令和３年度

託児も
あります！

ペアレント ・ プログラムに
参加してみませんか。
●子ども の困った「 行動」 に
※全６回

講師：奥村明美先生

？
お悩みではあり ませんか
場所：浜松市精神保健福祉センター
会議室２

（浜松医科大学 子どものこころの
発達研究センター）

●できるところをみつけて、

（中区中央１丁目１２−１ 県浜松総合庁舎４階）

？
ほめるコツを学びませんか
第１回
9月17日（金） →１０月 １日(金)
こ のペアレント・
プログラ ムは、
第２回
10月 1日（金）
→１０月１５日(金)
第３回
10月15日（金）
子育てに難し
さ を 感じ る 保護者の方が
→１０月２９日(金)
第４回
10月29日（金）
お子さ んの
「 行動」 の理解の仕方を
→１１月 学び
５日(金)
第５回
11月 5日（金） →１１月１６日(火)
楽しく 子育てをする自信を
つけること
第６回
11月16日（火） →１２月１４日(火)
子育ての仲間を みつける機会と
するこ と を
目的と し
た全６ 回のプログラ ムです。
時間：
午前１０時から午前１１時３０分まで

欠席時には補講も
あります！

ぜひ、ご参加く ださ い。

アしょう
ェ
シ

ント は
ポイ

行動で
考える

行動のしく みを理解し て
子ども に具体的にどのよう に
行動し たらよいかを導く コツを
覚えましょう！

ワード は
キー

ほめる
対応
がんばっているところ、努力し ている

仲間
づく り
同じ 悩みを持つ保護者どうし で
子育てをともに考え、アイデアを
出し 合って毎日の生活に
役立てましょう！

ところに注目！ほめ上手になって
子どもと 接し てみましょう！

---------------------------------------------------------------------------------------------------

【申込み/問い合わせ】
お電話にてお申し込みください。
保護者どう し がペアを組んで話し 合いながら 進めま
ペアレント・ プログラムは「 子育ての応援プログラム」
です。保護者が子ど も の特性を 知って、かかわり 方

すから 、同じ よう な悩みを持つ保護者が体験を共有

定員 14名程度
●申込み
すること で、自分自身の理解も深まり 、これから の子
を工夫すること で、子ども の発達にプラスの効果を
先着順
7月15日（木）開始（8月20日（金）まで）
育てのパワーになっていきます。
もたらすこと を目的としています。

対象

●問い合わせ先
市内小学校1年生
【講師】奥村
明美 先生（浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター）
募集対象
浜松市精神保健福祉センター
もしくは2年生をもつ親
【対象】佐鳴台小学校で１年生から３年生のお子さんをもち、全６回の講座に
電話：053-457-2709（土日祝除く、8：30〜17：15）
参加できる方（欠席された場合のバックアップ体制も充実）
先着10人程度
主催：浜松市精神保健福祉センター 共催：浜松市教育委員会 協力：浜松医科大学

●楽し い子育てにつながるポイント を学びます●
ワークは全部で６ 回行われ、各回スタッフ の詳し い説明から 始まり ます。隣どう し でペアを 組み、自分や子ども の
こと について現状把握表を書いて進めていきます。ペアのワークでは、お互いに書いたも のを 見せ合い、自分に
合う も のを取り 入れたり 、真似し たりし て、みつけたこ と をグループで発表し て共有し ていきます。

第１ 回

現状把握表を書いてみよう！
自分の「 いいと こ ろ 」「 努力し ていると こ ろ 」「 困っ たと ころ 」 について「 行動
で書く！」こと に取り 組みます。行動で表現するため、動詞で書いていきます。

10月 1日（金）

第２ 回 行動で書いてみよう！
自分と 子ども について「 行動で書く！」 を 進めます。「 〜し ない」 は行動でない

10月15日（金）
ため代わり に何をするのかを 考えて「 〜する」 に置き換えていきます。

第３ 回 同じ カテゴリ ーをみつけよう！
ペアで相談し 合いながら 、書かれた行動に関し て、同じ 時間帯／同じ 場所／
同じ 活動／似たよう な反応／などを同じ カテゴリ ーにまと めていきます。

10月29日（金）

第４ 回 ギリ ギリ セーフ！をみつけよう！
「 困っ たと こ ろ 」 の中で、期待通り にはでき ていないけれど、どう にかでき て
いると いう 行動を「 ギリ ギリ セーフ 」 としてみつけていきます。

11月 5日（金）

第５ 回 ギリ ギリ セーフ！をきわめよう！
いつ／どこで／誰と ／何をしている／と 困った行動がおきるのか？を考えます。
その逆が「 ギリ ギリ セーフ 」 と なり やすいこと も 学びます。

11月16日（火）

第６ 回 ペアプロでみつけたことを確認する！
ペアで現状把握表を 検討し て、今までの取り 組みを 振り 返り 、自分ができ て

12月14日（火）き たこと を確認します。「 行動で見る」こと の大切さ を学びます。

●参加し た保護者に効果が現れています●
・●参加したことで
保護者の抑う つ状態が
気分が明るくなった。
改善さ
れた。

●

育てにく さ を感じ なく なった。

●

子どもへの対応を難しく
思わなく なった。

●

子どもをほめること が増えた。

●

子どもを叱ること が減った。
※日本語版ベッ ク 抑う つ質問紙（ BDI-II）・

養育スタイル尺度による測定

参加
ロ グラ ムに（浜松医科大学
講師： ・奥村明美先生
プ
し て 子どものこころの発達研究センター）
ト
対象：
レン 市内小学校で1年生から2年生のお子さんを持ち、
ア
全6回の講座に参加できる方
ペ

●子ども と と も に笑顔で送る毎日を ●
平成２７ 年度 障害者支援状況等調査研究事業

