「as wish」とは
「望みと共に」という意味で
当事者さんお一人お一人と
それぞれが望まれる自立のスタイルを
共に探すお手伝いをして
その道を模索するところに
寄り添ってまいります。

Aswish

・SST ワーク

・傾聴スキル UP

・傾聴ワーク

・ディスカッション

・グループワーク

スキル UP

・雇用条件の模索協力

・問題解決への助力
・特別支援教育の支援者育成

□

・就労支援員の育成協力

・セミナー・各種研修

・セミナー・各種研修

各種犬種会

各種犬種会

アズウィッシュがご提供する場が、参加する方々にとって、安心して過ごせる場であると共に
ゆったりと自分を見つめなおせる場となれることを、スタッフ一同願っております

アズウィッシュでは、カウンセラーがファシリテーターを務め、ゆったりと過ごせる様な場をご提
供致します。人との関わりを通じて自己肯定感の回復を目的とし、下記イベントを開催しています。
◆各コースとも第 1・2 回目に限り、2,500 円でお試し参加ができます。（参加当日に一括参加を決め
てくださった方には、2,500 円は一括会費に充当して、差額のみで、以後のご参加可能。）

★SST コミュニケーション・ワーク 構成的エンカウンターやディスカッションを通じて人と関われ
る自分を見付け、発達障害の特性理解・自己確立の促進、無理のない社会適応を目指します。
大阪◆5 回１ｾｯﾄを春秋 2 ｾｯﾄ開催(土曜日 12 時～14 時半) 春ｺｰｽ 6/4・7/2・8/13・9/3・10/22（10 月京都寺院めぐり）
注：8/13 は 1 日研修会（14 時～19 時半 2 コマ開催）、10/22 は京都市集合で 10 時半～17 時の予定(予備日 9/10・10/29)

京都◆5 回 1 ｾｯﾄを春秋 2 ｾｯﾄ開催(土曜日時間未定) 春ｺｰｽ 6/11・7/9・8/13・9/17・10/22(10 月京都寺院めぐり)

会費：12,500 円（5 回・6 コマ分一括）単発参加は 2,500 円/回 入会金 2,000 円

※注 1～７

大阪主催は大淀コミュニティーセンター、京都主催は下京いきいき活動センター。8 月は大阪・10 月は京都で合同開催。

【講座内容】①質問を通じて初対面の人と打ち解けるワーク②サイコロを使った心の交流ワーク
③価値観共有のワーク④コラージュを通じて自己理解のワーク⑤怒りの感情整理のワーク⑥気分・
体調・思考・行動の連携を探るワーク⑦自らの気がかりを理解するワーク⑧苦手な上司・同僚との
付き合い方を探るワーク⑨人間関係のはざまでの対処法を探るワーク(注：前年度の例に付き、変更となる場合
があります)

★SST 傾聴ワーク “人の話の聴き方講座”話の聴き方を学ぶ他に、自分の心の在り方・動き方
を確認しながら、自他の理解能力を高め、会話を通じて相互に思いをやり取りする力を養います。
【講座内容】①他者の声を聴く(話の聴き方のポイント)②聴き手が語り手のことを本当に尊重するこ
ころ③そのままを聴く(同調や同感でない聴き方)④自分の声を聴く(自己一致・自己開示・純粋性)⑤
レス・話の要約の仕方⑥うなづきのバリエーションと効果

(注：前年度の例に付き、変更となる場合があります)

会費：12,000 円（6 回分一括）、単発参加は 2,500 円（1 回分）入会金 2,000 円
大阪◆6 回 1 ｾｯﾄを年 2 ｾｯﾄ開催

※注 1～７

金曜日 19～21 時半 春ｺｰｽ 6/10・6/24・7/15・7/29・8/12・9/16（予備日 8/26）

大阪主催は大阪市北区の北区民センターの予定、京都主催は下京いきいき活動センターの予定
京都◆6 回 1 ｾｯﾄを春秋 2 ｾｯﾄ開催

主に金曜日 19～21 時 春ｺｰｽ 5/20・6/3・6/17・7/1・7/15・8/5（予備日 7/29）

★SST アイデンティティワーク

上級者向け 毎回用意された心理課題の質問に答えながら、

自分自身の在りよう、生き方の指針を探るワーク。自己理解と自己確立を目指します。
大阪◆5 回 1 ｾｯﾄを冬開催

金曜日 19～21 時半 2017 年 2～5 月開催！ 会費：12,500 円(5 回一括)単発 3 千円

★当事者限定グループワーク in 大阪 当事者のみが参加できる心理カウンセリングのグループ。
同じ境遇の者が集まり、悩みを語り合う中で問題解決をめざし、自己肯定感を取り戻すためのﾜｰｸ。
大阪◆原則毎月 1 回開催

