2017年度

NEW！アドバンスコース

募集要項

自閉 症スペ クト ラム障 害の ケース を 対 象とし た実習 と受 講生を 中心 にした ケ -ス検討&ディスカッシ
ョンという内容で行います。マン・ツ -・マンでケ-スのセラピーを実施し、講師の濃厚かつ、直接的な指
導が受けられ、個々のセラピ-の能力を育成していくことが研修の目的です。 (道具の出し入れや、力仕
事、危険管理などのお手伝いのみのアシスタントがつきます)。
前期 に3セッシ ョン 行い 、後 期ま での間 に各自 で分析・治療方 針を 煮詰め ます 。後期の 初日に 発表し
ていただきます。そして 、そ の結果 を踏 まえて 二日間 の セ ッショ ン を 行いま す。 さらに 、その 後 に 分
析・統 合期間 を設 けて、 報告 会にて 最終 的な全 体プレ ゼン テーシ ョン をして 頂く 形と な ります 。講 師
の指導 を受け つつ も、受 講生 が考え 、練 り込ん で行く スタ イルを とり ます。
ケ-スは コミュ ニケ -ションが難しい自 閉スペ クトラ ムを 中心に 予定 してい ます 。
＜日程 ＞
前期 6月 16日（金 ） 14:50 受講 生集 合
15:00〜19:00 オ リエン テーシ ョン と受講 生の プレゼ ンテ ーショ ン
17日（土 ） 8:30〜20:00（終 了予定 ） 実 践研 修・ケ ース 検討
18日（日 ） 8:30〜15:00（終 了予定 ） 実 践研 修・ケ ース 検討
後期 7月 28日（金 ） 9:00〜17:00 ケ ース発 表と後 期の 治療方 針の 確認
29日（土 ） 8:30〜20:00（終 了予定 ） 実 践研 修・ケ ース 検討
30日（日 ） 8:30〜15:00（終 了予定 ） 実 践研 修・ケ ース 検討
報告 会 8月 27日（日）9:00〜17:00（終了予 定） 受講 生のプ レゼ ンテー ショ ン・ケ ース検 討
＜会場 ＞ う めだ ・あけ ぼの 学園 東京 都足立 区梅田 ７−１２−１ ５
＜講師 ＞ 小 西紀 一 加 藤寿 宏 （ 日本 感覚統 合学会 講師 ）
＜コ ースマ ネー ジャー ＞酒井 康年
＜募集 人数＞ ４ 名
＜受 講資格 者＞ Cコース修 了者
＜受講 料＞８ 万円
＜流れ ＞
・ 前期初日の受講生のプレゼンテーションで は、それぞれの臨床の様子を発表していただきます。普段
のセラ ピーの 様子 を編集 せず に撮影 した ものを 準備し てく ださい 。
・ 実践研 修 は 1ケー スあ たり前 期・ 後期と もに 3セッ ション を予 定して いま す。 セ ッショ ン毎に 保護
者の方 々への フィ -ドバックを行い ます。 セッシ ョン終 了後 に VTR分析、 全体でのケ-ス検討、 講師
からの 指導を 行い ます。
・ 報告会 では、 経験 した実 践研 修と検 討会 、講師 からの 指導 を踏ま えて 、ケー スの ことを 分析し 、
まとめ たもの を報 告して 頂き ます。
＜募集 要項 ＞
氏名・ 所属・ 経験 年数・ 連絡 先・普 段の 業務ス タイル ・診 ている ケ -スの 内容・ 診てみ たいケ -ス の
希望・ 受講希 望理 由 (800字以上でお願い します )・セラピ-で悩んでいることをA4用紙2枚程度 にまと
めて郵送でお送り下 さい 。
＜締切 日 ＞ 2017年3月21日(火)必着 ※ 応募多 数の場 合は 選考し ます 。
＜申し 込み先 ・問 い合わ せ先 ＞
〒123-0851 東京都 足立区 梅田 7-12-15 うめだ・ あけぼ の学 園 酒井 康年
※問 い合わ せは 、 メー ル・ FAXでお 願いし ます。
Eメ ール :sakai@umeda-akebono.or.jp
FAX 03-3848-1191

