
1515 1616

・1限　9：30～ 10：20　・2限　10：40～ 11：30　ー お昼休み ー　・3限　12：30～ 13：20　・4限　13：40～ 14：30　・5限　14：50～ 15：40

聞く 話す 体験する

現役高校生が語る今、伝えたい性の知識46
けんこう

髙橋　諒（Sexuality Peer Worker）

3月8日（日）1限～2限 8階活動スペース　

無料 35名　※子ども同席可

筆記用具

　思春期は心と体の成長に伴った不
安や悩みがいっぱい。性を知ることは
心や体の健康を守る上で最も大切な
コト。あなたが今、悩んでいることもラ
クになるかもしれない。あなたも一緒
に性を学んでみませんか？

聞く 話す 体験する

今、知っておきたい体のこと　健康と美の講座45
けんこう

田中　丈士（めがねの骨盤先生）

3月8日（日）2限 8階和室

無料 10～20名　※子ども同席可

筆記用具・汗拭きタオル

　肩こり・腰痛・慢性病がなぜ起こる
のか、どうすればその痛みや症状が良
くなるのか、不健康な状態からどうす
れば健康になれるのかなど、皆さんの
「なぜ？」をわかりやすく教えます。

こどもの自分らしさを輝かせる個性心理學　※7日8日連続授業47
こども

よしおか せいいちろう(気どらない黒ひょう) （個性心理學研究所グラシアス支局認定講師）

3月8日（日）1限～2限 8階801A

無料 30名　※子ども同席可

生年月日と出生時刻
聞く 話す 体験する

　こどもに「生まれ持った自分らしさ」
を教えてあげましょう。磨き上げさせ
たい長所！その裏にある短所の活かし
方など、本当の個性を知ることは、自
分らしい人生のゴールイメージを
持った自立を可能にできます。ママ必
見！※8日は希望者のみの自由参加

手先が不器用な子どもの工作体験48
こども

松井 京子（育児中の主婦）

3月8日（日）1限 8階801B

50円 20名　※子ども同席可

なし
聞く 話す 体験する

　手先が不器用でも大丈夫！！少しの
工夫で楽しく工作ができます。工作が
好きになり、自信をもって取り組める
時間をもちたいと思います。

毎日をもっとご機嫌に！ポジティブ心理学56
こころ

弘中　明子（ハートフルライフカウンセラー）

3月8日（日）4限 8階804

無料 10名　※子ども同席不可

筆記用具
聞く 話す 体験する

　ポジティブ心理学はハーバード大
学で人気NO1の講義として注目され
ていた、人の幸せを追求し、力を発揮
させる学問です。その中で毎日の生活
で簡単に使える方法をお伝えします。
もっと毎日をご機嫌に過ごしましょう。

一作品につき300円

色で始める心の呼吸～えのぐ編～52
こころ

細川　知子（色で心に寄りそう　色彩心理学サポーター）

3月8日（日）3限・4限 7階704B

12名　※子ども同席可

エプロンor汚れてもよい服装・作品(A4)が入る袋
聞く 話す 体験する

　赤・青・黄、自然由来の3色のえのぐ
を使って手形作品をつくります。彩ら
れた私の手はどんな表情をして、どん
なことを語るでしょうか。色で表すこと
は私を表すこと。出会う物語を通して
私の今を知る時間です。

おだやかな心で子どもを育む心理学54
こころ

にしざき　ひとみ（プロコミュニケーター）

3月8日（日）3限 8階802

無料 30名　※子ども同席可

筆記用具
聞く 話す 体験する

　いつも笑顔で子どもと接するため
にはどうすればいいのか？NLP心理学
を使って解消する方法をお伝えしま
す。今子育て中であり(小2、4歳)子ども
と関わる大人の方が共感しやすい実
例をたくさん使ってお話します。

色で始める心の呼吸～くれよん編～51
こころ

齊田　世津子（色で心に寄りそう　色彩心理学サポーター）

3月8日（日）1限・2限 7階704A

100円 12名　※子ども同席可

A4の画用紙が入る袋
聞く 話す 体験する

　今日の私のイメージを野菜や果物
に例えてくれよんで表し、作品を味わ
います。絵心がなくても大丈夫。何気
なく描いた作品に宿る私だけの物語
を辿ります。色がもたらす気付きを通
して、私をより深く知るための時間で
す。