土曜日 14：00～17：00

★発達障害を共に考える会 in 京都

会費：1,000 円

当事者・家族・支援者のいずれもが参加できる心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

のグループ。参加者が語り聴く中で、互いの想いを伝え合い、発達障害の問題解決を目指します。
京都◆原則毎月 1 回開催

土曜日 14：00～17：00

会費：1,000 円

【SST ワークに関するご注意点】
（一旦、領収した会費などは、当会の開催不履行以外、返金は出来かねます）◆原則、コースごとの一
括参加となります。過去に同一ワークを二度以上一括参加(例えば春コースと秋コース)してくださった方に限り、その次から単発参加が
可能となります。◆SST ワーク会員に入会時に、入会金 2,000 円を頂戴します。日程・時間は予定に付き変わる場合があります

NPO法人ｱｽﾞｳｨｯｼｭ 2016年度 年間行事予定
2016年
5月

6月

7月

9月

8月

10月

2016.4作成
11月

12月

2017年
1月

2月

3月

4月

特例理解
ワーク

特例理解
ワーク

特例理解
ワーク

1

2

3

※日程・場所は変更になる場合があります。ご参加前には、ホームページにてご確認の上お越しください。
※予備日とは、日程変更になった場合に開催する日です。

講演会
セミナー

講演会

特例理解ワー
ク

講演会

7/24

4

石川道子氏
新田かなと

安定就労

鹿野
佐代子氏

8/13
③SSTC初級 短期集中コース
(自立と自己理解のワーク）

SST

10:30

11:00
①SSTC春 初級コース

コミュ

12:00

二ケー

14:00

ション

1/7（予備日 1/14）
④SSTC初級 短期集中コース
(安定就労を考える1日のワーク）

SSTC 6

オリエン
テーリング

SSTC 1
オリエンテー
リング

SSTC 12 z

SSTC 2

SSTC 5
SSTC 3

14:30

安定就労を
考えるﾜｰｸ

京都
寺院
巡り
OGW

11:00

②SSTC秋 中級コース

SSTC 13
オリエン
テーリング

SSTC 7

SSTC 8

SSTC 11

SSTC 9
安定就労を
考えるﾜｰｸ

17:30

ワーク
19:30

大

阪

支

部

SSTC 10

SSTC 4
コラージュ

19:30

⑤SST傾聴春 初級・中級コース

S
S
T
傾
聴
ワ
│
ク
・
S
S
T
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ワ
│
ク

SSTK 1

SSTK 3

SSTK 5

SSTK 2

SSTK 4

予備日

苦手なタイプ
との
関わり方

⑥SST傾聴秋 上級コース
SSTK 6

⑥SSTアイデンティティ 上級コース

SSTK 8

SSTK 9

SSTK 11

SSTA 1

SSTA 3

予備日

SSTK 10

SSTK 12

SSTA 2

SSTA 4

SSTK 7

開 催 日 時 場 所 （大阪支部開催）
8
↑19：00
月
12
↓21：30
日

8/12
SSTK1・2

8/12・13
⑦SST傾聴・短期集中
初級・中級コース

11:00
8/13
SSTK 3

8
月
13
日

SSTK 春コース・秋コース
SSTK 1～12 19：00～21：30
会場：大阪市北区

京都寺院めぐりｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ・ﾜｰｸ
10：30～17：30
SSTC 6
会場：京都市

8/12・13 SSTK 短期集中コース

8/13 SSTC 短期集中コース
SSTC 12 11：00～13：30
SSTC 3・4 14：00～19：30
会場：大阪市北区

SSTC 3
安定就労を
考えるﾜｰｸ

SSTK 4

1/7 SSTC短期集中コース
11：00～13：30
SSTC 13
SSTC 9・10 14：00～19：30
会場：京都市（予備日 1/14）

SSTC 4
コラージュ

19:30

7/24(日）
石川道子氏
新田かなと

8/28(日）
ペアトレ 1

9/19(日）
ペアトレ 2

ペアトレ 3

ペアトレ 4

ペアトレ 5

ペアトレ 6

10/10(祝）
or30（日）

11/13（日）
or27（日）

12/11（日）
ｏｒ25（日）

1/8（日）・9(祝)

大正区との
合同事業

一般公開
講座1

一般公開
講座2

or29(日）

特例理解ワー
ク

4
安定就労

⑧SSTC春 初級コース

コミュ

都
支
部

SSTC1

二ケー

SSTC2

SSTA 冬コース
19：00～21：30
SSTA 1～5
会場：大阪市北区
※ ペアレントト・レーニング
発達障害児を育てる
親御さん向けの講座です
家族限定
グループ
ワーク

