とは＞

自閉症ｅサービスの基本理念である、“自閉症支援を生活のすみずみに”に賛同していただけ
る支援機関と、自閉症ｅサービス全国ネットとがパートナーシップ協定を結び、それぞれの特
色・強みを活かして柔軟に連携して活動することを目的にしています。パートナーシップ協定自
体に費用はかかりません。具体的な連携については、双方が協議して「実施要項（実施プラ
ン）」を作成します。

◎機関連携パスは次のようなニードに応えます。
・事業所や法人全体で自閉症支援のスキルを高めたい
・オンデマンド版を活用して、じっくりと学習したい
・年間パスを活用しながら、地元地域でもオンライン講座を開催したい
・オンラインケース会議にｅサービス認定コンサルタントも参加してほしい

◎機関連携パスはお得！（5人パスで10人登録・視聴すると、以下の料金）
・5人パス×2セット・・・88,000円（早割） 110,000円（通常）
・基本講座オンデマンド版（全7回）・・・7,700円×10人＝77,000円

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/

自閉症ｅサービス全国ネットは、自閉症支援のネットワークを展開して
いくために、全国各地の支援機関とパートナーシップ協定を結び、機関
連携の可能性を広げます。その一環として、2022年度、年間パスの
中に新たに「機関連携パス」を設けることにしました。

★対象：パートナーシップ協定を結んだ機関（通年で申込可）
★内容：個人パスと基本講座オンデマンド版（7回）セット、10人まで登録可

（さらに5名まで追加可 +11,000円/人）
★料金：110,000円（税込）
★特典：オンライン講師派遣を33,000円/回で利用可

（通常は44,000円/回）
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全国ネット
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年間パス登録と受講までの流れ

①年間パスを希望する方は、自閉症ｅサービス全国ネットホームページからお申込
みください。

折り返し、年間パス受付（仮登録）メールをお送りします。

⇩ 
②下記のいずれかの方法で、年間パス料金（税込）をご入金ください。

（実際の入金日で早割価格の適用を確認します）
＊2022年2月21日～（早割価格）■個人パス：11,000円 ■5人パス：44,000円
＊2022年4月18日～（通常価格）■個人パス：13,000円 ■5人パス：55,000円
＊通年 ■機関連携パス：110,000円（個人パスと基本講座オンデマンド版10人分）

※入金確認から年間パスIDの登録・発行までに1週間程度かかります。
※年間パスを途中解約されても返金はできません。

⇩
③年間パスID（本登録）をメールでお送りします。
＊自閉症ｅサービス全国ネット事務局より、年間パスIDを通知します。また、年間パスの方には、

「レジュメ・ワークシート集基本講座編」のPDFデータが無料でダウンロードできるようになります。

⇩
④全国ネットホームページより希望するセミナー等にお申込みください。

＊各地域の「ローカルプログラム」については、各地域ユニットにお問合せください。
＊年間パスをお持ちでない方は、「一般」価格での受講となります。

□クレジットカード □銀行振込
・登録の個人名・代表者で振込み。または、申込時に記載し
た所属の機関・団体名で振込んでください
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◆ｅ-Webセミナー（ライブ版）
全国どこからでも視聴できます。自閉症支援に興味のある方、現役支援者、当事者・家族など、
自閉症支援の関係者がネット上で一堂に集まり、意見交換・情報交換のできる場になります。

①基本講座（ベーシック＆ステップアップ）：自閉症支援に必要な基本的な知識とアイデア
が学べる講座です。特性理解、評価から支援、構造化、コミュニケーション支援、問題行動へ
の対応について、体系的に学びます。各回、事例紹介や質疑応答の時間を設け、実践向けに
構成されています。

②トピックセミナー：毎年、自閉症ｅサービスがセレクトする話題性の高いテーマについて、先
駆的な実践をされている方に講師をお願いしています。「思春期」「高齢化対策」 「医療との連
携」「災害時対応」といった幅広いテーマについて、最新情報にアップデートしていきます。

③スペシャルトークセッション：全国各地から自閉症支援の担い手が集まり、共通のテーマにつ
いて双方向で意見交換・情報交換をする場です。新しいアイデアや隠れた実践を知る機会にな
る企画です。

◆ｅ-Webセミナー（オンデマンド版）
これまでのライブ版の各セミナーを編集し、オンデマンドで視聴できるようにします。一部、講師の
意向や個人情報等の関係で配信できない場合がありますので、ご了承ください。毎月、1～2
本のペースで配信します。

◆ｅ-現場支援アイデア集（オンデマンド版）
自閉症支援の現場で実際に必要とされるアイデアを動画にまとめ、わかり
やすく解説します。全国各地の実践を取りまとめ、それを支援現場にフィード
バックする試みです。「評価キットの使い方」「問題行動への対応」など、
テーマ毎にシリーズ化していきます。

2022年度 自閉症ｅサービス全国ネット
人材育成プログラム

全国プログラムについて

自閉症ｅサービス全国ネットでは、支援者養成と、支援者間の横断的なネットワークづくり
に取り組んでいます。現場のニードに即した多様な人材育成プログラムを用意しており、全
国どこからでもオンラインで受講できる「全国プログラム」と、各地域ｅサービスが提供するそ
れぞれの地域ニードに即した「ローカルプログラム」で構成されています。

全国プログラムは、インターネット環境にあるパソコンやタブレット・スマートフォンで視聴いただ
けます。事前に配信登録が必要になりますので、全国ネット事務局にご確認ください。
配信された動画・レジュメデータ等を無断で録画・複製・加工等しないようにお願いします。
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全国プログラムの受講のしかた

①全国プログラムの中から希望するセミナー等について、自閉症ｅサービス全国
ネットホームページから申込みをしてください。年間パスをお持ちの方は、ログイン
IDとログインパスワードが必要になります。

⇩
②全国ネット事務局より受付通知と入金案内を登録メールアドレスにお送りします。
定員を超えるなどして受講できない場合もメールでご連絡します。

⇩
③下記のいずれかの方法で、受講料をご入金ください。受講料が無料の場合は
必要ありません（④に続きます）。

※銀行振込の場合、入金確認に時間がかかりますので、お早目にお申込みください。

⇩
④入金が確認されましたら、概ね開催日の1週間前に、当日の受講案内メール
（当日の資料やZoomのID等）をお送りします。

⇩
⑤受講当日は、開講時間の30分前からZoomへの入室ができるようにします。
原則、マイクをミュートにして受講してください。

全国プログラムは、インターネット環境にあるパソコンやタブレット・スマートフォンで
視聴するオンデマンド研修になります。事前にZoomアプリをインストールしておい
てください。配信された動画・レジュメデータ等を無断で録画・複製・加工等しな
いようにお願いします。

□クレジットカード □銀行振込
（個々の受講者名でご入金をお願いします）
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2022年度 自閉症ｅサービス「全国プログラム」 年間予定①

「全国プログラム」は、すべてネット配信のオンライン研修になります。
事前にZoomアプリのインストールをお願いします。

基本講座
ベーシック（ライブ版）

定員 日程 講師（敬称略） 受講料（税込）

①自閉症の学習スタイル

350名
/回

申込制
先着順

5/7
(土)

諏訪利明（川崎医療福祉
大学）

パスあり
無料/回

一般
2,500円/回

②評価から支援へ
5/21
(土)

中山清司（自閉症ｅサー
ビス全国ネット）ほか

③構造化のアイデア
6/4
(土)

安倍陽子（横浜市東部療
育センター）

④コミュニケーション支援
6/18
(土)

久賀谷洋（オフィスぼん）
松尾浩久（HEROES）

基本講座
ステップアップ（ライブ版）

定員 日程 講師（敬称略） 受講料（税込）

①問題行動の理解と対応
350名

/回

申込制
先着順

10/1
(土)

中村公昭（静岡県東部発
達障害者支援センター） パスあり

無料/回

一般
2,500円/回

②事例検討１（氷山モデル）
10/15
(土)

林経夫（侑愛会・グループ
ホーム「すばる」）
井端義子（大阪府障害者
福祉事業団）③事例検討２（支援の実際）

10/29
(土)

コーディネーター 譲田和芳/岡村隆弘 10:00～11:45（9:30からZoomに入室可能）

オンデマンド版 定員 日程・内容等 受講料（税込)

ベーシック・ステップアップ等の各プ
ログラム（編集後に配信）

2022/6～2023/2配信

無制限
申込制

・各プログラムについて、2週間配信
（月1～2本ペース）
・機関連携パスでは基本講座無料

パスあり
1,100円/本
一般

3,500円/本

現場支援アイデア集（各45分）
テーマ毎の動画・解説シリーズ
2022/6～2023/2配信

無制限
申込制

①「評価キットの使い方」
②「問題行動への対応」
③「活動の組み立て」

パスあり
1,100円/本
一般

3,500円/本
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2022年度 自閉症ｅサービス「全国プログラム」 年間予定②

「全国プログラム」は、すべてネット配信のオンライン研修になります。
事前にZoomアプリのインストールをお願いします。

コーディネーター 前野篤史 13:30～15:00（13:00からZoomに入室可能）

スペシャルトーク
セッション（ライブ版）

定員 日程 講師（敬称略）
受講料
(税込)

①ハワイはどんなところ？ 職業リ
ハビリテーションを中心に

350名
/回

申込制
先着順

4/29
(金・祝)

梅永雄二（早稲田大学）

パスあり
1,100円/回

一般
3,500円/回

②柔軟性と般化
7/2
(土)

諏訪利明・中山清司

③私たちの子育て履歴
（ペアレンツトーク）

7/23
(土)

保護者2名

④私たちの地域生活事情
（当事者トーク)

11/23
(水・祝)

成人当事者2名

⑤黎明期の自閉症専門施設
～1990年代から今を見る～

2023年
1/21(土)

寺尾孝士（ハローENJOY
札幌Ⅱ）

ｅカフェミーティング
（ライブ版）

定員 日程 話題提供（敬称略）
参加費
(税込)

