困難を抱える子どもを支える。
この国の子どもの６人に１人は貧困状態にある。
様々な要因によって学校に行けない子どもたちがいる。
障がいによって、遊ぶことや学ぶことができない子どもたちがいる。
これが私たちが住む"日本"の子どもたちの現状。
海外に学校をつくる活動も悪くはない。
ただ、この国の課題に私たちは何ができるのだろうか？
あなたのチカラを必要としている子どもたちがいる。
photo by Natsuki Yasuda / studio AFTERMODE

生活困窮世帯等の子どもの

不登校の子どもたちの

障がいのある子どもたちの

学習支援チューター

居 場 所 ス タ ッ フ

ガ イ ド ヘ ル パ ー

有償ボランティア（1時間1000円）

有償ボランティア（1時間840円）

知的障害者移動支援従事者資格講座

兵庫県内各所に設置された学習支

大 阪 市 内（淀 川 区・旭 区・港 区・住

知的障害や発達障害のある子ども

援教室で生活保護受給世帯や生活

吉区）に設置された不登校の子ど

等の外出支援を行います。この資

困窮世帯の小学生・中学生に学習

もたちの居場所で子どもたちの遊

格があれば障害者支援事業所など

支援を行います。

びや学習を支援します。

でヘルパーとして活動できます。

●学習支援教室での学習指導
子ども３～４人に対して１人のチューター
（学習指導員）がついて、小・中学生に学習
指導を行います。主に学校の勉強や宿題
のサポートを行います。週2回の通年型や、
夏休み等に連続で行う短期型があります。

●不登校の子どもの遊びの支援
子ども１～３人と一緒に、子ども達の「や
りたいこと」「やりたくないこと」を尊重しな
がら安全への配慮を重視して、興味に応じ
た活動（お話・相談・遊び）のお手伝いを行
います。

●公的な資格をＧＥＴ！
この養成講座を修了すれば、「知的障害者
移動支援従事者」という公的な資格を得
ることができ、福祉事業所などでガイドヘ
ルパーとしてアルバイトすることも可能で
す。

●訪問学習指導
学習支援教室に通うことが困難な子ども
たちに対しては、自宅などに訪問して学習
支援を行います。指導の内容、時間等は教
室での指導と同様です。

●不登校の子どもの学習支援
再登校や高校進学等の社会的自立を実現
するために、学習面でのサポートを行いま
す。子どもの希望に応じて時間や目標を設
定し、学習指導を行います。

●福祉事業等への就職に有利
ガイドヘルパーとしての活動は障害者総合
支援法における実務経験として認められ
ますので、将来の就職活動（福祉、教育、心
理関係）などでも実績となります。

生活困窮世帯等の子どもの

不登校の子どもたちの

障がいのある子どもたちの

学習支援チューター

居 場 所 ス タ ッ フ

ガ イ ド ヘ ル パ ー

活動概要

活動概要

ガイドヘルパーの資格を取得することによって、各地
の福祉事業所などで移動支援のアルバイトなどを行
うことができます。
希望する方には、当会の関連会社が運営する「ヘルプ
センターえびす」、放課後等デイサービス「えびす夙
川」「えびす本山」などでの活動を紹介することも可
能です。
そこではガイドヘルパー以外にも障がいのある子ど
もたちと遊ぶボランティア活動なども行っています。

日

時

場

所

１回２時間 週２回程度
※月ごとにシフトを編成します。

日

時

場

所

謝

礼

西宮市内（阪急西宮北口駅付近）
神戸市内（東灘区・灘区・兵庫区・
長田区・須磨区・垂水区）
謝

礼

そのほか

１時間あたり 1,000円
実費支給 （上限あり）

交通費

１回６時間 週２回程度
※月ごとにシフトを編成します。

大阪市内
（淀川区・旭区・港区・住吉区）
１時間あたり 840円

交通費

※自宅から活動場所までの往復交通費が
支払われます。

研

修

案

2015年5月3日(日)・10日(日)