3月

4月

特例理解
ワーク

特例理解
ワーク

特例理解
ワーク

1

2

3

SSTC 3
安定就労を
考えるﾜｰｸ

SSTC6
SSTC5

京都
寺院
巡り
OGW

SSTC7

SSTC8

SSTC 9
安定就労を
考えるﾜｰｸ
SSTC 10
安定就労を
考えるﾜｰｸ

SSTC11

※安定就労ワーク・京都寺院巡りオリエンテーリング・ワークは、大阪支部に合流開催
⑩SST傾聴春 初級・中級コース

SSTK 1

SSTK 2

SSTK 4

SSTK 3

SSTK 5

⑩SST傾聴秋 初級・中級コース

SSTK 6

SSTK 1

SSTK 2

SSTK 4

SSTK 3

SSTK 5

支
部

SSTK 6

開催日時場所（京都支部開催）

注1： SSTワークへの参加には、当会かこころぴあビレッジのグループワーク参加経験３回以上が必須！参加条
件：高機能広汎性発達障害の当事者のみ（診断の有無は問いません）(SSTアイデンティティワークに限り、当会
のSSTワークを一括参加で２回以上 または 当会のグループワークに概ね１年以上の連続参加が必須。) 注2：
原則、コースごとの一括参加となります。過去に同一ワークを二度以上一括参加(例えば春コースと秋コース)して
くださった方に限り、その次から単発参加が可能。注3：注4：SSTワークは原則18歳になった4月以降としま
す。それ未満でのご年齢の参加希望者には、お請けできない場合や、加配サポーターを一人お付けし会費のほか
に2千円/回がかかる場合がございます。個別にお問い合わせください。注5：SSTへの単発での参加は、空き枠
がある時のみですので、満席でお断りする場合もございます。注6：SSTワークへの参加にあたって、重篤な精
神疾患のある方は、主治医の許可を取得願います。またSSTワークの性格上、二次障害などの症状によっては、
ご参加をお請けできない場合もございます。 注7：一旦お預かりした会費は、当会の開催不履行以外では返金は
出来かねます。(小幅な日程・会場変更も同様)

京
都

※ SSTC 3・4は大阪市北区開催

ワーク
S
S
T
傾
聴
ワ
│
ク

※開催月は
未定

⑨SSTC秋 中級コース

SSTC 4
コラージュ

ション

部

8/12 SSTK 1・2 19：00～21：30
8/13 SSTK 3
11：00～13：30
15：30～16：45
SSTK 4
会場：大阪市北区

※短期集中コース・ペアレントトレーニング・一般公開講座などの開催要項は、まだ決まっておりません。決まり次第お知らせします。
2016年
2017年
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月

SST

支

SSTC 春コース・秋コース
SSTC 1・2・5・7・8・11
12：00～14：30 会場：大阪市北区
SSTC3・4・9・10は短期コースに合流

14:00

講演会

京

SSTA 5

阪

啓
発
活
動

講演会
セミナー

大

SSTC 春コース・秋コース
SSTC 1・2・5・6・7・8・11
時間：未定 会場：京都市
・8/13 SSTC 3・4
14：00～19：30 会場：大阪市
・京都寺院めぐりｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ・ﾜｰｸ
SSTC 6
10：30～17：30 会場：京都市
・1/7 SSTC 9・10 （予備日 1/14）
14：00～19：30 会場：京都市
SSTK 春コース・秋コース
SSTK 1～6 19：00～21：00
会場：京都市

1.ソーシャルスキルトレーニング（SST）とは
アズウィッシュの SST ワークは、主に心理カウンセリング手法や人の話の聴き方の技術を、発達障害の特性
に合わせて応用して、プログラムを組み立てています。思春期～青年期・成人期の発達障害者向けに構築した
スキルトレーニングとして実施・開催しています。発達障害の社会適応に大切な要素である「自己肯定感の回
復」と「自己理解と自己確立の促進」を目的とし、グループセッションなどを楽しみながら「人と関わる際の
感情や表現調整の方法、或いは距離感の取り方」
「人に、話を聴いてもらえたと思ってもらえるような話の聴き
方」
「人の話の真意を聴き取る方法」などを学び、人と関われる自分を見付けていきます。また、
「過剰適応な
き社会適応」という課題にも、皆さんとご一緒に取り組んで考えてまいります。

2.発達障害に適した SST とは ～アズウィッシュが目指すもの
アズウィッシュの SST では、スキルの習得と共に、発達障害の特性をカバーしたり、色々な工夫で自分の良
いところを伸ばし、人と関われる自分を見付けていけるように、大切にしているいくつかのポイントを元に課
題を組み立てています。

