
わたしたちの役割は、

家庭・学校・地域と連携し、

子どもたちの育ちを支え、

本来持っているすばらしい力を

エンパワーメントすることです。



定員

児童発達支援
放課後等デイサービス

10名

■おしごと・生活体験クラス
(小学生3年生～6年生)
■就労・生活準備クラス
(中学生・高校生)

対象
2歳～小学校１年生 小学校1年生～5年生 小学生～高校生 小学校3年生～高校3年生

コンセプト
子どもたちの強みを伸ばす

幼児療育・教育
子どもたちの可能性を広げる

学び・表現・遊び
あなたが、ありのままに

自分らしく安心できる居場所
子どもたちが自信を持ち

夢を見つけるキャリア発達支援

サービス内容

開所日

■2・3歳児リハビリテーション
■4・5歳児リハビリテーション
■小学校1年生リハビリテーション

クリエバ Kids Smile 西成障害者会館

■幼児療育クラス
■英会話クラス
■小学校1年生クラス

■学びクラス
■表現クラス
■遊びクラス
■土曜日クラス

■アート・表現クラス
■コミュニケーションクラス
■パソコンクラス
■土曜日しょうかん子ども部会

10名

2歳～小学校１年生

月～金

子どもたちの強みを発見する
子どもリハビリテーション

月～金

にしなりWing

児童発達支援
放課後等デイサービス

放課後等デイサービス 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス

10名10名10名

月～金 月～土 月～土

事業所名

事業種別

子どもリハビリテーション
センター

発達が気になる、障害のある子ども（診断・障害者手帳の有無は問いません）

ヒューマンライツ福祉協会の子ども支援について

ヒューマンライツ福祉協会 子どもの支援サービス一覧

放課後等デイサービスは、障害のある子どもたちが、学校ではなく、

家庭でもない、地域で過ごす第３の場(Third Place)です。

子どもたちには自分の夢や希望をかなえるため、

かけがえのない個性を尊重し、その能力や可能性を伸ばしていくため、

さまざまな体験・経験ができる場が必要と考えています。

そして、子どもたちの気持ちを受けとめ、認めること。

こうした考えのもと、当協会では子どもたちが自分で選べる

豊富なプログラムを用意し、子どもたちのライフステージに応じた

バックアップを心がけています。
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■子どもリハビリテーションセンター【2歳～小学校1年生】

■Kids Smile【小学校1年生～5年生】

コース 月 火 水 木 金 土

コース 月 火 水 木 金 土

休業日放課後クラス 小学校1年生プログラム

HIP HOP DANCE

遊びタイム
レジリエンス＆

スマイル
遊びタイム

女子友

GOKAN療育

ART

ENGLISH
食育

COOKING

ART＆CRAFT

■にしなりWing【小学校3年生～高校3年生】

土曜日クラス

コース 月 火 土水 木 金

遊びクラス
Guided Play

SPORTS

おしごと・生活
体験クラス

小学3～6年生対象 ウイング
ストア

中学生準備
※5・6年生対象

パソコン

ヒップホップダンス リズム体操
ものづくり

アート

就労・生活
準備クラス

中学生・高校生対象

ウイング
ストア

女子会 パソコン教室

パソコン

絵画教室

友だちタイム クッキング

パソコン
クラス

パソコン パソコン

アート・表現
クラス

おやつKitchen

遊びタイム

ENGLISH

MUSIC

小
学
生
～

高
校
生

スポーツ療育

しょうかん
子ども部会

コミュニケーション
クラス

こどもcafé クッキング こどもcafé

水 木 金 土

コミュニティ
キッチン8

こどもカフェ

パソコン

ミュージック

■西成障害者会館【小学生～高校生】

コース 月 火

Wingクッキング

こどもカフェ

料理教室

スポーツ療育 パソコン教室

休業日

料理教室

2
歳
～

小
学
校
1
年
生

小
学
生

中
高
生

放課後クラス 休業日

■クリエバ【2歳～小学校1年生】

コース 月 火 水 木 金 土

小学校1年生リハビリテーション

学びクラス
1・2年生対象

表現クラス

SPORTS

ヒューマンライツ福祉協会子ども支援 2018年度版

子どもたちの育ち支えるエンパワーメントプログラム
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２歳～小学１年生対象