①自閉症の人たちの仕事をどう
創っていくか

100名
/回

申込制
先着順

4/29
（金・祝）

高橋亜希子(エンカレッジ）

パスあり
無料/回

一般
2,500円/回

②やってみた運動・健康プログラム
7/23
(土)

真船亮（オフィスぼん）

③施設のあるある話
2023年

1/21(土)
山本剛士（自閉症ｅサー
ビス＠しずおか）

④これからの自閉症支援 2023 3/25(土)
ｅサービス全国ネット運営
委員ほか

コーディネーター 中西昌哉 15:30～17:00（15:00からZoomに入室可能）

秋の自閉症ネットワークデイ
with 西陣麦酒（ライブ版）

定員 日程 話題提供（敬称略） 参加費（税込）

西陣麦酒を飲みながら、全国ネッ
トとクロストーキング

申込制
11/23
(水・祝)

西陣麦酒プロジェクトほか
西陣麦酒購入者に、
無料招待

コーディネーター 米澤巧美 16:00～18:00（15:30からZoomに入室可能）

自閉症ｅサービス全国プログラム 2022.2版

自閉症ｅサービス全国ネット事務局（谷町オフィス）

〒542-0062 大阪市中央区上本町西3-3-28 FAX：06-6777-2624
e-mail：e.service.jimukyoku@gmail.com （メールでお問合せください）
HP：http://www.jiheishou-e.com/

自閉症ｅサービス
全国ネット



2022年度 自閉症ｅサービス「全国プログラム」 年間予定③

「全国プログラム」は、すべてネット配信のオンライン研修になります。
事前にZoomアプリのインストールをお願いします。

PECS スポンサー
ワークショップ（ライブ版）

定員 日程 講師（敬称略） 受講料(税込)

PECSレベル１
ワークショップ（オンライン）

※両日必修参加

50名

申込制
先着順

12/10
(土) ネグロンちひろ

（ピラミッド教育
コンサルタントジャパン）

パスあり
16,０00円
一般

26,000円
マニュアル代別

12/11
(日)

コーディネータ― 松尾浩久 18:30～20:00（18:00からZoomに入室可能）

トピックセミナー（ライブ版） 定員 日程 講師（敬称略）
受講料(税
込)

強度行動障支援における「中核
的人材」とは何か

350名
/回

申込制
先着順

6/24(金)
志賀利一（横浜やまびこの
里）

パスあり
1,100円/回

一般
3,500円/回

＜特別講義＞
学校教育におけるICTとコミュニ
ケーションエイド①②

8/23(火)
坂井聡
（香川大学教育学部）

8/24(水)

放デイとサポート校の実践 9/16(金)
桑原綾子（ここはうす）
伊藤伸孝（あおい高等学院）

自閉症の医療的ケア
2023年

2/17(金)
宇野洋太
（よこはま発達クリニック）

英国自閉症研究の系譜～ロー
ナ・ウィング先生を中心に～

3/17(金) 門眞一郎（児童精神科医）

コーディネータ― 久賀谷洋 10:00～17:00（9:45からZoomに入室可能）

オンライン講師派遣（申込制） 内容・時間ほか 講師（敬称略） 派遣料(税込)

オンラインでの講習会・ケース会議
等に、認定コンサルタントを派遣しま
す（2022/6～2023/2）

招へい団体の企画に
応じて調整します
（2時間/回）

自閉症ｅサービス
認定コンサルタント

パスあり（所属の団体）
44,000円/回

機関連携パスの場合
33,000円/回

自閉症ｅサービス全国プログラム 2022.2版

自閉症ｅサービス全国ネット事務局（谷町オフィス）

〒542-0062 大阪市中央区上本町西3-3-28 FAX：06-6777-2624
e-mail：e.service.jimukyoku@gmail.com （メールでお問合せください）
HP：http://www.jiheishou-e.com/

自閉症ｅサービス
全国ネット



◆ステップアップ講座
「問題行動」「行動障害」の対応について、事例をもとに検討します。
記録の取り方、氷山モデルによる支援プランの作成、現場実践のアイ
デアなどのエッセンスを学びます。

◆ワークショップ「プラクティカル」
テーマ別に、講義と演習（グループワーク）を組み合わせた、1day
ワークショップです。受講者同士がチームを組んで、現場支援さながら
に課題に取り組み、問題解決のアプローチを実践的に学べる講座に
なっています。

◆ワークショップ（モデル付き）
①アセスメントセミナー基礎/実践：自閉症ｅサービスが開発した
評価キットを実際に活用して、自閉症のモデルに対して、評価から支
援へのプロセスをコンパクトに学ぶことができます。
②現場実践トレーニング（2days/3days）：自閉症の人が過
ごす教室や職場・グループホームなどを想定して、構造化のアイデアを
活用して、支援プログラムの展開を実践します。自閉症のモデルに協
力いただき、トレーナーが付いた各受講者チームが、PLAN-DO-
SEEのサイクルをダイレクトに経験します。

◆資格取得セミナー
自閉症支援に特化した「ガイドヘルパー養成研修」や「行動援護従
業者養成研修」を開催します。ガイドヘルパー等の資格が取得でき、
福祉サービス事業における加算要件に適用できる場合があります。

自閉症ｅサービス地域ユニットは全国ネットでつながり、＠大阪・奈良をはじめ全国で同様の人
材育成プログラムを提供します。「年間パス」を取得されますと、年間を通して、各地のローカルプ
ログラムをパスあり価格で受講できます。詳細は、各地域ユニットにお問合せください。

2022年度 自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
人材育成プログラム

ローカルプログラムについて

ローカルプログラムは各地域の自閉症ｅサービス地域ユニットが
主催・運営します。一部、ネット配信による開催もありますので、
その場合は遠隔地からも受講できます。



＠大阪・奈良ローカルプログラムの受講のしかた

①希望するセミナー等について、自閉症ｅサービス全国ネットホームページ（＠大
阪・奈良ローカルプログラム）から申込みをしてください。

⇩
②＠大阪・奈良事務局より受付通知と入金案内を登録メールアドレスにお送りし
ます。定員を超えるなどして受講できない場合もメールでご連絡します。

⇩
③下記のいずれかの方法で、受講料をご入金ください。受講料が無料の場合は
必要ありません（④に続きます）。

※入金確認に時間がかかりますので、お早目にお申込みください。

⇩
④入金が確認されましたら受講決定通知をお送りします。概ね開催日の1週間前
には、当日の受講案内メールを送ります。

⇩
⑤受講当日は、受講決定通知をご持参いただき、所定の時間までに会場にお越
しください。

＠大阪・奈良ローカルプログラムは、原則、集合研修です。感染症対策（ソー
シャルディスタンス、消毒、マスクの着用等）を講じて開催します。受講者の皆
様におかれましても、個々に感染症対策をお願いいたします。なお、感染状況
により、研修の延期・中止・規模縮小等がありますので、ご了承ください。

□銀行振込 （個々の受講者名でご入金をお願いします）
※クレジット決算は対応しておりません。

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.jiheishou-e.com/

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局

eee.2008.es@gmail.com

http://www.jiheishou-e.com/
mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/
mailto:eee.2008.es@gmail.com


2022年度 地域グループB ＠大阪・奈良 年間予定①

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、すべて集合研修です。

ベーシック講座Ⅱ
ベーシック講座のおさらいと
ビデオ演習・グループ討議

定員 日程 講師（敬称略） 受講料(税込)

①自閉症の学習スタイル 50名 7/16（土）
中山 清司
（自閉症ｅサービス全
国ネット）

パスあり
1,100/回
一般
3,500円/回

②評価から支援へ 50名 7/30（土）
大中 りよ子
（bonワークス枚方）

③構造化のアイデア 50名 8/20（土）
譲田 和芳
（bonワークス豊中）

④コミュニケーション 50名 9/10（土）
西村 昌広
（相談支援事業所cuu）

14:00-16:00 会場：大阪府社会福祉会館

プラクティカル 定員 日時 講師（敬称略） 受講料(税込)

初任者のための実技講習
（大阪地域）

30名
7/10（日）

10:00-16:30

●真船亮
（bonワークス枚方）
寺尾友秀（ぱれっと）

パスあり
6,600円

一般
11,000円

初任者のための実技講習
（奈良地域）

30名
9/4（日）
10:00-16:30

●由利正樹
（奈良市社協）ほか

ステップアップセミナー
（大阪地域）

30名
11/26（土）
10:00-16:30

●佐々中雄平
（ハニカム）
宮川知也（西作業所）

会場：奈良地域→奈良県社会福祉総合センター
大阪地域→大阪府社会福祉会館

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.jiheishou-e.com/

mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/


2022年度 地域グループB ＠大阪・奈良 年間予定②

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、すべて集合研修です。

ワークショップ（モデル付き） 定員 日程 トレーナー（敬称略） 受講料(税込)

アセスメントセミナー
（児童/成人）

～評価キットを使った
現場アセスメント～

（大阪地域）

12名

6/25（土）
13:00-17:00

6/26（日）
9:30-17:00

●前野篤史
（スマイルフレンズ）
真船亮
（bonワークス枚方）
安田文彦（一羊会）

パスあり
22,000円/回

一般
33,000円/回

アセスメントセミナー
（成人）

～評価キットを使った
現場アセスメント～

（奈良地域）

12名

9/23（金祝）
13:00-17:00

9/24（土）
9:30-17:00

●譲田和芳
（bonワークス豊中）
松本理恵
（北摂杉の子会）
中村俊雅
（いこま福祉会）

アセスメントセミナー
（余暇・家事）

～評価キットを使った
現場アセスメント～

（大阪地域）

12名

11/19(土）
13:00-17:00

11/20（日）
9:30-17:00

●松尾浩久
（HEROES)
辻本紗弥
（北摂杉の子会）
河村弥生
（bonキッズ谷町）

会場：大阪地域→豊中セミナールーム 奈良地域→社会福祉法人こまどり会 喜蔵庵

ｅサービス＆オフィスぼん
共催講演会

定員 日程 講師（敬称略） 受講料(税込)

