
発達障害専門
SSTプログラム

START  2020.10.1

“NEW”SOCIAL  SKILL TRAINING!!



クリエバ施設紹介



ヒューマンインクルーシブセンター クリエバ

大阪市西成区にある発達障害のサポート

ニーズに合わせて2歳～50歳代の方が利用

実施事業
【子ども・学生のサポート】
児童発達支援事業・放課後等デイサービス
【大人のサポート】
自立訓練（生活訓練）
就労継続支援B型
【相談支援】
障害児相談支援事業・大阪市障がい児等療育支援事業

クリエバで創造する価値（Create Value）

発達障害のある人たちの多様性や強みを生かす社会とは、
居住地、性別、年齢、障害、所属、所得、職業、学歴など、多様性を受け入れられる地域。感性、
集中力、記憶力、視覚優位、知識、慎重など強みを活かす文化。私たちは、こうした社会の実現
をめざします。



ヒューマンインクルーシブセンター クリエバ

大人事業について

18歳以上の方を対象に、

発達障害、精神疾患、ニート、ひきこもり、不安定就労

などの“生きづらさ”を抱えている、

ご本人・保護者・ご家族の声を受け止めて、

“強み・特性”を活かしたエンパワメントプログラムをご提案します。
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Community Group【当事者活動】

Art Work【アートワーク】

洋画家の才村啓さんによる絵画プログラムや、考え方デザ
イナーの畠健太郎さんによるアート作品の商品化など、個
別・チームで個性やアイデア出し合い、作品を完成します。

SST・LST

SST・LSTはできることを増やし、より生活がしやすくなる
ことを目的とします。講師の仲川宏美さんによるプログラ
ムでは冠婚葬祭や就労のマナーなどを学ぶことができます。

【ソーシャルスキルトレーニング】

【ライフスキルトレーニング】

Career Support【キャリア支援】

オンラインショッピングの運営や喫茶業務・事務作業など、
個々の強みを活かした方法で役割を持つことができます。
“運営ミーティング”の場で意見交換や物事の決定をします。

“CREABAND!”では講師の雪谷まさよしさんを迎え、音楽
活動を行っています。“発達系女子会”では、西区・北区にあ
る【clear】によるメイクレッスンなどを実施しています。

Restudy【学びなおし】

自分で学びたいことを応援します。資格取得、漢字・計算・
パソコン・料理など自分がスキルアップしたいことを応援
します。その他趣味や特技を深めることも可能です。



発達障害専門SST



What‘ｓ 発達障害専門SST ?

※SST（ソーシャルスキルトレーニング）とは、社会で人と人が関わりながら
生きていくために欠かせないスキルを身に付ける訓練のことを指します。

発達障害の診断を受けている方・可能性がある方を対象
例：自閉症スペクトラム(ASD)

臨床心理士・理学療法士・作業療法士・生活支援員などの
多職種チームによるサポート

発達課題に沿ったまた認知機能の改善を目的とした
ソーシャルスキルトレーニング



パッケージプログラム紹介



１ アセスメント 面談・発達検査【WAIS-IV（ウェイス・フォー）】

面談

・これまでの生活歴
・現在の困りごと
・ご要望
等をお聞かせいただきます

発達
検査

WAIS-IV(ウェイス・フォー)

世界で広く使用されている成人用の知能検査
です。全体的な知的能力や記憶・処理に関する
能力を測ることができるため、発達障害の診断
やサポートに活用されています。
●実施日：火曜日 ※予約制
●所要時間：1時間半～2時間
●料金：無料