聞く 話す 体験する

大人がわくわくする絵本セラピー49
こころ

ひぃたん（絵本セラピスト協会　絵本セラピスト®）

3月8日（日）4限・5限 7階701B

無料 20名　※子ども同席可（13歳以上）

絵本を楽しむわくわく心

　大人になってから絵本を読んでも
らったことはありますか？大人は子ど
もとは違う感想を持ちます。参加者の
方と思いを自由に分かち合いしなが
ら、自分への癒しや気づきを体験して
みませんか？

アイスブレイク50連発+α～場をつくる達人になろう！50
こころ

山上　寛之（場づくりセラピスト）

3月8日（日）3限～4限 7階702

200円 16名　※子ども同席可（中学生以上）

筆記用具
聞く 話す 体験する

　人が集まる場でリードする方が場
を和ませるための手法を学び実践で
きるようにします。ココロのウォーミン
グアップのためのアイスブレークを活
用するためのヒント持ち帰ります。プ
ラスアルファは参加者のネタもワーク
ショップスタイルで紹介してください。

聞く 話す 体験する

お花の心理学・アレンジメントで自分発見55
こころ

椙浦　好子（花セラピストインストラクター）

3月8日（日）1限～2限 8階804

1000円 10名　※子ども同席可（ハサミが使用できる方は、誰でもご参加頂けます。）

ハサミ・お花作品持ち帰り袋

　自由に思いのままにお花を選んで
アレンジメントしますので、自分の気
持ちが作品に表われます。お花がもつ
メッセージをお伝えしますので、自分
でも気付かなかった深層心理を知る
ことができます。作品は心の鏡です。

聞く 話す 体験する

あなたの好きな色は？～自身の取扱説明書～53
こころ

福田　由貴（カラーで紐解く人間関係からくり伝道師）

3月8日（日）2限～3限 8階801B

無料 20名　※子ども同席可

なし

　この春から新生活をスタートさせる
あなた。自分の性格、長所や短所な
ど、しっかり把握できていますか？自己
分析で自己肯定感UP！ライバルに差
をつけたい方必見！カラーで紐解く自
己分析講座です。

自分を変えるアクションプラン発見講座57
こころ

細谷 真人（まっと）（あなたの人生に寄り添うキモチのコーチ）

3月8日（日）3限～4限 8階活動スペース

100円 24名　※子ども同席可

筆記用具
聞く 話す 体験する

　何となく未来が不安だったり、周り
の目や失敗が気になったりしません
か？アドラー心理学の考え方を使って
自分を変えるアクションプランを一緒
に考えてみましょう。一歩前に踏み出
す勇気が欲しいあなたを待ってます！

親子で楽しく！パプリカの演奏・ダンス58
おんがく

24Tarumy（親子の笑顔を増やす！子連れ音楽バンド）

3月8日（日）1限～2限 7階703

無料 各コーナー3組計18名　※子ども同席可（親子対象）

ピアニカ(希望の方)
聞く 話す 体験する

　NHK2020年応援ソングとして大人
気の「パプリカ」を親子で一緒に楽し
みませんか？①簡単な手作り楽器(講
座内で作ります)②ご持参のピアニカ
③ダンスから選んで練習し、最後は合
わせて楽しみましょう♪

聞く 話す 体験する

黒色を選んでしまう人への似合う色レッスン60
せいかつ

小松　由佳（NPO法人色彩生涯教育協会インストラクター）

3月8日（日）3限～4限 8階801A

500円 12名　※子ども同席可

筆記用具・ハサミ

　いつも無意識のうちに選ぶ洋服も、無
難だと思って着ている黒も、たった3秒で
印象が決定します。似合う色を知ると、自
分の気分が明るくなるだけではなく、大切
な家族や友人も明るく元気にする力を
持っています。この機会に似合う色を知
り、毎日を明るく、楽しく過ごしましょう。

聞く 話す 体験する

ブックコーティング体験59
せいかつ

ウィズあかし図書ボランティア有志（ウィズあかし図書ボランティア）

3月8日（日）3限・4限 7階ラウンジ

150円 20名　※子ども同席可(小学生以上)

本１冊（文庫・新書・単行本）

　少しくたびれた本を透明フィルムを
貼って長持ちさせませんか？（失敗す
ることもありますが…）しおり作りもし
てみてね。ウィズあかしのたくさんの
本も見に来てくださいね。（ドリンク茶
菓子付）

アイコンの見方

開講日時 場所 先生名（肩書き） 参加費/材料費定員 持ち物 － 授業の参加形式 － 聞く 話す 体験する