シンポジウム：グループホー
ム～運営と生活の実際～

100名 5/28（土）
津田明雄
（特定非営利活動法人
クローバー）

パスあり
1,100円/回
一般
3,500円/回

自閉症の特性と支援の基本
（高機能自閉症を中心に）

100名 8/6（土）
岡田祐輔
（静岡県東部発達障害
者支援センター）

自己理解の進め方と重要性 100名 11/5（土）
小田桐早苗
（川崎医療福祉大学）

14:00-16:30 会場：大阪府社会福祉会館

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.jiheishou-e.com/

mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/


2022年度 地域グループB ＠大阪・奈良 年間予定③

資格取得セミナー 定員 日程 トレーナー（敬称略） 受講料(税込)

行動援護従業者養成研修
（A日程奈良地域）

30名
6/10(金)-12(日)

9:00～18:00

譲田和芳
（bonワークス豊中）
久賀谷洋
（自閉症ｅサービス）
丸田富美代
（bonキッズ枚方）
由利正樹
（奈良市社会福祉協議会）

中村俊雅
（いこま福祉会）
中井真一
（あんさんぶる）

ほか

特別価格
22,000円
（年間パスの
有無にかかわら
ず一律料金）

eカレッジ生
11,000円

行動援護従業者養成研修
（B日程大阪地域）

30名
9/16(金)-18(日)

9:00～18:00

行動援護従業者養成研修
（Ｃ日程大阪地域)

30名
2023/
1/27(金)-29(日)

9:00～18:00

会場：Ａ日程 奈良県社会福祉総合センター B・Ｃ日程 ：大阪府社会福祉会館

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、すべて集合研修です。

会員向けサービス
（Zoom開催）

※パスあり、一般の方も
お申込みいただけます。

定員 日程
講師、話題提供者
（敬称略）

受講料(税込)

ＱＯＬ（生活の質）
向上シリーズ①

楽しみを見つける
100名

8/7（日）
14:00-15:30

寺尾友秀（ぱれっと）
濱瀬享也
（おひさまハウス） 賛助会員

サポート会員
パスあり

1,100円/回

一般
2,500円/回

ＱＯＬ（生活の質）
向上シリーズ②

その人らしい自立
100名

10/23（日）
14:00-15:30

真船亮（bonワークス枚方）
福瀧ひかる
（児童発達支援おひさま）

QOL（生活の質）
向上シリーズ③

自分らしく働く
100名

2023/
2/5（日）
14:00-15:30

南井将志（自閉症ｅサービス
＠大阪・奈良）
譲田和芳
（bonワークス豊中）

Zoom開催 13:30～入室可

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.jiheishou-e.com/

mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/


2022年度 地域グループB ＠大阪・奈良 年間予定④

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、すべて集合研修です。

出張講座 定員 派遣エリア 講師 講師料(税込)

①ベーシック（2時間）
②ステップアップ（一日）
③初任者のための実技講習(1日）
④アセスメントセミナー(1.5日)

①自由
②③
10～30名
④
4～16名

大阪・阪神(6
市1町）・奈良
県内

エリア外の場合
は、出張費
11,000円/日
が加算されます

自閉症ｅ
サービス認
定コンサル
タント

①44,000円/人
②③55,000円/人
④82,500円/人
（別に交通費・宿泊
費実費）

訪問コンサルテーション 定員 派遣料（税込）

・コンサルテーション、ケース会議に参
加等（2時間）

自由
44,000円/人
（別に交通費・宿泊
費実費）

ｅサービス＆でぃあ－
共催

定員 日程 講師（敬称略）
受講料
(税込)

2daysトレーニングセミナー
＠でぃあー

12名
11/5（土）

-6日（日）

●松尾浩久（HEROES)

中村俊雅（いこま福祉会）
由利正樹（奈良市社会福祉
協議会）

一律料金
20,000円

この研修のお申し込みは、直接でぃあーにお申し込みください。
奈良県発達障害者支援センターでぃあーHP https://deardeer.hozanji-wel.org/

◎自閉症ｅサービスの認定コンサルタントが、あなたの法人・事業所に訪問し、基本講座やアセスメントセミナーなど
を実施します。また、事例検討などのコンサルテーションにも対応します。お申し込み後、担当コンサルタントと打ち合
わせおこない、効果的に法人や事業所の人材育成に役立てていただけるプランです。
◎出張講座については、別紙、開催要項をご確認ください。内容によって、参加人数・研修にかかる時間・お申込者
のほうでご準備いただくものが異なりますのでご注意ください。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.jiheishou-e.com/

mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/


大阪府社会福祉会館
（大阪地域）

〒542-0062
大阪府大阪市中央区谷町7-4-15
大阪メトロ 谷町六丁目駅から徒歩
５分

豊中セミナールーム
（大阪地域）

〒561-0832
大阪府豊中市庄内西町2-5-2
阪急電車 庄内駅から徒歩３分

2022年度 地域グループB ＠大阪・奈良 会場案内

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、すべて集合研修です。

豊中セミ
ナールーム

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.jiheishou-e.com/

mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/


奈良県社会福祉総合センター
（奈良地域）

〒634-0061
橿原市大久保町320-11
近鉄 畝傍御陵前駅から徒歩３分

2022年度 地域グループB ＠大阪・奈良 会場案内

社会福祉法人こまどり会 喜蔵庵
（奈良地域）

〒631-0052

奈良市中町502-4
近鉄 学園前駅から、奈良交通バスに
乗車し、藤の木台一丁目停留所を下車

＠大阪・奈良が開催する「ローカルプログラム」は、すべて集合研修です。

喜蔵庵

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良事務局
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.jiheishou-e.com/

mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/
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eカレッジ
（定員15名）

内容 日程 受講料

第1講

オリエンテーション

ｅカレッジについてガイダンスとレクリエーションタ
イム！まずは楽しんでメンバー同士の交流を深め
ましょう！

5/22（日）

14:00-16:00

無料

年間パス付与

全講必須

第2講

study meeting①

初任者のための実技講習
（＠大阪・奈良ローカルプログラム）

7/10（日）

10:00-16:30

第3講

study meeting②

障害福祉や自閉症支援の先輩の声を聞こう！
先輩方との意見交換会もあります！

9/11（日）

14:00-16:00

第4講

study meeting③

＆事業所見学ツアー

アセスメントについて学ぼう！
評価キットを使った評価のしかたと実施体験！
ロールプレイで評価の大切さがわかります！
bonワークス豊中（生活介護事業所）の見学
会を開催します！

11/6（日）

10:00-17:00

第5講

study meeting④

＆まとめ

eカレッジ生の実践報告会と来年度に向けて！
みなさんの1年間の成果を発表し、アウトプットす
る経験をしてみませんか！

2023/

2/11（土）

14:00-16:00

特別企画 内容 日程 受講料

Zoomで

意見交換会

Zoomを使って皆さんとの意見交換会を開催し
ます。テーマに沿って気軽に意見交換しません
か！

10/22

（土）
無料

任意参加

事業所ツアー
皆さんのご意見をもとに、見学する事業所を決定
していきます。

2023年

1月頃

これからの自閉症支援を担う若手支援者

ｅカレッジ生 募集！！

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.jiheishou-e.com/

2022年度 地域グループB ＠大阪・奈良 年間予定⑥

mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/
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◆ｅカレッジとは・・・

「自閉症支援を生活のすみずみに」をコンセプトにした活動の一環として、若手支援者の育成と個人や事
業所間のネットワークづくりを目的としたプログラムです。

2022年度は、5つのプログラムを開催します。自閉症支援や福祉業界の先輩方からの他では聞くことので
きない想いや苦労、裏話を聞くことができます。若手ならではの自閉症支援入門編のプログラムを企画してい
ます。また、ｅサービスプログラムがｅカレッジ価格で受講できるなど、積極的な学びができる機会を提供して
いきます。もっと簡単なところから始めたい！事業所以外の支援者との交流を深めたい！正しく自閉症を理
解した支援者を目指したい！そんな方は、ぜひｅカレッジに参加してみませんか？私たちが皆さんのすべての
プログラムをフォローします！みなさまからのご応募をお待ちしています！

◆ｅカレッジを通した人材育成のプロセス・・・

当プログラム終了後、自閉症ｅサービス＠大阪・奈良（NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン）の活動会
員になっていただくことができます。

若手支援者が活動会員となり活動することで、これからの自閉症支援を担っていけるようにしていきます。
具体的には、当法人が開催する研修の企画運営やスタッフとして活動しながら、身近に講師やトレーナーか
らリアルタイムに学ぶことにつながります。また、他の活動会員とのネットワークを広げていくことで、支援現場で
の自閉症支援にリーダーになれる支援者を育成していきます。

◆ｅカレッジ生の特典（2022年度）

・2022年自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 年間パス無料付与

・初任者のための実技講習（大阪地域）受講料無料（参加必須）

・ｅ-ｅラーニング 1年間無料視聴

・行動援護従業者養成研修を、11,000円で受講することができます

◆対象

・35歳以下、または現場経験5年以下の方（18歳以上の学生も可）

・自閉症支援を積極的に学びたい方

・事業所の枠を超えて、積極的にネットワークづくりをしていきたい方

・第1講から第5講までの参加可能な方

・関西在住または在勤の方

・特別企画は、任意ですが、ぜひご参加ください。

プログラムの詳細は、次ページをご覧ください。

これからの自閉症支援を担う若手支援者

ｅカレッジ生 募集！！

2022年度 地域グループB ＠大阪・奈良 年間予定⑤



自閉症支援の基本を集合研修で学びたい方へ

基本講座「ベーシックⅡ（集合研修版）」とは・・・
自閉症支援に欠かせない基本をまとめています。自閉症の学習スタイル、評価の意
味、自閉症の人にわかりやすく伝えるアイデア、コミュニケーションのポイントの4つの
テーマについて整理したうえで、ビデオ演習やグループディスカッションを中心に、集合
研修ならではの参加型で実践的な研修をおこないます。