結果をご本人さまやご家族さまに報告し、
支援にも役立たせていただきます。



2 VR VRを活用した就労前や働く中で必要なSST
(バーチャルリアリティ)



３ 運動プログラム 運動を通して集中力や持続力の向上を図る

セラピスト(理学療法士・作業療法士)が
おひとりお一人に合わせた内容で個人のプランを組み立てます。

• セラピストによる施術

•体操

• サーキット トレーニング

• スポーツやゲーム

• ストレッチ

• 有酸素運動

リラクゼー
ション

筋トレ

姿勢矯正活動量増加・抗ストレスホルモン増加
・睡眠の質の向上
・脳の活性化
・学習能力の向上

■ 運動プログラムによる効果 ■



４ グループワーク グループでのコミュニケーショントレーニング

ワークブックの活用

コミュニケーションスキルを学び、自己理解を
深めるためのワークブックです。

●コミュニケーションは少しの工夫により、
上達することが可能

●自己理解を深めることにより、生活がしやす
くなる

このような効果があるといわれています。



・・・・・ 現在のピアサポグループ ・・・・・

５ ピアサポート 仲間との対等なコミュニティの場

『ピア』は英語のpeerで、仲間・対等・同輩を意味します。
『サポート』は英語のsupportで、援助を意味し、『仲間同士の支え合い』を表します。

クリエバでは、安心して参加できるよう仲間との対等な
コミュニティの場をいっしょにつくります。

CREABAND！（音楽活動） 青空カフェ（不登校経験者）

ココスタ（学生グループ） 女子会

○○○グループ



１ アセスメント

2 VR
(バーチャルリアリティ)

３ 運動プログラム

４ グループワーク

５ ピアサポート

当日の流れ

事前に個別の面談・発達検査をさせていただきます
※発達検査の詳細な記録がある場合はご持参ください。

■ 始まりの会 (1分間スピーチ・本日のスケジュール説明)

① VR

② 運動プログラム

・・・休憩・・・

③ グループワーク

■ 終わりの会 (本日の振り返り・感想など)

30～40分

10分

10分

20分

10分

悩みの共有や仲間づくりを目的として、月1回の実施を予定しています。



ご利用方法



ご利用までの流れ

STEP
1

お問合せ

STEP
2

見学・体験

STEP
3   

手続き・契約

STEP
4

利用開始

お電話・来館・メールにて受け付けております

施設内の見学及びVRの体験ができます
※説明のみの対応も可能です

具体的なご利用の説明及びご契約の手続きをします

※障害福祉サービス受給者証をお持ちでない方は、申請からサポートいたします。
※発達障害と診断されていない方は、提携クリニックのご紹介をいたします。

ご利用開始

＊＊ スタッフ一同、心よりお待ちしております ＊＊



制度について

自立訓練 就労継続支援B型

●障害者支援法による、訓練等給付事業の

または

の制度を活用してご利用していただきます。

●申請窓口は

お住まいの区役所・市役所の保健福祉センター

に必要な書類を提出します。

●対象となる方

身体・知的・精神障がい者・難病等

障害者手帳がない方や診断がない方は、
ご相談ください。

※発達障害は精神障がいに含まれます



プログラム詳細

COURSE TIME MONDAY TUESDAY
WEDNES

DAY
THURSDAY FRIDAY

生活
アート
働く

プログラム

10:30-12 アート じぶんごはん 就労スキル 若者カフェ 就労スキル

13-14:30 アート ここから CREABAND！
アートワーク
カフェ

就労スキル

発達障害専門
SSTプログラム

14:30-16
＊ ＊ SST ＊ SST

PLAN NEEDS MONDAY TUESDAY
WEDNES

DAY
THURSDAY FRIDAY

A
SST以外のプログラム
も参加したい

アート CREABAND！ SST

B
集団が苦手なので、少し
ずつ慣れていきたい

個別活動 SST

C SSTのみ参加したい SST SST

●エンパワメントプログラム

●ご利用プラン例 自分に必要なこと、自分がやりたいことをオーダーメイドで組み立てることができます

月・火・木曜日のご利用が対応可能な場合があります。
ご希望の方は直接スタッフにご相談いただきますようお願いいたします。



ヒューマンインクルーシブセンター クリエバ

■住 所 〒557-0025
大阪市 西成区 長橋3丁目1番17号

■電 話 TEL :06-6567-7115
FAX:06-6567-7116

■メール creava1@humannet.or.jp

■担当 山川・岡

■開所曜日 月曜日～金曜日

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://humannet.or.jp/

お問合せ

http://humannet.or.jp/