月 火

水 木 金

作業療法士・理学療法士がひとりひとり評価し、お子様の発達段階に合わせた訓練
プログラムを、マンツーマンで行います

感覚・運動を中心に、コミュニケーションや社会性を高めるサポートを実施

医療、相談、リハビリテーションの連携がスムーズ

学校に伺い、教職員の方と一緒にお子様の支援を考えます

ツルミ診療所

対象のお子様には、感覚や運動面の調整に課題が見られることが多く、生活上の困難になってい
ることがあります。動作の不器用さから苦手意識を持ってしまう、また注意力や認知、視知覚上の
特性によって十分な学力が発揮できないことがあります。
子どもリハビリテーションでは、お子様の発達段階に応じた遊びを通して、楽しみながら取り組

めるようにします。お子様の強みを伸ばし、苦手を段階的に改善してけるようサポートします。

１５:００～15：30頃
学校へ送迎

16：00～17：00
リハビリ(３０分)

①16：30～②17：00～
自宅へ送迎(西成区内)

リハビリ以外の時間は
宿題や、自由あそび
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2018年度
小学1年生 プログラム

～Programs for １年生～

小学１年生を対象に、
小学校生活をフォローアップする
プログラムを行います。

☆プログラムの内容や曜日、時間帯などは予定ですので変更になる場合があります。
☆西成区内のご自宅や小学校へは送迎可能です。
☆定員4名／１日になり次第締め切らせて頂きますので、ご了承いただくようお願いします。

月 火 水 金

宿題やプリントで家庭学習をサポート

時計や視覚支援を用いた時間の意識づけ

ルールを守って楽しくみんな遊び

子どもたちで役割分担して作る・食
べるを楽しむクッキング

子どもたちが得意で大好きなパソコン
(タイピング練習)

など、様々なプログラムを週ごとに行います。

スケジュール

15:00～
　　☆送迎　小学校へお迎え
　　　（クリエバ到着）

15:30～ 　　☆宿題など

　　☆自由時間

16:00～
　　☆始まりのあいさつ
　　　　スケジュール確認

16:50～ 　　☆片づけ・掃除

16:55 　　☆終わりのあいさつ

　　☆フラッシュカード
　　　（時計や物、動物など）

16:30～ 　　☆プログラム開始

17:00 　　☆送迎

宿題中

クッキング
（みかんゼリー） 制作（たなばた）
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『こどもたちの可能性を広げる、
学び・表現・遊びの場』

英会話は、早期国際教育を採用しているインター
ナショナルスクール“スターブレインズ”、
スポーツ療育では、メディアでも取り上げられてい
る、体育家庭教師“トータルスポーツ”、
食育クッキングでは、西区・北区で展開している
エステサロン“クリアヒーリングサロン”の
各種専門機関にご協力いただき、子どもたちの学び
を深めます。

アート・ダンス・音楽・食は、
『カタチを生み出す』『自分の気持ちを表現する』
『みんなで奏でる』『新しい味を知る』など、かん
じて・かんがえて・つくって・つたえる。子どもた
ちに適した、または新たなチャレンジをすることで、
これまでに見えなかった、子どもたちの素晴しい、
本来持っている力を発掘し、発展できる“表現クラ
ス”を設定します。

ENGLISH

人気

NEW

ネイティブ講師による、英会話レッスンを行います。
子どもたちの興味のあること、身近なものなどをテーマに
友だちと共通学習をします。

“食育”に焦点をあて、食べることだけではない、技術と
しての食、健康のための食など、子どもたちが『知る』
『考える』『感じる』機会とします。

COOKING

SPORTS

洋画家の才村啓さんを講師に、
子どもたちの豊かな感性と、
自由な発想で『世界で一つしか
ない作品』を描きます。子ども
たちの興味関心を高めるため、
さまざまな手法や素材を使った
絵画教室を設定します。

HIP HOP DANCE

ART

子どもたちが大好きなダンス
講師TENちゃんこと岩澤尚美さ
んのダンスレッスンです。ダン
ス練習だけではなく、一つの曲
を仕上げていく過程で、励まし
合うこと、いっしょに喜ぶこと
で、同じ目標に向かって頑張る
仲間ができます。