集合研修プログラム
14:00-14:30 講義
14:30-15:00 ビデオ演習
15:00-15:30 グループディスカッション（ビデオの確認と今後の方針の検討）
15:30-16:00 全体発表、質疑応答など

テーマと概要 日程 講師（敬称略）

①自閉症の学習スタイル
自閉症の学習スタイルをわかりやすく解説します。支援

者が関わるうえで押さえておくべきポイントを具体的に確
認します。

7/16(土)
14:00
～16:00

中山清司
自閉症ｅサービス全
国ネット

②評価から支援へ
支援を提供するうえで評価は欠かせません。何を評価

するか、どうやって評価するか、評価情報をどのように活か
すか、評価の目的から活用まで事例を通して学びます。

7/30(土)
14:00

～16:00

大中りよ子
bonワークス枚方

③構造化のアイデア
自閉症の学習スタイルの理解と個別の評価に基づいて、

構造化の大切さ・必要性を確認します。実際の支援現
場での実践例やさまざまな工夫を紹介します。

8/20(土)
14:00

～16:00

譲田和芳
bonワークス豊中

④コミュニケーション
自閉症の人のコミュニケーションの特徴を「表現」と「理

解」の視点から整理します。コミュニケーション支援のス
テップを踏まえた現場への適用を導きます。

9/10(土)
14:00

～16:00

西村昌広
相談支援事業所
cuu

会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料 ：年間パスあり ：1,100円/回（税込）

一般 ：3,500円/回（税込）
定員 ：50名
※自閉症ｅサービス全国ネットＨＰからお申込みください。



自閉症支援の基本を集合研修で学びたい方へ

基本講座「ベーシックⅡ（集合研修版）」とは・・・
自閉症支援に欠かせない基本をまとめています。自閉症の学習スタイル、評価の意
味、自閉症の人にわかりやすく伝えるアイデア、コミュニケーションのポイントの4つの
テーマについて整理したうえで、ビデオ演習やグループディスカッションを中心に、集合
研修ならではの参加型で実践的な研修をおこないます。

集合研修プログラム
14:00-14:30 講義
14:30-15:00 ビデオ演習
15:00-15:30 グループディスカッション（ビデオの確認と今後の方針の検討）
15:30-16:00 全体発表、質疑応答など

テーマと概要 日程 講師（敬称略）

①自閉症の学習スタイル
自閉症の学習スタイルをわかりやすく解説します。支援

者が関わるうえで押さえておくべきポイントを具体的に確
認します。

7/16(土)
14:00

～16:00

中山清司
自閉症ｅサービス全
国ネット

②評価から支援へ
支援を提供するうえで評価は欠かせません。何を評価

するか、どうやって評価するか、評価情報をどのように活か
すか、評価の目的から活用まで事例を通して学びます。

7/30(土)
14:00
～16:00

大中りよ子
bonワークス枚方

③構造化のアイデア
自閉症の学習スタイルの理解と個別の評価に基づいて、

構造化の大切さ・必要性を確認します。実際の支援現
場での実践例やさまざまな工夫を紹介します。

8/20(土)
14:00

～16:00

譲田和芳
bonワークス豊中

④コミュニケーション
自閉症の人のコミュニケーションの特徴を「表現」と「理

解」の視点から整理します。コミュニケーション支援のス
テップを踏まえた現場への適用を導きます。

9/10(土)
14:00
～16:00

西村昌広
相談支援事業所
cuu

会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料 ：年間パスあり ：1,100円/回（税込）

一般 ：3,500円/回（税込）
定員 ：50名
※自閉症ｅサービス全国ネットＨＰからお申込みください。



自閉症支援の基本を集合研修で学びたい方へ

基本講座「ベーシックⅡ（集合研修版）」とは・・・
自閉症支援に欠かせない基本をまとめています。自閉症の学習スタイル、評価の意
味、自閉症の人にわかりやすく伝えるアイデア、コミュニケーションのポイントの4つの
テーマについて整理したうえで、ビデオ演習やグループディスカッションを中心に、集合
研修ならではの参加型で実践的な研修をおこないます。

集合研修プログラム
14:00-14:30 講義
14:30-15:00 ビデオ演習
15:00-15:30 グループディスカッション（ビデオの確認と今後の方針の検討）
15:30-16:00 全体発表、質疑応答など

テーマと概要 日程 講師（敬称略）

①自閉症の学習スタイル
自閉症の学習スタイルをわかりやすく解説します。支援

者が関わるうえで押さえておくべきポイントを具体的に確
認します。

7/16(土)
14:00

～16:00

中山清司
自閉症ｅサービス全
国ネット

②評価から支援へ
支援を提供するうえで評価は欠かせません。何を評価

するか、どうやって評価するか、評価情報をどのように活か
すか、評価の目的から活用まで事例を通して学びます。

7/30(土)
14:00

～16:00

大中りよ子
bonワークス枚方

③構造化のアイデア
自閉症の学習スタイルの理解と個別の評価に基づいて、

構造化の大切さ・必要性を確認します。実際の支援現
場での実践例やさまざまな工夫を紹介します。

8/20(土)
14:00
～16:00

譲田和芳
bonワークス豊中

④コミュニケーション
自閉症の人のコミュニケーションの特徴を「表現」と「理

解」の視点から整理します。コミュニケーション支援のス
テップを踏まえた現場への適用を導きます。

9/10(土)
14:00

～16:00

西村昌広
相談支援事業所
cuu

会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料 ：年間パスあり ：1,100円/回（税込）

一般 ：3,500円/回（税込）
定員 ：50名
※自閉症ｅサービス全国ネットＨＰからお申込みください。



自閉症支援の基本を集合研修で学びたい方へ

基本講座「ベーシックⅡ（集合研修版）」とは・・・
自閉症支援に欠かせない基本をまとめています。自閉症の学習スタイル、評価の意
味、自閉症の人にわかりやすく伝えるアイデア、コミュニケーションのポイントの4つの
テーマについて整理したうえで、ビデオ演習やグループディスカッションを中心に、集合
研修ならではの参加型で実践的な研修をおこないます。

集合研修プログラム
14:00-14:30 講義
14:30-15:00 ビデオ演習
15:00-15:30 グループディスカッション（ビデオの確認と今後の方針の検討）
15:30-16:00 全体発表、質疑応答など

テーマと概要 日程 講師（敬称略）

①自閉症の学習スタイル
自閉症の学習スタイルをわかりやすく解説します。支援

者が関わるうえで押さえておくべきポイントを具体的に確
認します。

7/16(土)
14:00

～16:00

中山清司
自閉症ｅサービス全
国ネット

②評価から支援へ
支援を提供するうえで評価は欠かせません。何を評価

するか、どうやって評価するか、評価情報をどのように活か
すか、評価の目的から活用まで事例を通して学びます。

7/30(土)
14:00

～16:00

大中りよ子
bonワークス枚方

③構造化のアイデア
自閉症の学習スタイルの理解と個別の評価に基づいて、

構造化の大切さ・必要性を確認します。実際の支援現
場での実践例やさまざまな工夫を紹介します。

8/20(土)
14:00

～16:00

譲田和芳
bonワークス豊中

④コミュニケーション
自閉症の人のコミュニケーションの特徴を「表現」と「理

解」の視点から整理します。コミュニケーション支援のス
テップを踏まえた現場への適用を導きます。

9/10(土)
14:00
～16:00

西村昌広
相談支援事業所
cuu

会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料 ：年間パスあり ：1,100円/回（税込）

一般 ：3,500円/回（税込）
定員 ：50名
※自閉症ｅサービス全国ネットＨＰからお申込みください。



日時 ：2022年5月28日（土）14:00-16:30
会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料：パスあり：1,100円（税込） 一般：3,500円（税込）
定員 ：100名

※プログラム、講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

＠大阪・奈良＆オフィスぼん共催講演会

近年、自閉症の人が暮らすグループホームの関心は高まってきて
います。入所施設よりもグループホームを利用されている方が上
回った統計も出ています。グループホームは少しずつ身近な存在に
なっていますが、実際の生活は？ どんな支援やサービスが受けら
れるのか？ 家族との関係は？ お金はいくらくらいかかる？ など、
疑問もおおくあるのではないでしょうか。

静岡県内で知的障害・自閉症の人たちが入居するグループホー
ムを運営している津田先生にご登壇いただき、開設に至る経過や
ニーズ、実際に運営をして感じること、これからの展望や課題につい
てお話いただきます。

講師プロフィール

平成12年、任意団体としてクローバーを設立され、その後、NPO法人格を
取得し、静岡県湖西市で、幼児期から成人期まで継続して生涯にわたる各
種の支援事業を展開されています。ご自身も自閉症の娘さんを持つ父親とし
て、特定非営利活動法人クローバーの会長や静岡県自閉症協会会長を務
められ、支援者の育成や災害時の対策、行政折衝などにも積極的に取り組
まれています。

津田 明雄 氏（特定非営利活動法人クローバー 会長）



日時 ：2022年8月6日（土）14:00-16:30
会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料：パスあり：1,100円（税込） 一般：3,500円（税込）
定員 ：100名

※プログラム、講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

＠大阪・奈良＆オフィスぼん共催講演会

知的障害を伴わない発達障害領域の方への支援が注目されて
いますが、まだまだ周囲の理解が得られず、様々な場面や年代ご
とに暮らしづらさを抱えているのではないでしょうか。また、大人に
なってから診断を受けたり、人間関係がうまくいかない方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。今回は、静岡県東部発達障害者支
援センターアスタの岡田祐輔先生をお招きし、自閉症スペクトラム
の特性の視点から、実際の相談や支援方法、様々な社会資源の
活用方法についてご登壇いただきます。私たちが関わる上で大切
にしておくべきことや支援上の留意点について学ぶ機会にしていきた
いと思います。