「あたたかい人との関わり体験を積み上げ直すこと」
「人への感受性を高め、表情や感情表現を豊かにしていくこと」
発達障害の特性のひとつに、他人から見た場合、感情がないように見えてしま
ったり、無表情に思われたりといったことがあります。当然のことですが発達障
害にも豊かな感情があります。その自分の感情を出来るだけ的確に感じ取り、肯
定的に表現できるようになると、人から好感を持ってもらう上で有利に働きます。
発達障害があると、こうした根っこの感情を本人が把握するのが苦手だったり、上手く表現するのが苦手
な傾向があり、周囲の誤解を受ける元となりやすいようです。また、他人からの関わりに対する感受性が、
そもそも乏しい傾向を持つ人も少なからずいます。
元々このような苦手があるのに、世間では、誤解したまま否定的な反応を繰り返してきますので、当事者
さんには否定体験が積み上がり、余計に苦手が定着しがちです。そうではなくて、多少特性からくる行動が
あっても、その原因がわかっている支援者が関われば、肯定的な反応で関わってもらえるでしょう。こうし
た繰り返しの中で、苦手は徐々に軽減され、人への感受性もゆっくりゆっくりと高まっていくのだとアズウ
ィッシュは考えています。
ワークショップの活動の中で、否定的体験を肯定的体験で積み直し、周囲への振る舞い・表情・感情表現
力を豊かにしていくことで、スムーズな人との関わり方の習得を目指していきます。

「自己肯定感の回復」
発達障害の二次障害を引き起こしているのは「自己否定感」です。そして、この「自己否定感」は、発達
障害のあらゆる思考・行動を制約し、社会との好ましくない関わりを生んでしまいます。また、ひと言で「自
己肯定感を回復する」といっても、漠然としていてつかみどころがありませんが、小
さな成功体験を積み重ねて「自己効力感（有能感）
」を掴むと考えると、目標を見定
めやすくはなりませんか。言い換えるなら、
「あれはうまく行ったなぁ」といった経験
を積み上げて、次への新しい挑戦に「自分には出来そう。チャレンジしてみよう」と
思える自分を見付けること、と言えましょうか。
「自己効力感」の積み上げが「自己肯
定感」の熟成に至る道ということでしょう。アズウィッシュでは、スモールステップ
の課題を、あたたかい関わりと見守りの中で成功体験を積んでいただき、当事者さん
達に自分自身の可能性を実感していただくことを目指しているのです。

3.発達障害者にとってのソーシャルスキルとは・・・
「自己確立」であり「自分ルールを作り直すこと」である
「発達障害があってもやっていける自分」
「特性があっても人と関われる体験」
「特性を自分の利点として、見
つけられた自分」は、発達障害者の人生を大きく変えていくものだと考えます。一方で、こうした自分を見付
けていくことは容易なことではありません。そこでアズウィッシュでは「SST ワーク」と「グループワーク」
の併用をお勧めしています。というのも、こうした見直しには学びと熟成の両輪が必要だと考えるからです。
私どもは、単にテクニックとしてのスキルを身につけるだけでは、結局たいして何も変わらない
と考えています。グループワークで自分を語ったり、人の話に耳を傾け、それを繰り返す中で、自分自身を見
つめ直す作業をしていくこと。そして、SST ワークで、対人関係を向上するための課題に挑戦しながら自分の
得意と苦手を見つけ、
「工夫でカバーして対処する苦手」と、
「無くすのは難しく、避けることで対処する苦手」
を分類すること。この相互の繰り返しの中で、
「無理なく社会適応できる自分」
「過剰適応せずとも社会適応し
ていける自分ルール」を作り上げる事で、大人の発達障害の大きな課題が解決されていくと考えています。

グループワーク
・自分を語る
・人の話に耳を傾ける
・自身の見つめ直し

の― 自
確
分
立ル ル
^

定型発達の方は、思春期～青年期にかけて同級生
や先輩・教師などとの関わりの中で、10 才頃～20
代中盤にかけて自我を成長させていき、自己アイデ
ンティティを育み“自己確立”を果たします。
その頃、きっと皆さんは、周囲と自分との間に、
「何か大きな差」のようなものを感じていたのでは
ないでしょうか？或いはその｢差｣を、
「埋めようのな
い溝」のように考えてしまったかもしれません。
元々、ひと真似が得意でない発達障害者の方々は、
「自分の体験」と「自分の言葉」で「自分だけの人
と関わる為の自分ルール」を作らなければなりませ
ん。しかし発達障害があると、人との関わりが希薄
であったり、周囲からの否定的な関わりの体験が多
い為、どうしても自己否定的な自己ルールにしばら
れてしまうことが多く、適切な自己像を描けないま
まに成りがちなことが、社会適応の大きな阻害要因
となっているのではないでしょうか。