ART＆CRAFT

ものづくりの楽しさを伝えて
いただいている河野明美さん
を講師に、さまざまなものづ
くりに挑戦します。画材は子
どもたちが知っている身近な
ものを再利用したり、初めて
使う道具など、子どもたちの
興味・関心を広げます。

“音楽”の力で、子どもたちが
表現する喜び、そして気持ちを共
感し、一人ひとりの個性を大切に
サポートします。音楽療法士の方
といっしょに子どもたちが持って
いる創造力や表現力を引き出し、
自己表出力を高めます。

放課後に作る“おやつ”をかん
がえる工程から始めます。例え
ば“市販のお菓子を手作りしよ
う”では、どうしたらポッキー
ができるか？ポッキーを食べな
がら考え、子どもたちならでは
の発想で意見を出し合い、計画
します。

MUSIC

月・木

水

子どもたちに合わせて、体のバランスや筋力、集中力
向上などを目的に、ラダーやマークコーン、バランス
トレーニングなどのレッスンを開催します。

火・金

月

火

水

木

NEW

1・2年生
対象

金

おやつKitchen
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子どもたちが、学校以外で①生活・文化体験活動
②自然体験活動③社会体験活動のさまざまな体験を
行うことを国は推奨しています。
直接自然や人・社会などとかかわる活動を行うこと
により、五感を通じて何か感じ、学ぶことができる
よう、土曜日ならではの、豊かな体験を提案します。

●Kids Smileが大切にしたいこと

① 学び・遊び・体験を通じて、さまざまな経験を積み重ね、成功体験を増やします。

② 子どもとともに、喜び・感動し・あたたかく見守り、自分には価値があるという『自尊感情』を育みます。

③ 子どもたちが、主体的に活動し、楽しさを感じながら学ぶことができる環境設定に取り組みます。

「主体的で協働的で創造的な遊びと学び」の機会を
設定します。子どもたちが、自分がしたいことを選
択し、決定します。子どもが夢中になって取り組む
方が直接的な指導よりも社会情緒的発達、言語発達
に有効であることが近年分かってきています。また、
自由遊びや発見的な遊びが推奨されています。
今年度より、さらに充実した内容を実施するため、
専門分野の講師の方にもご協力いただきます。

子ども主体 大人主体

自由遊び 直接指導

ガイドされた
遊び

放課後は友だちと工作！
男の子はとにかく工作が
大好きです。新しい
アイテムが増えると目が
キラキラします★

子どもたちが自分で
準備できたり、片づ
けたりできるように
工夫がされています。

講師は、臨床発達心理士の仲川宏美さん
です。レジリエンスとは、「困難な状況
に直面しても、立ち上がっていく力」と
いう意味でつかわれています。このプロ
グラムでは、コミュニケーション能力や
社会性を向上させ、認知・運動機能を高
め、よりよい学校生活が送れるように、
また将来を見据えた取り組みを行います。

当事者保護者でもある、療育セラピス
トの畠山織恵さんを講師に、『五感で
感じ・五感で学ぶ』障がい児専門体験
型療育ワークを行います。『できな
い』→『できた！』へ『わからない』
→『わかる！』へ『知らない』→
『知ってる！』へワークを通じて１つ
ずつ笑顔へとシフトしてゆきます。

遊びクラスに来た
ら、まず自分でそ
の日のスケジュー
ルを決めます。

下水道科学館で
おもしろいもの

発見！！

GOKAN療育NEW

木

レジリエンス＆
スマイル

NEW

火
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子どもカフェ ウイングストア

火水月

西成障害者会館１階にあるカフェです。清掃や接客など
の業務を仲間と役割分担します。月曜日と水曜日は西成
障害者会館の1階から子どもたちの『いらっしゃいませ』
と元気なあいさつが聞こえてきます。

にしなりWing１階にあるコンビニエンスストアです。
地域のお客様への接客など、仲間と協力しながら
コンビニ運営を体験します。

体育家庭教師の『トータルスポーツ』
さんによる療育プログラムです。
体操、ストレッチ、筋肉トレーニング
やボールなどを使い集中力やバランス
感覚向上を目指します。