講師プロフィール

障害児者の医療を専門とする医師として茨城県、東京都などで勤務したのち、
2003年ノースカロライナ大学TEACCH部シャーロットTEACCHセンターインターン、
西多摩療育支援センター副センター長を経て、2008年から静岡県の発達障害
者支援センターに勤務。小児から成人までの自閉症、発達障害の相談、支援に
あたっている。
発達障害者支援センター全国連絡協議会 会長
TEACCH Autism Program Certified Practitioner

岡田 祐輔 氏（静岡県東部発達障害者支援センターアスタ センター長）



日時 ：2022年11月5日（土）14:00-16:30
会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料：パスあり：1,100円（税込） 一般：3,500円（税込）
定員 ：100名

※プログラム、講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

＠大阪・奈良＆オフィスぼん共催講演会

発達障害領域の方の暮らしのなかで、福祉サービスの利用する
まではないけれど、暮らしづらさを抱えている人は多いのではないで
しょうか。特に、コミュニケーションや人との関係の持ち方については、
人とは違うけれどもその理由がわからずに悩んでおられる方もいらっ
しゃるのではないかと思います。ご自身の特徴について理解するこ
とで、暮らしやすさにつながるのではないでしょうか。

今回は、発達障害のある人の自己理解やきょうだい児支援に取
り組んでおられる川崎医療福祉大学の小田桐早苗氏にご登壇い
ただき、自己理解の重要性についての講義や、実際の取り組みに
ついてご報告いただきたいと思います。

講師プロフィール

川崎医療福祉大学大学院 医療福祉科 修士課程修了後、同大学教
員として着任される。2013年にノースカロライナ大学TEACCH Autism 
Programにてインターン研修を受け、その後、思春期のASDの方々のソー
シャルグループや、女性のASDへのサポート、自己理解のセッションなどを実施
される傍ら、ASDのきょうだいへのサポートにも取り組まれています。

小田桐 早苗 氏（川﨑医療福祉大学）



プログラム

基本講座「プラクティカル」
初任者のための実技講習とは・・・

自閉症の特性についておさらいし、自閉症の人の気持ちを模擬体験するこ
とで、どのような対応や配慮が必要になるのか、講義と演習で学ぶ1日コー
スの研修となります。
自閉症の方と関わっているけど、どう接したらいいかわからない。これか

ら支援現場に入っていくけど、どのような視点でその人をとらえていけばよ
いのか不安・・・。そのような方にはピッタリの講習となっております。

時間 プログラム

10:00 事務連絡、アイスブレイク

10:15 講義「自閉症の特性理解」
演習「観察のポイント」

12:00 昼休み

13:00 演習
「意味不明言語のセッション」
「適切な課題設定と教え方」
「活動場面における構造化」
「暴発のプロセスと介入方法」
まとめ

16:30 終了

講師（敬称略）
真船亮（bonワークス枚方）、寺尾友秀（ぱれっと）

※プログラム、講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.3版

日時 ：2022年7月10日（日）10:00-16:30
会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料：年間パスあり ：6,600円（税込）

一般 ：11,000円（税込）
定員 ：30名



プログラム

基本講座「プラクティカル」
初任者のための実技講習とは・・・

自閉症の特性についておさらいし、自閉症の人の気持ちを模擬体験するこ
とで、どのような対応や配慮が必要になるのか、講義と演習で学ぶ1日コー
スの研修となります。
自閉症の方と関わっているけど、どう接したらいいかわからない。これか

ら支援現場に入っていくけど、どのような視点でその人をとらえていけばよ
いのか不安・・・。そのような方にはピッタリの講習となっております。

時間 プログラム

10:00 事務連絡、アイスブレイク

10:15 講義「自閉症の特性理解」
演習「観察のポイント」

12:00 昼休み

13:00 演習
「意味不明言語のセッション」
「適切な課題設定と教え方」
「活動場面における構造化」
「暴発のプロセスと介入方法」
まとめ

16:30 終了

講師（敬称略）
由利正樹（奈良市社会福祉協議会）ほか

※プログラム、講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良 2021.3版

日時 ：2022年9月4日（日）10:00-16:30
会場 ：奈良県社会福祉総合センター
受講料：年間パスあり ：6,600円（税込）

一般 ：11,000円（税込）
定員 ：30名



プログラム

基本講座「プラクティカル」
ステップアップ講座とは・・・

自閉症の特性や問題行動のメカニズム、実際の行動の捉え方や対応方法に
ついて学び、事例を通して氷山モデルの考え方や実際の支援の組み立てにつ
いてグループ演習を交えてチームで学ぶ1日コースの研修となります。
日々の支援の中で行き詰っている、自閉症の人たちが表出する行動への捉

え方や対応方法がわからない、チームで取り組むことが難しいなど、みなさ
んの日々の悩みをこの研修で解決していきませんか？皆様のご応募をお待ち
しております。

時間 プログラム

10:00 事務連絡、アイスブレイク

10:15 講義「問題行動の理解と対応」

12:00 昼休み

13:00 演習
「事例検討①（氷山モデル）」
「事例検討②（支援の実際）」
発表、質疑応答
まとめ

16:30 終了

講師（敬称略）
佐々中 雄平（ハニカム）、宮川 知也（西作業所）

日時 ：2022年11月26日（土）10:00～16:30
会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料：年間パスあり ：6,600円（税込）

一般 ：11,000円（税込）
定員 ：30名

※プログラム、講師等は変更することがございます。予めご了承ください。



日時 ：大阪地域（児童/成人）
2022年6月25日（土）13:00-17:00
2022年6月26日（日） 9:30-17:00

会場 ：豊中セミナールーム
受講料：パスあり 22,000円（税込）

一般 33,000円（税込）
定員 ：12名

プログラム
時間 1日目

13:00 事務連絡、アイスブレイク

13:15 講義
・評価キットの活用
モデル情報確認、役割分担
シミュレーション

17:00 事務連絡、終了

トレーナー（敬称略）
前野篤史（スマイルフレンズ）
安田文彦（一羊会）、真船亮（bonワークス枚方）

時間 2日目

9:30 評価セッション準備
評価セッション

12:00 昼休み

13:00 評価セッションのまとめ
学習スタイル、構造化プラン
支援プラン作成

16:00 まとめ

17:00 終了

※プログラム、講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

アセスメントセミナーとは・・・
支援の提供にアセスメント（評価）は欠かせません。このワークショップでは、アセスメントの基本
を確認し、自閉症eサービスが新たに提供する「評価キットAシリーズ、またはBシリーズ」を使って、
評価セッションの手続き・キットの使い方・記録の取り方・使用する際のポイントをグループに分かれ
て練習します。実際に自閉症のモデルに協力いただき、評価キットの実施から支援プランの作成まで
の一連の流れを体験します。各グループには、トレーナーがつき、皆さんのグループワークをサポート
しますので、初めての方でも安心してご参加いただけます。
「評価キット」は、現場で実施できるアセスメントツールになっています。個別支援プログラムの立
案・実施のための基本情報が整理できる実践向きのワークショップです。



日時 ：奈良地域（成人期）
2022年9月23日（金祝）13:00-17:00
2022年9月24日（土） 9:30-17:00

会場 ：社会福祉法人こまどり会 喜蔵庵
受講料：パスあり 22,000円（税込）

一般 33,000円（税込）
定員 ：12名

プログラム
時間 1日目

13:00 事務連絡、アイスブレイク

13:15 講義
・評価キットの活用
モデル情報確認、役割分担
シミュレーション

17:00 事務連絡、終了

トレーナー（敬称略）
譲田和芳（bonワークス豊中）
松本理恵（北摂杉の子会）、中村俊雅（いこま福祉会）

時間 2日目

9:30 評価セッション準備
評価セッション

12:00 昼休み

13:00 評価セッションのまとめ
学習スタイル、構造化プラン
支援プラン作成

16:00 まとめ

17:00 終了

※プログラム、講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

アセスメントセミナーとは・・・
支援の提供にアセスメント（評価）は欠かせません。このワークショップでは、アセスメントの基本
を確認し、自閉症eサービスが新たに提供する「評価キットAシリーズ」を使って、評価セッションの手
続き・キットの使い方・記録の取り方・使用する際のポイントをグループに分かれて練習します。実際
に自閉症のモデルに協力いただき、評価キットの実施から支援プランの作成までの一連の流れを体
験します。各グループには、トレーナーがつき、皆さんのグループワークをサポートしますので、初めて
の方でも安心してご参加できます。
「評価キット」は、現場で実施できるアセスメントツールになっています。個別支援プログラムの立
案・実施のための基本情報が整理できる実践向きのワークショップです。



日時 ：大阪地域（余暇・家事）
2022年11月19日（土）13:00-17:00
2022年11月20日（日） 9:30-17:00

会場 ：豊中セミナールーム
受講料：パスあり 22,000円（税込）

一般 33,000円（税込）
定員 ：12名

プログラム
時間 1日目

13:00 事務連絡、アイスブレイク

13:15 講義
・評価キットの活用
モデル情報確認、役割分担
シミュレーション

17:00 事務連絡、終了

トレーナー（敬称略）
松尾浩久（NPO法人HEROES）
辻本紗弥（北摂杉の子会）、河村弥生（bonキッズ谷町）

時間 2日目

9:30 評価セッション準備
評価セッション

12:00 昼休み

13:00 評価セッションのまとめ
学習スタイル、構造化プラン
支援プラン作成

16:00 まとめ

17:00 終了

※プログラム、講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

アセスメントセミナーとは・・・
支援の提供にアセスメント（評価）は欠かせません。このワークショップでは、アセスメントの基本
を確認し、自閉症eサービスが新たに提供する「評価キット（余暇・家事活動版）」を使って、評価
セッションの手続き・キットの使い方・記録の取り方・使用する際のポイントをグループに分かれて練
習します。実際に自閉症のモデルに協力いただき、評価キットの実施から支援プランの作成までの
一連の流れを体験します。各グループには、トレーナーがつき、皆さんのグループワークをサポートし
ますので、初めての方でも安心してご参加できます。
「評価キット」は、現場で実施できるアセスメントツールになっています。個別支援プログラムの立
案・実施のための基本情報が整理できる実践向きのワークショップです。