「自己確立のプロセス」
「ひとと上手く関わるための
自分ルールを作る作業」

ー
ル
の
確
立

ＳＳＴワーク
・暖かい関わりの体験
・自己肯定の回復
・体験の刷り直し

一方、発達障害の当事者さんにも、特性に合った方法で

・ひとと関われる自分
・話の聴き方の学び

ひとつひとつ成功体験を積み上げて、ひとつひとつを言語化しながら、
発達障害者なりの生き方＝「自分だけの安全・安心な自己ルール」を作ること
・・・は可能と考えます。困難は直すばかりではなく、工夫でカバーしたり回避したりも出来るでしょう。そ
うした自分を見付けるには、時間も掛かり失敗もあるでしょう。しかし、一歩ずつ少しずつ成功を積み上げて
いくことで、発達障害者にもそれは確立できるものだとアズウィッシュは考えています。
皆さんの中の発達障害の特性や自己分析は、
「自分の問題を解決したい」というみなさんの思いがあって初め
て始まることでしょう。私どもは、皆さんの思い、皆さんの望みと共に、この問題をご一緒に考える存在であ
りたいと考えております。アズウィッシュのグループワークとＳＳＴワークでは、受容的、共感的な雰囲気の
中で、安全・安心な場で人との関わりを体験しなおすところから、全てを始めていきます。

◆アズウィッシュのＳＳＴ コミュニケーションワーク
構成的エンカウンターの技法を用いて、
楽しみながら人と関われる経験を、
数多く積んでいただきます。
1 対 1 から、4 人 1 組のグループなどで、質問をしあったり、ゲームをしたり、感情整理の問題に取り組
んだり、心理課題を共に学んだり。あるいは、コラージュのワークなどで、自分自身に向き合ってみたり。

◇傾聴ワークで学んでいくこと
「人と、より関われる自分を見つけていく」
対人関係の悩みは、人知れず本人のココロに居座り続ける深刻な悩みです。
うまく友達が作れない、集団になじんでいけない。改善しようにも、何をどう
したら良いのかすら判らない・・・、ご本人にはそんな感じではないかと思い
ます。当会では、受容的な雰囲気の中で、まずは周囲に受け入れられる体験か
ら始めていただき、次第に対人緊張を解くところから、段階を踏んで、人との
関わりを経験して行っていただきます。

「周囲の状況をくみとることに挑戦する」
場の空気が読めない。周囲の無言の雰囲気を感じ取れない・・・・発達障害の特性でよく言われることで
す。抽象的な概念や、言語化されていない無形のものを汲み取ることが苦手な当事者さんに、こうした傾向
は付き物です。また、この困難自体を根本的に無くすことは難しいです。この問題を解くカギの一つに「自
分の内面的価値観（主観）にだけ集中してしまいがちな習慣・気質」というのがありそうです。外の世界を
感じて、そこから何かをくみ取ることが苦手なばかりに、内的な感情や自分自身の
価値観の方に集中しやすいのでしょうね。
この気質は、一生改善できないものではなく、周囲の状況を見回す訓練を積むだ
けでも、情報収集や情報判断の能力は上がっていくようです。SST コミュニケーシ
ョンワークでは、ゲーム形式の中で、周囲からの情報と自分の主観の両方を組み合
わせて、状況判断して行動していく体験を積んでいきます。

「三つ組に限らない発達障害の特性を広く理解していくこと」
世間では、発達障害の特性と言えば「社会性の困難」
「コミュニケーションの困難」
「こだわり行動（想像
性の困難）と言われますが、実際はこの三つ組以外にも沢山の特性が存在します。ワーキングメモリーが少
ないことで起こるシングルタスクや、細部に捉われがちな視知覚認知の傾向や、ゼロ百思考・自他の境界が
あいまいなどの思考的・心理的な特徴などです。こうした特性を広く理解し、自分の中での濃淡を知り、工
夫してカバーしていくものと、改善が難しく避けた方がいいものに区分けするなど、自分自身をよく理解す
ることは、社会適応に大切な要素です。アズウィッシュはレクチャーとディスカッションを組み合わせる中
で「自己理解と自己確立の促進」を目指していきます。

「否定的なルール（自己制限）を見直す」
発達障害の方は、子どもの頃から社会から否定的な関わりをされてしまったことが原
因で「自分は思ったことを口にしてはいけない」とか「自分の感情をそのままに出しては
いけない」
などの自己制限ルールを作ってしまっていることが、
少なからずあるようです。
こうしたルール自体が自分をしばってしまい、ますます、自分の行動を他者否定的であっ
たり、社会否定的なものにしてしまっていることがあるのです。こうした止む無く掛けて
しまった思い込みを、時間をかけてゆっくりゆっくりと解いていくことにも、アズウィッ
シュは共に取り組んでまいります