小学生からパソコンの基本操作から
ローマ字タイピングの技能取得がで
きます。子どもたちの『できた』と
いう頑張りをいっしょに共感します。

中学校 就学前の準備として、楽しみ
ながらスケジュール管理やパーソナ
ルスペースなどを学びます。

調理のみではなく、準備から片付け
掃除など、暮らしの知識を学べる
プログラムを設定します。

同世代の女子が安心して集える場所、
クラフトやスイーツ作りをしながら
思春期に向けての学びを行ないます。

NEW

子どもたちが

自信を持ち

夢をみつける

キャリア発達支援

スポーツ療育パソコン教室

Wingクッキング 女子友 中学生準備

にしなりWingデイサービス
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水

地域のコミュニティストアである、にしなりｗｉｎｇの１階にある
コンビニエンスストアです。夕方の時間に、接客、レジ、商品
陳列など仲間と協力し運営します。

コミュニティキッチン８は、配食サービスなど食を通じて地
域の人々の生活や健康支援に寄与する事業です。職員
と一緒に洗浄機械を使用した洗浄作業などを体験します。

火

同世代の女の子が安心して過ごせる場です。ともだち関係の構
築として、ガールズトークを行います。また、華道・茶道の講師、
エステサロンとの連携プログラムや、思春期特有の悩みの共有
など、自分を知り、好きになり自分らしく生活すること、セルフケ
アをサポートします。※外出時には、別途参加費が必要です。

■計画 学校終了後～17：30
■実践 学校終了後～19：30
■料金：参加費として500円

■時間：16：30～17：30
■場所：にしなりWing 2階

自然・文化・社会などをテーマに
子ども達が計画から実践までを
体験します。

水耕栽培の生産現場を真剣に働く
先輩の間近で現場実習を行います。

料理教室
～生活スキル～ 水

金

女子会
～セルフケア～

パソコン教室
～資格取得～ 木

ウイングストア コミュニティキッチン８

8



西成障害者会館 放課後等デイサービス

安心・安全な居場所づくり

・子どもたちが、『安全』に活動できる環境づくり
・家族が『安心』して任せられる信頼関係

子どもたちが自分らしさを発揮する3つのクラス

アート・表現
クラス

コミュニ
ケーション
クラス

しょうかん
子ども部会

パソコン
クラス

アート・表現
クラス

絵画
教室

月
洋画家の才村啓さんを講師に、子どもた
ちの豊かな感性と、自由な発想で『世界
で一つしかない作品』を描きます。子ども
たちがイメージができるよう、モチーフや
風景写真など、テーマの設定をします。

ＨＩＰＨＯＰ
ダンス

火
子どもたち大好きなダンス講師TENちゃん

こと岩澤尚美さんのダンスレッスンです。
パート練習だけではなく、一つの曲を仕
上げていく過程で、励まし合うこと、いっ
しょに喜ぶことで、同じ目標に向かって頑
張る仲間ができます。

ものづくりの楽しさを伝えていただいて
いる河野明美さんを講師に、さまざま
なものづくりに挑戦します。画材は子ど
もたちが知っている身近なものを再利
用したり、初めて使う道具など、子ども
たちの興味・関心を広げます。

ものづくり
アート

木

“音楽”の力で、子どもたちが表現す
る喜び、そして気持ちを共感し、一人
ひとりの個性を大切にサポートします。
音楽療法士の方といっしょに子ども
たちが持っている創造力や表現力を
引き出し、自己表出力を高めます。

ＭＵＳＩＣ
リズム
体操

こどもたちの好きな曲を通して、表現
の楽しさや喜びを感じ、きもちを表現し
ます。簡単な振り付けで音楽に合わせ
て、体を動かします。

水 金

子どもたちが言葉だけでなく、
さまざまな表現活動を通じて、
自己表現する場です。講師と
の連携により、全ての障がい
のある子どもが、ひとり一人の
個性を発揮でき、つくる喜びや、
表現する喜びを感じ、子どもた
ちが持つ、精神力・創造力・表
現力を引き出します。
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コミュニケーション
クラス

パソコンクラス

友だちタイム クッキング

子どもたちと一緒に、①メニューを決
める②材料・道具の準備③買い物④
調理⑤後片付けまで、普段の生活で
必要な料理の手順で行います。

計画・準備をする日と調理実践の日が
あります。毎月のご利用確認カレン
ダーで日程をご確認ください。

こども
Café

1階のカフェを子どもたちが中心となり

運営します。カフェ業務では、①レジ
②接客③清掃などを役割を持って参
加します。子どもたちの自分らしさを発
揮できる場とします。

月 金

パソコンの基本的な操作から始めます。①起動・終了②タイピング
練習③インターネット検索を基本とします。子どもたちがパソコンで
の興味・関心を広げるため、名前の入力、好きなキャラクター名の
入力など、それぞれに合わしたサポートを実施します。