行動援護従業者養成研修

プログラム

※カリキュラムや講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

資格取得セミナー

知的障害・自閉症の人の行動障害への対応について、支援現場において専門的な
知識・実践が求められています。この研修では、行動障害についての基本的理解をお
さえ、歴史的背景と現在の施策、具体的な支援技術、チームで取り組む重要性につ
いて、、自閉症eサービスのノウハウを生かした研修内容となっております。

本研修を修了することで、児童発達・放デイ・生活介護・共同生活援助・計画相談
等の事業所スタッフは、給付費加算の対象になります（強度行動障害支援者養成
研修と同等の扱い）。また、移動支援従事者としてもご活用いただける資格研修と
なっております。

自閉症ｅサービス
＠大阪・奈良

講義 ・基本的理解 ・制度及び支援技術の基礎的な知識
・チーム支援 ・生活の組立て

演習 ・基本的な情報収集と記録等
・固有のコミュニケーションの理解
・行動障害の背景にある特性の理解
・障がい特性の理解とアセスメント
・環境調整による強度行動障がいの支援
・記録に基づく支援の評価・危機対応と虐待防止

日時 ：A日程（奈良地域）
2022年6月10日（金）-6月12日（日）

※時間帯は、いずれも9:15-18:20（3日間）になります。
会場 ：奈良県社会福祉総合センター
受講料：22,000円（税込）

※年パス、一般に関係なく一律の特別料金となります。
定員 ：30名
主催 ：ＮＰＯ法人自閉症ｅスタイルジャパン

（自閉症ｅサービス＠大阪・奈良）

講師（敬称略）
譲田和芳（bonワークス豊中） 前野篤史（スマイルフレンズ）
由利正樹（奈良市社会福祉協議会） 中村俊雅（いこま福祉会）
中井真一（あんさんぶる） 佐々中雄平（ハニカム） 辻本紗弥（北摂杉の子会）

ほか



行動援護従業者養成研修

プログラム

講師（敬称略）
譲田和芳（bonワークス豊中） 久賀谷洋（自閉症ｅサービス）
丸田富美代（bonキッズ枚方） 由利正樹（奈良市社会福祉協議会）
中村俊雅（かざぐるま） 中井真一（あんさんぶる） ほか

※カリキュラムや講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

資格取得セミナー

知的障害・自閉症の人の行動障害への対応について、支援現場において専門的な
知識・実践が求められています。この研修では、行動障害についての基本的理解をお
さえ、歴史的背景と現在の施策、具体的な支援技術、チームで取り組む重要性につ
いて、、自閉症eサービスのノウハウを生かした研修内容となっております。

本研修を修了することで、児童発達・放デイ・生活介護・共同生活援助・計画相談
等の事業所スタッフは、給付費加算の対象になります（強度行動障害支援者養成
研修と同等の扱い）。また、移動支援従事者としてもご活用いただける資格研修と
なっております。

自閉症ｅサービス
＠大阪・奈良

講義 ・基本的理解 ・制度及び支援技術の基礎的な知識
・チーム支援 ・生活の組立て

演習 ・基本的な情報収集と記録等
・固有のコミュニケーションの理解
・行動障害の背景にある特性の理解
・障がい特性の理解とアセスメント
・環境調整による強度行動障がいの支援
・記録に基づく支援の評価・危機対応と虐待防止

日時 ：B日程（大阪地域）
2022年9月16日（金）-9月18日（日）

※時間帯は、いずれも9:00-18:00（3日間）になります。
会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料：22,000円（税込）

※年パス、一般に関係なく一律の特別料金となります。
定員 ：30名
主催 ：ＮＰＯ法人自閉症ｅスタイルジャパン

（自閉症ｅサービス＠大阪・奈良）



行動援護従業者養成研修

プログラム

※カリキュラムや講師等は変更することがございます。予めご了承ください。

資格取得セミナー

知的障害・自閉症の人の行動障害への対応について、支援現場において専門的な
知識・実践が求められています。この研修では、行動障害についての基本的理解をお
さえ、歴史的背景と現在の施策、具体的な支援技術、チームで取り組む重要性につ
いて、、自閉症eサービスのノウハウを生かした研修内容となっております。

本研修を修了することで、児童発達・放デイ・生活介護・共同生活援助・計画相談
等の事業所スタッフは、給付費加算の対象になります（強度行動障害支援者養成
研修と同等の扱い）。また、移動支援従事者としてもご活用いただける資格研修と
なっております。

自閉症ｅサービス
＠大阪・奈良

講義 ・基本的理解 ・制度及び支援技術の基礎的な知識
・チーム支援 ・生活の組立て

演習 ・基本的な情報収集と記録等
・固有のコミュニケーションの理解
・行動障害の背景にある特性の理解
・障がい特性の理解とアセスメント
・環境調整による強度行動障がいの支援
・記録に基づく支援の評価・危機対応と虐待防止

日時 ：C日程（大阪地域）
2023年1月27日（金）-1月29日（日）

※時間帯は、いずれも9:00-18:00（3日間）になります。
会場 ：大阪府社会福祉会館
受講料：22,000円（税込）

※年パス、一般に関係なく一律の特別料金となります。
定員 ：30名
主催 ：ＮＰＯ法人自閉症ｅスタイルジャパン

（自閉症ｅサービス＠大阪・奈良）

講師（敬称略）
譲田和芳（bonワークス豊中） 久賀谷洋（自閉症ｅサービス）
丸田富美代（bonキッズ枚方） 由利正樹（奈良市社会福祉協議会）
中村俊雅（かざぐるま） 中井真一（あんさんぶる） ほか



会員向けサービス（ZOOM講習会）
（自閉症ｅサービス賛助会員 ・ オフィスぼんサポート会員）

主催：自閉症ｅサービス 共催：オフィスぼん

QOL（生活の質）向上シリーズ
①楽しみをみつける

自閉症の人たちは、「自由時間」の過ごし方が課題になることがあ
ります。好きにしてもいい時間が、「何をすればよいかわからない」、
あるいは、適度に過ごすことができなかったり、余暇の幅が広がら
ないこともあるかもしれません。今回は、「余暇」をテーマに、自閉
症の人たちに、どのように余暇を提供し、「楽しむ」ことや「新たな
活動」として生活の幅を広げて充実した生活に結び付けていくの
か、具体的な提供方法や進め方について、実際の事例を紹介しな
がら考えていきたいと思います。

日時 ：2022年8月7日（日）14：00～15：30
定員 ：100名 （13:30～Ｚｏｏｍに入室可能）
締切り ：2022年7月30日（土）または定員に達し次第受付終了
受講料 ：会員（賛助会員・サポート会員）、年パスあり： 1,100円（税込）

一般：3,500円（税込）
研修は、オンライン（Ｚｏｏｍ）で開催いたします。
お申込み：自閉症ｅサービス全国ネットホームページより

お申し込みください。

講師：寺尾 友秀 氏（ぱれっと）

現法人でB型事業所の立ち
上げに関わる。以後、就労継
続支援B型を中心に児童発達
支援、放課後等デイサービス
で支援に携わる。また、大阪市
東部就労移行支援事業所連絡
会にも参加。

濱瀬 享也 氏（NPO法人おひさま）

平成22年より自閉症支援
に携わる。大阪にある放課後
等デイで勤務後、平成30年
度からは地元である福井県
高浜町で放課後等デイ・生活
介護など事業に従事。



会員向けサービス（ZOOM講習会）
（自閉症ｅサービス賛助会員 ・ オフィスぼんサポート会員）

主催：自閉症ｅサービス 共催：オフィスぼん

QOL（生活の質）向上シリーズ
②その人らしい自立とは

「自立」は、障害福祉の分野ではよく使われるキーワードの1つで
はないでしょうか？日常生活や社会生活などのあらゆる場面で必
要なスキルと言えるのではないかと思います。今回は、幼児期から
成人期までの幅広い年代に渡って、自閉症の特性に合わせた教え
方や自立のための具体例をご紹介いただきながら、いつからでも
始められるその人らしい自立のあり方について考えていきたいと
思います。

日時 ：2022年10月23日（日）14：00～15：30
定員 ：100名 （13:30～Ｚｏｏｍに入室可能）
締切り ：2022年10月15日（土）または定員に達し次第受付終了
受講料 ：会員（賛助会員・サポート会員）、年パスあり： 1,100円

一般：3,500円
研修は、オンライン（Ｚｏｏｍ）で開催いたします。
お申込み：自閉症ｅサービス全国ネットホームページより

お申し込みください。

福島大学大学院卒業後、グ
ループホーム、入所施設を経
て、現在は生活介護事業所
bonワークス枚方の管理者と
して勤務。4年間、自閉症の
青年とシェアハウスの経験も
あり。

講師：真船 亮 氏（bonワークス枚方） 福瀧 ひかる 氏（児童発達支援おひさま）

2015年から6年間、放課後
等デイサービスにおいて学齢
期の療育に携わる。現在は福
岡県にある児童発達支援事業
所にて幼児期の療育を中心に
おこなっている。



会員向けサービス（ZOOM講習会）
（自閉症ｅサービス賛助会員 ・ オフィスぼんサポート会員）

主催：自閉症ｅサービス 共催：オフィスぼん

「働く」ことは、成人期の社会生活において、とても重要な活動の
1つです。昨今、様々な働き方が取り上げられるようになりました
が、自閉症の人たちの就労や作業、そして、それを支える人たちは、
これからどのように変わることが求められるのでしょうか。就労移
行支援事業所での就労支援や、重度の方への仕事のあり方・提供の
しかたについての取り組みを紹介し、仕事と生活の質の関係性や
課題について考えていきたいと思います。

日時 ：2023年2月5日（日）14：00～15：30
定員 ：100名 （13:30～Ｚｏｏｍに入室可能）
締切り ：2023年1月26日（土）または定員に達し次第受付終了
受講料 ：会員（賛助会員・サポート会員）、年パスあり： 1,100円（税込）