内容

両日とも 9:30～17:30
場所

内
参加費
無料

支援スタッフ基礎研修
日時

ヘルプセンターえびす、放課後等デイ
サービスの情報は下記のサイトをご覧く
さい。 URL http://yevis.jp

実費支給 （上限あり）

※自宅から活動場所までの往復交通費が
支払われます。

・子どもたちとの関わり方を学ぶコミュニ

ガイドヘルパー養成研修
日時 ①第1回養成研修
2015年5月24日(日)・31日(日)

ケーションワーク

西宮市市民交流センター

両日 9:30～17:30

・子どもたちが抱える様々な課題に関する

阪急西宮北口駅東徒歩5分

学生
割引

その後、6/1～30までに

講義

実習1日及び振り返り2時間
②第2回養成研修
2015年6月14日(日)・21日(日)

学習支援チューター専門研修

居場所スタッフ専門研修

日時

日時

両日 9:30～17:30
その後、6/22～7/20までに

2015年5月17日(日) ※別日程あり
9:30～13:00

実習1日及び振り返り2時間

2015年5月17日(日)

※上記①②は同じ内容の研修ですので、どちらか１つに

14:00～17:30

場所

西宮市市民交流センター

内容

・生活保護、生活困窮者自立支援等の

場所

西宮市大学交流センター（予定）

内容

・子どもの取り巻く環境について

阪急西宮北口駅東徒歩5分

ご参加ください。

阪急西宮北口駅北改札口徒歩2分

仕組みについて

場所 ・1日目・2日目
えびす夙川（阪急夙川駅南徒歩1分）
・実習

・不登校の子どもについての知識の把握

・貧困状態が生み出す社会問題について

・コミュニケーショントレーニング

・学習指導法について

・助言・傾聴ワーク

など

西宮市・芦屋市・神戸市・宝塚市等
・振り返り・閉講式

など

えびす夙川（阪急夙川駅南徒歩1分）
内容 ・1日目・2日目
座学でガイドヘルプの基本について学び

申込方法＆備考

ます。
・実習

■申込方法

チューター専門研修」のみを受講することも可能

下記フォームに必要事項を入力し、送信してくださ

です。その場合は「サブチューター」として、チュー

ガイドヘルパーとともに実際に障がいの

い。

ターの業務の補助を行うことができます。（謝礼

ある方の外出支援を行います。

http://bit.ly/bh-gs15
締切 4/27(月) 17:30必着

1時間800円）

費用

■定員

基礎研修」を受講することにより「チューター」に

50人（予定）

なることができます。

負担となります。

申込

は居場所スタッフとしての採用面接を受ける必要

※学習支援チューター専門研修は上記の日程以外

があります。研修を受講した場合でも面接により、

にも実施することを予定しています。上記の日程

※「支援スタッフ基礎研修」を受講せずに「学習支援

をお送りします。

http://bit.ly/bh-gh15
連絡先 TEL 0798-63-4442（担当：松永）
E-mail guide@brainhumanity.or.jp

採用されない場合があります。

が都合の悪い方は当会(TEL 0798-63-4442) ※研修の詳細は申込者に追って連絡します。
※この研修は神戸市、西宮市、大阪市等の委託事業
までお問合せください。
の一環として実施されます。

下記フォームに必要事項を入力し、送信
してください。講座の詳細及び申込方法

※応募多数の場合は男女比、居住地等を考慮して選 ■備考
※この研修を受講したのち、学習支援チューター又
考させていただく場合があります。
■学習支援チューターについての備考

学生1,000円 一般15,000円
※実習における飲食費、交通費等はすべて個人

※サブチューターは今後、開催される「支援スタッフ

問合せメール

申込フォーム

ＱＲコード→

ＱＲコード→

特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー
〒662-0832 兵庫県西宮市甲風園1-3-12 カミヤビル3階
TEL 0798-63-4442 FAX 0798-63-5551 E-mail info@brainhumanity.or.jp