８月と 1 月には「安定就労を考えるワーク 」で
働く上での社会スキルも学んでいきます！！

◆アズウィッシュの SST 傾聴ワーク
傾聴のトレーニングメニューは、元々カウンセラー育成の研修法として開発されたものです。アズウィッシ
ュでは、この学習を発達障害者のスキルトレーニングとして、メニューを組み立て直し、特性を前提としたレ
クチャーで開催しています。
コミュニケーションスキルというと、一般的には「話す力」を想像しがちですが、実は「聴く力」
「読む力」
の方が重要なのです。昨今、企業の採用においてもコミュニケーションスキルは最重視されていますが、その
中でも「聴く力」の有無を採用判断としていることが多いそうです。
人間関係においても、人は自分に好意を持ってくれる人に自らも好意を持ちやすいことが知られています。
また、
“ 話し上手より聞き上手 ”といって、豊かな人間関係を築く上で、
「聴く力」は大変、有効なスキルと
なります。

◇傾聴ワークで学んでいくこと
「他者に『この人は良く話を聴いてくれる』と感じてもらえる聴き方を学ぶ」
本講座は、座学と実習の両方を学べるメニューとなっています。
“傾聴スキル”はカウンセラーでも何年も
かけて学ぶほど難しいものですが、理論と実践演習の両方を受講できることで、より早く身に着けて頂けるよ
う、取り組んでいただけます。また本講座は、話の聴き方のテクニックと、聴き手におけるココロの在りよう
の両方を学ぶことで、単に技術を習得するだけではなく、聴き手に一番大切な“話を聴いてくれていると相手
に伝わる態度・姿勢”を学んでいきます。

「人の話の聴き方において、相手との距離感を学ぶ」
・聴き手のココロの持ちよう、ココロの在り方を学べる
・同情・同調・同感ではない、真に共感的な聴き方を学べる
・苦手な相手、相性の悪い人とでも、最低限の会話が出来るようになっていく
自分にとってはあまり興味のない話題であったり、逆に、興味がありすぎて前のめりになり過ぎな話題であ
ったり、あるいは、相性が合わない相手との会話でも、相手と時間と話題を共有できて、相手に「話を聴いて
もらえた」と感じられる聴き方であり、かつ、自らのココロの負担をも和らげる聴き方を学んでまいります。

「自分自身のココロの自己一致を、少しずつ体感できるようになっていきます」
人は誰しも「本人の認識」と「真に心で感じていること」
、それに「実際の言動」にズレを抱えがちです。即
時的には自らの疲れやしんどさなどのココロの本意に気付なかったり、気付くのに時間が掛かる傾向を持つ人
も居て、それが後々のしんどさにつながりがちです。人の話を聴くには、自らのココロが感じたことを、より
正確に把握する必要があり、
ここを学ぶうちに、
自分自身とのココロの対話もより円滑になっていくようです。
SST 傾聴ワークは、専門の訓練を積んだカウンセラーが、発達障害の特性を前提としたプログラムで指導して
参ります。座学と実習が両方経験できるようになっており、傾聴の理論を学び、実際に話の聴き方を実習の中
で、体験から習得していけるようメニューが組まれています。
[スケジュールの例 計 2 時間半]
① チェックイン
5分
② レクチャー（講義）
25 分
③ ミニカウンセリング実習 45 分
④ 休憩
10 分
⑤ ミニカウンセリング実習 45 分
⑥ 振り返り
20 分
※希望者があると、③が逐語録検討に代わることがあります。
[ミニカウンセリング実習] 参加者同士、あるは参加者とカウンセラーが２人
一組となり、聴き手と話し手の役割を交互に入れ替わりながら、実践的な話
の聴き方の実習を行います。終了後の振り返りでは、今日の実習で感じた疑
問・気付きについて、みんなで話し合うことで、スキル向上を図ります。
オリジナルの傾聴教本

◆安定就労を考えるワーク
発達障害のある方にとって、自立のための一番の課題が就労です。
“安定就労
を考えるワーク”では、当会の共同代表 新田かなとが、数百人の成人当事者さ
んから聴き取ったお話を元に、働く上での問題の実態と、解決できる課題への
取り組み方についてお話をするとともに、参加者一人一人が自分自身に起こっ
ていることを振り返り、課題解決の糸口を探していきます。
「対人関係以外の問題に目を向けていく」
会社を辞めた多くの方が「段々と人間関係が悪くなっていき、結局職場にいられなくなった」とおっし
ゃいます。しかし、よくよく聞いてみると、人間関係の悪化は結果であり、そうなった原因はほかの所に
あることがわかってきました。当事者さんが、職場で混乱し戸惑っている本当の原因と、その課題解決の
方法を考えていきます。