一般：3,500円（税込）
研修は、オンライン（Ｚｏｏｍ）で開催いたします。
お申込み：自閉症ｅサービス全国ネットホームページより

お申し込みください。

QOL（生活の質）向上シリーズ
③自分らしく働く

平成22年より施設入所支援
で、自閉症支援に携わる。現
在は、就労移行支援にて障害
種別問わず一般就労に向け
た支援に従事。その傍ら、自
閉症ｅサービスにて余暇支援
や人材育成の活動に参加。

講師：南井 将志 氏（自閉症ｅサービス＠大阪・奈良） 譲田 和芳 氏（bonワークス豊中）

平成15年より自閉症支援
に携わる。施設入所支援、児
童期支援を経て、現在生活介
護事業所に勤務し、重度知的
障害を伴う自閉症の方の支
援に携わる。



＠大阪・奈良ローカルプログラムの受講・参加のキャンセルについて

①年間パスについて
・年間パスを途中解約されても返金はありません。
・5人パス/機関連携パスの場合、登録者を年度途中に変更することは可能です。
その場合は、事務手数料として2,200円（税込）/回がかかります。

②＠大阪・奈良ローカルプログラムの受講キャンセルについて
・受講を申し込まれ、受講料を入金されますと、受講決定通知をメール送信させていただきます。
・受講生の都合で入金後にキャンセルされても、受講料は返金されませんので、ご注意ください。

③主催者の責によりローカルプログラムが開催されない場合など
・講師の当日欠席など、主催者の責により予定通り開催されない場合は、受講料を払い戻しさせ
ていただきます。ただし、大規模停電や天変地異などのやむを得ない事情で開講できない場合は、
開催日の延期や休止の対応を取り、受講料の取り扱いはその都度ご案内させていただきます。
・講師等の都合でプログラムの日程や内容に変更がある場合は、1週間前までに受講生に通知し、
通常の開催とさせていただきます（予定変更の通知を受けて、受講を取りやめる受講生にのみ
受講料を払い戻しいたします）。
・各研修におけるお申し込み者数が、下記の人数に達しない場合、研修を中止または延期するこ
とがあります。その場合は、受講料・参加費は払い戻しいたします。

④その他
・入金後に、受講予定者を変更することは可能ですので、事務局にご連絡ください。
・会員向けサービスの余暇プログラムについて、入金後、参加者の体調不良が理由で、前日まで
に参加不可の連絡があった場合は、特例で参加費の半額を返金させていただきます。
・主催者の責により開催中止の場合は、受講料・参加費は払い戻しいたします。

自閉症ｅサービス全国ネット ＆＠大阪（2021.1版）

研修内容 最低催行人数

ベーシック講座Ⅱ（集合研修版） 20名

初任者のための実技講習 15名

ステップアップセミナー 15名

アセスメントセミナー 5名

eサービス＆オフィスぼん共催講演会 30名

行動援護従業者養成研修 8名

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良
e-mail：eee.2008.es@gmail.com
HP：http://www.jiheishou-e.com/

mailto:eee.2008.es@gmail.com
http://www.jiheishou-e.com/


あなたの施設や事業所に自閉症ｅサービス認定
コンサルタントが訪問して、勉強会を開催します

出張講座・訪問コンサルテーションの活用で

自閉症ｅサービス＠大阪・奈良では、自閉症ｅサービスが主催す
る研修プログラムをあなたの事業所等で開催することができるよ
うになりました。自閉症ｅサービスの認定コンサルタントが訪問
して、研修やコンサルテーションをおこないます。

概要（料金は、年パスあり・一般ともに同じ金額となります）
• ベーシック講座（特性理解、評価から支援へ、構造化のアイデア、コ

ミュニケーション） 2時間/1コマ 44,000円/1コマ
• 初任者のための実技講習 1日 55,000円/日
• ステップアップセミナー 1日 55,000円/日
• アセスメントセミナー（評価キットを使ったワークショップ）1.5日
• 訪問コンサルテーション 2時間/1コマ 82,500円/1.5日
※交通費。宿泊を伴う場合は、実費でのご負担をお願いします。

• 事業所内で完結しますので、感染症対策ができます
• 法人・事業所の職員が一斉に研修を受講することができ、効果的な

学習の機会を提供することができます
• お申込者のニーズに合わせて研修プログラムがアレンジできます
• 座学、グループワーク、モデル付きワークショップ、事例検討など

の研修を組み合わせて、年間を通して継続的に提供することができ、
計画的な人材育成につながります

その他留意事項
• 自閉症ｅサービス全国ネットホームページからお申し込みください。
• プログラムによって、研修内容・開催条件や講師派遣の金額が異なり

ますので、各プログラムの開催要領をご確認ください。
• お申し込み後、こちらから詳細についてご連絡させていただき、研修

開催についての確認をさせていただきます。



「ベーシック講座（2時間：1コマ）」
開催要領

お申込方法 自閉症ｅサービス全国ネットホームページより、お申し込みください。
http://www.jiheishou-e.com/
「トップページ」→「人材育成プログラム一覧」→「＠大阪・奈良ローカルプログラム」→「出張講
座 ベーシック講座」

お申込から開
催までの流れ

お申し込み後、こちらからお申込みいただきましたメールアドレスまたはお電話にて、下記の内
容について確認させていただきます。
・研修内容（自閉症の学習スタイル、評価から支援へ、構造化のアイデア、コミュニケーショ
ン）
・研修日時 ・受講者数 ・事前準備内容
・研修環境 ・研修開催までの流れ（研修にかかる資料や備品等）
※ご希望する研修が2コマ以上の場合は、申込時にその旨ご記入ください。

環境、備品・
事前準備

・受講者数と講師が入れる研修会場およびフロアなど
・プロジェクター ・マイク ・スクリーン ・スピーカー
・机・イス等
※研修に必要資料については、こちらからお送りさせていただきます（送料無料）。
※感染症対策をお願いいたします。

定員 10名-30名

研修時間 研修の時間は、2時間
講師の会場滞在時間は、2.5時間となります。
※研修時間帯は、ご希望をお伝えください。

講師と派遣エリ
ア

自閉症ｅサービス全国ネットが認定するコンサルタントが訪問し、講師及びトレーナーをおこな
います。
派遣エリアは、大阪府全域、奈良県全域、兵庫県（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、
川西市、宝塚市、猪名川町）となります。
上記エリア外からのお申込ついては、ご相談に応じますので、お問い合わせください。

料金 講師料 44,000円（税込）/1コマ
交通費、宿泊費は実費
※交通費は、法人本部最寄り駅からの往復の金額とさせていただきます。
〒542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西3-3-28
大阪メトロ 谷町六丁目駅、または近鉄電車 大阪上本町駅

お支払い方法 研修開催が確定した段階で、請求書を送付いたします。請求書到着後、2週間以内に所
定の口座にお振込みをお願いいたします。

キャンセルにつ
いて（予定の
振替）

・講師の当日欠席やその他のトラブルなど、主催者の責で研修が予定通り開催されない場合
は、受講料は発生いたしません。なお、日程を振り返ることは可能です。
・ご事情により、出張研修をキャンセルされた場合、講師料をご負担いただきます。
開催予定日の30日前 講師料の50％
開催予定日の14日前 講師料の100％

・日程の振り替えをご希望の場合は、開催14日前までにご連絡をお願いします。ご連絡がな
い場合は、キャンセル料が発生いたします。

http://www.jiheishou-e.com/


「ステップアップ講座（1日）」
開催要領

お申込方法 自閉症ｅサービス全国ネットホームページより、お申し込みください。
http://www.jiheishou-e.com/
「トップページ」→「人材育成プログラム一覧」→「＠大阪・奈良ローカルプログラム」→「出張
講座 ステップアップ」

お申込から開
催までの流れ

お申し込み後、こちらからお申込みいただきましたメールアドレスまたはお電話にて、下記の内
容について確認させていただきます。
・研修内容 ・研修日時 ・受講者数 ・事前準備内容
・研修環境 ・研修開催までの流れ（研修にかかる資料や備品等）

環境、備品・事
前準備

・受講者数と講師が入れる研修会場およびフロアなど
・プロジェクター ・マイク ・スクリーン ・スピーカー
・机・イス等
※研修に必要資料については、こちらからお送りさせていただきます（送料無料）。
※感染症対策をお願いいたします。

定員 10名-30名

研修時間 研修の時間は、10:00-16:30（12:00-13:00は昼休憩）
講師の会場滞在時間は、9:00-17:00となります。
※研修時間は多少前後することも可能ですので、その場合はご相談ください。

講師と派遣エリ
ア

自閉症ｅサービス全国ネットが認定するコンサルタントが訪問し、講師及びトレーナーをおこな
います。
派遣エリアは、大阪府全域、奈良県全域、兵庫県（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、
川西市、宝塚市、猪名川町）となります。
上記エリア外からのお申込ついては、ご相談に応じますので、お問い合わせください。

料金 講師料 55,000円（税込）/日
交通費、宿泊費は実費
※交通費は、法人本部最寄り駅からの往復の金額とさせていただきます。
〒542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西3-3-28
大阪メトロ 谷町六丁目駅、または近鉄電車 大阪上本町駅

お支払い方法 研修開催が確定した段階で、請求書を送付いたします。請求書到着後、2週間以内に所
定の口座にお振込みをお願いいたします。

キャンセルについ
て（予定の振
替）

・講師の当日欠席やその他のトラブルなど、主催者の責で研修が予定通り開催されない場合
は、受講料は発生いたしません。なお、日程を振り返ることは可能です。
・ご事情により、出張研修をキャンセルされた場合、講師料をご負担いただきます。
開催予定日の30日前 講師料の50％
開催予定日の14日前 講師料の100％

・日程の振り替えをご希望の場合は、開催14日前までにご連絡をお願いします。ご連絡がな
い場合は、キャンセル料が発生いたします。

http://www.jiheishou-e.com/


「初任者のための実技講習(1日)」
開催要領

お申込方法 自閉症ｅサービス全国ネットホームページより、お申し込みください。
http://www.jiheishou-e.com/
「トップページ」→「人材育成プログラム一覧」→「＠大阪・奈良ローカルプログラム」→「出張
講座 初任者のための実技講習」