あのドラマの曲
を調べよう！

ローマ字表を見て
文字をうてるよ♪

しょうかん子ども部会では、子どもたち自身がさまざまな機会を通して、“自分自身の力をつける場”とします。

1・2週目
『計画』

子どもたちが、4週目の『実践』に向
けて、全ての工程において写真や
パソコンを活用し、 ①テーマのイ
メージを持つ②自分で選択・決定
をする③役割を持つ、そのことで、
理解を促進し、子どもたちの声を活
動に反映します。

3週目
『準備』

4週目
『実践』

準備の工程では、前回決まった内
容をふりかえりをし、個人またはグ
ループでの役割を持ちます。必要
な物品の購入や作成、実際にその
場に行って確認するなど、4週目の
準備を行います。

実践のテーマは、
①フィールドトリップ(外出プログラ
ム)②季節のイベント③子どもたち
の声の３つを基本とします。
子どもたちの活動がより、充実する
よう、スタッフは子どもの意思決定
ができる機会を設定します。

コミュニケーションクラスでは、３つの「あい」を中心に活動をおこないます。①みんなと
協力しあい②互いに尊重しあい③子どもたち同士で助けあいを目的に子どもたちにさ
まざまな体験をしてもらい、自分らしさを発揮できるクラスです。

友だちタイムでは、子ども同士で①
一緒におしゃべり ②一緒に遊び
③一緒に計画し、コミュニケーション
能力を高め、子どもたちが中心にな
ることにより多くのお友だちをつくる
場の提供をします。西成障害者会
館の強みをいかしたプログラムです。
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2017年度実施内容

4月 2017年度計画

5月 定例会

6月 先生交流会

7月 学習会

8月 定例会

9月 定例会

10月 一泊旅行

11月 ママレポ

12月 クリスマス会※予定

1月 定例会※予定

2月 学習会※予定

3月 2017年度総括※予定

9家族の、親子と
スタッフで、河内
長野へ一泊旅行に
行きました。

随時、受付中です。スタッフにお声かけください。
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午後プログラム

土曜日
長期休暇

16:30

自宅送迎

17:30

自宅送迎プログラム終了プログラム開始学校送迎

9:30 10:30 12:00 14:00

放課後

学校終了 16:00 17:00

自宅送迎 午前プログラム 昼食

ご利用案内

事業所名 放課後 土曜日・長期休暇

子どもリハビリテーションセンター

473円 611円

クリエバ

Kids Smile

西成障害者会館

にしなりWing

※上記金額に、送迎加算等がプラスされます。またご家庭によって、利用者負担額の上限が設定されます。

■運営時間・休業日

放課後 土曜日・長期休暇

学校終了後～17：30 10：00～16：30

■ご利用料金(1回) ※児童福祉法による単価基準

休業日

日曜日・祝日・第5土曜日・年末年始(12/29～1/3)

GUIDE

■ご利用イメージ

※各事業、プログラムの開始・終了時間が異なる場合がございます。

■ご利用の流れ

実費：おやつ50円・給食費590円
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Kids Smile

◆各事業お問合せ先◆

３

Kids Smile

9

子どもリハビリテーションセンター

〒557-0025 大阪市西成区長橋2-5-29

お問合せはクリエバへお願いします

ヒューマンインクルーシブセンター クリエバ

〒557-0025 大阪市西成区長橋3-1-17

TEL:06-6567-7115  FAX:06-6567-7116

Kids Smile

〒557-0025 大阪市西成区長橋3-7-28 ブランコート202号

TEL:06-4392-3333 FAX:06-4392-3331

総合就労支援福祉施設にしなりWing

〒557-0061 大阪市西成区北津守3-6-4

TEL：06-4392-8700 FAX:06-4392-8710

西成障害者会館

〒557-0025 大阪市西成区長橋3-2-27

TEL：06-6562-5800 FAX：06-6562-6677
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