「真面目の使い方を考えてみる」
真面目というのは大切な長所ですが、使い方を誤ると、特に職場では短所にもなりえます。自分の上手
い活かし方について考えていきます。

「自滅傾向について考え、避ける道を探す」
「もう、ここには居られない！」
、そのように落ち込み、辞めてしまう当事者さんは少なくありません。
周囲からの厳しい責めや視線を感じると、とてもそこで働き続けることが出来なくなるのが、発達障害者
の特徴でもあります。こうした自滅傾向に気付き、自分のこころの在り方を考えることは、安定就労の道
を見つけるうえでとても大切です。このワークでは、ここにも取り組んでいきます。

2016.813 (土) 14：00～19：00 大阪市・北区で開催
2017.1.7 (土) 14：00～19：00 京都市で開催（予備日 1/14 (土)）
(安定就労を考えるワークはコミュニケーションワークや短期集中コースに組み込まれています)
尚、当ワークの受講前に、5 月特性理解ワークをお聴きいただくと、一層理解が深まります！
オリジナルの教本には、皆さんが書き込める欄が多数用意されています。
自らを振り返り、将来への対策を探り見つけていくワークです！

[教本 目次]

・退職経過を見つめ直す
・安定就労を得るための要点
・無理のない真面目な生き方
・学校と職場の違い
・ゼロ百思考の功罪
・情報収集の苦手、理解の困難
・定型発達者の交友傾向
・過剰適応せずに働ける新しい自分

「as wish」とは
「望みと共に」という意味で
当事者さんお一人お一人と
それぞれが望まれる自立のスタイルを
共に探すお手伝いをして
その道を模索するところに
寄り添ってまいります。

アズウィッシュの活動のひとつとして、SST 傾聴ワークという傾聴を学ぶことで自分の有り様を見つめ
てみるワークがあります。傾聴の手法なので一見「聴き方」の学び、そしてそこからコミュニケーショ
ンを学ぶ場だというイメージが強いと思いますが、この傾聴の学びには多くの副産物が含まれています。
■最初は「相手の話を聞く」から始まる
当然一番最初に触れるのは「相手の話を聴く」ということなのですが、そこには奥深いものがあります。実習ト
レーニングは、15 分間を参加者が語り手と聴き手の役割に分かれて行うのですが、当事者の方が苦手とされるの
は「聴き手になった時に、どうしても話の内容を全部覚えられない」という部分です。確かにそれには大変な労力
が必要になります。なので、疲れきってしまい、結果として多人数が雑談する場面が苦手だという結果につながっ
てしまいます。SST 傾聴ワークではそこをゆっくり学ぶ中で、
「相手が話したい話題」と「相手が伝えたい気持ち」
にわけていくことに気づいていただきます。
■レクチャーと実習で学んでいくもの
当会の「傾聴の学び」は、座学（レクチャー）と実習の両方を経験できるという特徴があります。まずはレクチ
ャーで、聴き方の手法を学んでいただくのですが、ただ頭で理解するだけでは深まりません。そういう手法の学び
がしたいのであれば、専門書を片っ端から読めばよいのです。そうではなく「自分が今までしていた聴き方ではな
い聴き方がある」ことを、実習からも知ることが大事です。それを知ったならば「ではどうすればよいか」という
考えが自然と生まれます。語り手に成ったり、聴き手に成ったりという実習を繰り返すことで、頭で知った「聴き
方を」体感し、
「これが聴くということなんだ」と気づいていただけるはずです。外から与る教えからの学びだけ
では身につくことも限度があります。自らの内側から「あぁ」と沸き立つ気付きが、一番の成長の基です。
■自らのココロの声を聴く、そして語る
同時に学ぶのが「自分の内なる声を聴く」ということです。自分の声なのですから判っていて当たり前のようで
すが、実は周りの影響を受けて「本当ではない自分」を、意識的にあるいは無意識に演じてしまうことが、多々あ
ります。自己表現をうまくできないことで、飾ってしまったり黙ってしまったり。そういうことを相手や場の雰囲
気に合わせてうまく演じきれるのなら良いのですが、少しの”ずれ”がそれを重ねることでどんどん大きな”ずれ”
になってしまいます。こうした状態では、
「本当の自分」を見失ってしまい、取り繕ったものが「自分」だと錯覚
してしまいます。
その原因は、自分の言いたいことを最後まで聴いてもらう前に、相手が意見や反論、ひどいときにはダメだしや
叱責をされ、
「言い切る」ことができないことにあります。そしてそれは失敗経験として刻まれ、思いや言葉を隠
すことになる。そのことをして「コミュニケーションが苦手」というレッテルにされてしまいます。
傾聴ワークの場では「自分の言いたいことを最後まで言い切る」経験をしてもらえます。一方が聴き方の練習を
するために行う「SST 傾聴ワークの実習」が、話し手にとっては「ゆっくり聴いてもらえれば、本当の自分を表
明できる」という成功体験を積み重ねることができる場になります。
■聴くことを学ぶ中で、語るスキルが向上していく
このワークを重ねていくうちに、参加者の方の変化に気付きます。周りの方に肯定的に接し接され、表情が柔和
になっていかれます。感情の言葉を用いて自己表現していかれます。少しでも聴き上手に、話し上手になりたいと
いう向上心が生まれ、客観的に自分を見ることをされます。そして、今まで自分が辛い思いをしてきたことを表明
できることで、ほんの少しからでも抱え込んだ荷物を降ろしていかれます。
その姿を見せていただけることで、発達障がい支援の場こそ、傾聴やコミュニケーションのワークが効果的だと
いうことをあらためて教えられます。こういう学びを通じて変化していくことで、グループワークでの関わり方に
も大きな変化がありますし、その延長線上には社会でのコミュニケーション向上があります。
入り口はテクニックやスキルにあるのですが、傾聴本来の目的である「相手の尊重・自己の尊重」が確実に育っ
てきます。私自身のこれまでの学びが、当事者の方とワークを進めることで知ることを深め、新たな気づきと
なって返ってきます。SST 傾聴ワークは、アズウィッシュの大事な活動のひとつとして継続していきます。
ので、興味をもたれた方はぜひご参加ください。