お申込から開
催までの流れ

お申し込み後、こちらからお申込みいただきましたメールアドレスまたはお電話にて、下記の内
容について確認させていただきます。
・研修内容 ・研修日時 ・受講者数 ・事前準備内容
・研修環境 ・研修開催までの流れ（研修にかかる資料や備品等）

環境、備品・事
前準備

・受講者数と講師が入れる研修会場およびフロアなど
・プロジェクター ・マイク ・スクリーン ・スピーカー
・机・イス等
※研修に必要資料については、こちらからお送りさせていただきます（送料無料）。
※感染症対策をお願いいたします。

定員 10名-30名

研修時間 研修の時間は、10:00-16:30（12:00-13:00は昼休憩）
講師の会場滞在時間は、9:00-17:00となります。
※研修時間は多少前後することも可能ですので、その場合はご相談ください。

講師と派遣エリ
ア

自閉症ｅサービス全国ネットが認定するコンサルタントが訪問し、講師及びトレーナーをおこな
います。
派遣エリアは、大阪府全域、奈良県全域、兵庫県（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、
川西市、宝塚市、猪名川町）となります。
上記エリア外からのお申込ついては、ご相談に応じますので、お問い合わせください。

料金 講師料 55,000円（税込）/日
交通費、宿泊費は実費
※交通費は、法人本部最寄り駅からの往復の金額とさせていただきます。
〒542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西3-3-28
大阪メトロ 谷町六丁目駅、または近鉄電車 大阪上本町駅

お支払い方法 研修開催が確定した段階で、請求書を送付いたします。請求書到着後、2週間以内に所
定の口座にお振込みをお願いいたします。

キャンセルについ
て（予定の振
替）

・講師の当日欠席やその他のトラブルなど、主催者の責で研修が予定通り開催されない場
合は、受講料は発生いたしません。なお、日程を振り返ることは可能です。
・ご事情により、出張研修をキャンセルされた場合、講師料をご負担いただきます。
開催予定日の30日前 講師料の50％
開催予定日の14日前 講師料の100％

・日程の振り替えをご希望の場合は、開催14日前までにご連絡をお願いします。ご連絡がな
い場合は、キャンセル料が発生いたします。

http://www.jiheishou-e.com/


「アセスメントセミナー（1.5日）」
開催要領

お申込方法 自閉症ｅサービス全国ネットホームページより、お申し込みください。
http://www.jiheishou-e.com/
「トップページ」→「人材育成プログラム一覧」→「＠大阪・奈良ローカルプログラム」→「出張
講座 アセスメントセミナー」

お申込から開
催までの流れ

お申し込み後、こちらからお申込みいただきましたメールアドレスまたはお電話にて、下記の内
容について確認させていただきます。
・研修内容 ・研修日時 ・受講者数 ・事前準備内容
・研修環境 ・研修開催までの流れ（研修にかかる資料や備品等）

環境、備品・
事前準備

・受講者数と講師が入れる講義会場、評価セッションをおこなう部屋
・プロジェクター ・マイク ・スクリーン ・スピーカー
・机・イス等 ・評価セッションのためのモデル（自閉症の方）
・評価セッションに必要な備品（評価キットをお送りさせていただく場合は、送料をご負担くだ
さい）
※研修に必要資料については、こちらからお送りさせていただきます（送料無料）。
※感染症対策をお願いいたします。

定員 4名-7名（1グループの場合） 8名～16名（2グループの場合）

研修時間 研修の時間は、1日目 13:00-17:00
2日目 9:30-17:00（12:00-13：00は昼休憩）

講師の会場滞在時間は、1日目 12:00-17:30
2日目 9:00-17:30となります。

※研修時間は多少前後することも可能ですので、その場合はご相談ください。

講師と派遣エリ
ア

自閉症ｅサービス全国ネットが認定するコンサルタントが訪問し、講師及びトレーナーをおこ
ないます。
派遣エリアは、大阪府全域、奈良県全域、兵庫県（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、
川西市、宝塚市、猪名川町）となります。
上記エリア外からのお申込ついては、ご相談に応じますので、お問い合わせください。

料金 講師料 82,500円（税込）/1.5日/人
交通費、宿泊費は実費
※交通費は、法人本部最寄り駅からの往復の金額とさせていただきます。
※2グループでおこなう場合は、認定コンサルタントが2名となりますので、所定の料金×2名
となります。
〒542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西3-3-28
大阪メトロ 谷町六丁目駅、または近鉄電車 大阪上本町駅

お支払い方法 研修開催が確定した段階で、請求書を送付いたします。請求書到着後、2週間以内に所
定の口座にお振込みをお願いいたします。

キャンセルにつ
いて（予定の
振替）

・講師の当日欠席やその他のトラブルなど、主催者の責で研修が予定通り開催されない場
合は、受講料は発生いたしません。なお、日程を振り返ることは可能です。
・ご事情により、出張研修をキャンセルされた場合、講師料をご負担いただきます。
開催予定日の30日前 講師料の50％
開催予定日の14日前 講師料の100％

・日程の振り替えをご希望の場合は、開催14日前までにご連絡をお願いします。ご連絡が
ない場合は、キャンセル料が発生いたします。

http://www.jiheishou-e.com/


「訪問コンサルテーション（2時間）」
開催要領

お申込方法 自閉症ｅサービス全国ネットホームページより、お申し込みください。
http://www.jiheishou-e.com/
「トップページ」→「人材育成プログラム一覧」→「＠大阪・奈良ローカルプログラム」→「訪問コ
ンサルテーション」

お申込から開
催までの流れ

お申し込み後、こちらからお申込みいただきましたメールアドレスまたはお電話にて、下記の内
容について確認させていただきます。
・コンサルテーションの内容
・訪問日時 ・事前準備内容
・研修開催までの流れ（研修にかかる資料や備品等）
※ご希望する訪問回数を、申込時にその旨ご記入ください。当方との連絡調整の中で、訪
問回数を決められても構いません。

環境、備品・
事前準備

※コンサルテーションに必要な資料については、こちらからお送りさせていただきます（送料無
料）。
※感染症対策をお願いいたします。

定員 何名様でも対応可能ですが、主たる担当者（窓口となる方）は決めておいてください。

研修時間 コンサルテーションの時間は、2時間
※時間帯は、ご希望をお伝えください。

講師と派遣エリ
ア

自閉症ｅサービス全国ネットが認定するコンサルタントが訪問し、講師及びトレーナーをおこな
います。
派遣エリアは、大阪府全域、奈良県全域、兵庫県（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、
川西市、宝塚市、猪名川町）となります。
上記エリア外からのお申込ついては、ご相談に応じますので、お問い合わせください。

料金 講師料 44,000円（税込）/1コマ
交通費、宿泊費は実費
※交通費は、法人本部最寄り駅からの往復の金額とさせていただきます。
〒542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西3-3-28
大阪メトロ 谷町六丁目駅、または近鉄電車 大阪上本町駅

お支払い方法 コンサルテーションの開催が確定した段階で、請求書を送付いたします。請求書到着後、2週
間以内に所定の口座にお振込みをお願いいたします。

キャンセルにつ
いて（予定の
振替）

・講師の当日欠席やその他のトラブルなど、主催者の責でコンサルテーションが予定通り開催
されない場合は、受講料は発生いたしません。なお、日程を振り返ることは可能です。
・ご事情により、出張研修をキャンセルされた場合、講師料をご負担いただきます。
開催予定日の30日前 講師料の50％
開催予定日の14日前 講師料の100％

・日程の振り替えをご希望の場合は、開催14日前までにご連絡をお願いします。ご連絡がな
い場合は、キャンセル料が発生いたします。

http://www.jiheishou-e.com/


アセスメントが大切なことはわかっているけれど・・・

評価キットは、自閉症スペクトラムの方の得意なことや強み、特性を確認について、具
体的な配慮やサポートを確認するためにご活用いただけます。
年代や知的障害の程度に合わせたキットとなっています。すべてのキットには、実施マ
ニュアルと採点リスト、個別支援目標シート、または実施課題計画書などが付属されて
おり、すぐにご使用いただけます。現場の支援に、ぜひご活用下さい。

Aシリーズ
→青年・成人期

Bシリーズ
→幼児・学齢期

D＆L（新発売）
→幼児期～成人期の
余暇・家事バージョン

B1

A2

B2

A1

D＆L

幼児期

↓
学齢期

↓
青年期

↓
成人期

重度 ～ 中度 ～ 軽度

評価キット一式（約40項目）、実施マニュアル、採点リスト、
採点のまとめ、自閉症の特性・学習スタイル・構造化シート、目
標設定シート（D＆Lは、家事活動・余暇活動の計画書及び
課題分析表）が含まれています。お金や飲食物、余暇グッズ
など、一部ご購入者様に準備していただくものがあります。

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/

ご注文はこちら 1キット＝42,000円（税込・送料込）

自閉症ｅサービス
全国ネット

http://www.jiheishou-e.com/


2022.2版
このパンフレットの情報は2022年2月現在のものです。各人材育成プログラムは、会場・講師等の都合により、
変更・中止になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新情報は、自閉症ｅサービスホームペー
ジでご確認をお願いします。

自閉症ｅサービス
2022年度 全国プログラム

＆
＠大阪・奈良ローカルプログラム

事務局のメールアドレスにご注意ください
＊全国ネット事務局（谷町オフィス）

e-mail：e.service.jimukyoku@gmail.com 
＊＠大阪・奈良事務局

e-mail：eee.2008.es@gmail.com

自閉症ｅサービス全国ネット ホームページ

http://www.jiheishou-e.com/

自閉症ｅサービス全国ネット フェイスブック

https://www.facebook.com/jiheishou.
eservice.zenkokunet/

mailto:e.service.jimukyoku@gmail.com
mailto:eee.2008.es@gmail.com
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