NPO 法人アズウィッシュの
発達障害向け心理支援活動

～ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

私どもは、現在、主に発達障害者向けの心理支援を中心に活動しております。
SST(ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)ワークの他に、グループワークを開催しています。同じ悩みを
持つ者同士が集まり、思い思いに悩みを語ったり、他の参加者の話に耳を傾けたり、
自分自身の問題をじっくり見つめ直したり。そんなココロの拠り所、居場所づくりと
しての行事です。参加者は、約 3～4 時間を、車座になって語り合います。
いずれの行事も、カウンセラーがファシリテーターを務めており、安心してご参加
いただけるように、心掛けております。一度お立ち寄り下さい。

★当事者限定 GW

参加資格：高機能広汎性発達障害の当事者のみ

主に、毎月 1 回土曜の午後

大阪市北区で開催 定員 10 名

★発達障害を共に考える会

( こころぴあビレッジとの共催 )

参加資格：高機能広汎性発達障害の当事者・家族・支援者
主に、毎月 1 回土曜の午後

大阪市北区で開催 定員 25 名

★家族限定グループワーク

( こころぴあビレッジとの共催 )

参加資格：高機能広汎性発達障害者の家族のみ
主に、毎月 1 回金曜の 10 時～14 時 大阪市北区で開催
定員 10 名 (年に数回、土曜日午後開催となる月があります。)

詳
し
い
開
催
日
時
・
場
所
は

いずれも 要予約！

★発達障害を共に考える会

定員 25 名

参加資格：高機能広汎性発達障害の当事者・家族・支援者

主に、毎月 1 回土曜の午後

京都市下京区で開催

いずれも診断の有無は問いません。一度、どうぞ覗いてみてください！
特別非営利活動法人

アズウィッシュ お問合せ ホームページ:http://aswish.jpn.org

Mail : info@aswish.jpn.org

ホ
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NPO 法人アズウィッシュは、
心理カウンセリング手法を中心に

心理
支援

皆さまの心理支援・自立支援の
活動をする団体です。

自立
支援
心理カウン
セリング手法

一般の方向けと、発達障害者向けの
心理支援活動を行っています。

AsWish の元は「as You wish」
「望みのままに」を意味します
アズウィッシュの支援は

望み Wish
目指すもの・ご意志
皆様の思い

参加者の方が望むもの、目指すものに
支援者が寄り添い、その方なりの過剰適応でない自立を
ご一緒に考え、実現していくための手伝いをして参ります

AsWish の四つ葉のクローバーの 4 枚目の葉は
その方が望みをいだくことにより
初めて得られるものと考え
支援者はその望みの思いに寄り添い
共に歩み、支援させて
いただきたいと活動しております

特別非営利活動法人

アズウィッシュ お問合せ ホームページ:http://aswish.jpn.org

Mail : info@aswish.jpn.org

