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チア ・ にっぽんＷＥＢ セミナー

親子に見られる学習障害と多様性への
聖書的 ・ 実践的な成功アプローチ方法
日時

４月 24 日（土）

講師

ジョイス ・ イノウエ女史

■通訳

10 時 30 分～ 12 時 30 分

（チャイルド D ミニストリー代表）

愛子ホーランドさん

参加費

１家族 500 円
（何人でも OK）

※事前申込が
必要です

学習障害等支援を展開され、 聖書的な視点から分析と励ましを続けているジョイス ・ イノウエ チャ
イルド D 代表 （教育学修士、 ロサンゼルス在住） を講師に迎え、 ZOOM セミナーを開催いたします。
ジョイスさんは、これまでチア・コンベンションや白馬セミナーで 7 度来日され、全国のホームスクーラー
家族を励ましてこられました。
ジョイス女史のメッセージは、 「神様の創造には絶対失敗がない」、 すべての子どもたちは 「恐ろし
いほどに奇しく」 （詩篇 139:14） 創られた、 という聖書の真理に貫かれています。 聖書に立った神様
からの希望と励ましのメッセージ、 そして実践的な助言は、 多くの人々に励ましを与えてきました。
今回、 日本講演では初テーマとして、 お子さんだけでなく親御さんにも学習障害や発達障害が見ら
れるケースについて、 聖書的なリサーチから分析してくださいます。 このポイントは、 チアに寄せられ
る相談の中で、 時には親御さんが上記の苦労を抱え、 ご本人や配偶者の方が悩んでおられるケー
スに出会い、 必要を示されました。 それで、 約 1 年前に、 ジョイスさんにリクエストし、 これまでの 40
年の研究に加え、 特にこの 1 年間、 研究、 準備をしてくださいました。
「大人の発達障害」 について、 「聖書」 からどのように受け止め、 対応するべきか。 また、 そうした
傾向に気づいた親たちが 「どのように効果的に教育 ・ ホームスクーリングを進めていくか」 といった
視点から語ってくださいます。 本人が自覚していない場合の伴侶の対応の仕方、 そのような中で気を
付ける点ほか、 実践的な分析とアドバイス、 聖書からの希望と励ましのメッセージです。
セミナーはどなたでも大歓迎です。 必ずしも、 今回のテーマで困っていない皆さんも理解や認識を
広げるために大いに役立つと思いますので、 こぞってご参加ください。
参加者のプライバシー保護にできるだけ留意します。 ZOOM の参加名も実名ではなく匿名でも大丈
夫です。また、あえて有料制にし、事前登録いただいた方にのみ ZOOM アドレス等をお渡しいたします。
当日、 質問の時間を設けますが、 時間が限られているため、 事前にあらかじめ質問を受け付け、
優先的に対応していく予定です。 できるだけ皆さんのニーズに深く答えたいと願っています。
今回のセミナーを通しても、 聖書の真理に対する確信に基づく、 励ましと情報 ・ 対応策と希望を受
け取ってくださったら幸いです。
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チア・にっぽんＷＥＢ セミナー
講師プロフィール ジョイス ・ イノウエ チャイルド D 代表
クリスチャン教育セラピー代表。 チア ・ コンベンション、 白馬セミナー等のために
7 度来日し、 毎回好評を博している。 学習障害、 特別学習の専門家として 40 年
あまり。 3 人の子どもを育て、 2 人の子どもたちの聴覚 ・ 視覚の情報処理の困難
を分析、訓練、克服し、3 人とも大学卒業、ミニストリーへと羽ばたかせる。 カリフォ
ルニア州立大学院 LA 校特別支援教育修士課程卒。 アズサ ・ パシフィック大、 フ
レズノ ・ パシフィック大、 チア ・ カリフォルニア等で特別講師。 ACSI 加盟クリスチャ
ンスクール 400 校余りをネットする学習障害サポート機関も設立。

講演抄録
読むことに難しさを覚えている親御さん、あるいはお子さんはいますか。誰かが話してい
る内容を理解しづらい、あるいはミーティングの間、じっと座っていることが難しい、もし
くは何事も集中力を保つことが難しかったり、ホームスクーリングに困難を感じていたりす
るでしょうか。
また、自分自身あるいは伴侶が、人とのコミュニケーションに苦労されていますか。もし
かしたら、「誰も自分のことを理解してくれない」と感じておられるかもしれません。こうし
た困難を受け入れ、認めることは、あなたや伴侶にとって難しいでしょうか。このようなコミュ
ニケーションの課題に対する解決方法を見つけられず、希望を失っておられるでしょうか。
学習障害は、すべての年代に影響を及ぼします。お子さんにも学習障害の傾向があるかも
しれません。加えて、大人になってからも誤解され、戸惑い、落胆し、孤独を感じている方
がいるかもしれません。その人数は、今の時代、数え切れません。
このセミナーでは、そうした課題への貴重な洞察とその対処方法について、2 部に分けて
お伝えします。
第 1 部では、学習障害を取り上げます。子どもの学習障害、その親として、大人としての
学習障害傾向、そうした環境での多くの要求を満たすために、学習障害を克服する貴重な洞
察・分析力とその適用方法を紹介します。第 2 部は、聖書的真理と神の視点をお伝えします。
神の視点から見ることで、私たちの障害・課題に対しても神によって「荒野に道」
（イザヤ
43:19）が見出されます。そうした聖書的・実践的な成功アプローチ法を見出す時、新しい
力と希望と道に向かって変えられていくでしょう。
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参加申込書 （Application form）

親子に見られる学習障害と多様性への
聖書的 ・ 実践的な成功アプローチ方法
"Paths Out of Wilderness - A Life Transforming, Biblical Approach of Success
for those children/adults with Learning Disabilities and Differences" (Isaiah 43:19)

Email: office@cheajapan.com

FAX: 03-6862-8648
(From USA)011-81-3-6862-8648

代表者 お名前

Name

お電話 / 携帯

ご住所 Address （〒

男 boy ・

女 girl

お名前 Name （ふりがな）

歳 age

お名前 Name （ふりがな）

男 boy ・

女 girl

Email ：

）

お名前 Name （ふりがな）

男 boy ・

女 girl

お名前 Name （ふりがな）

歳 age

男 boy ・

■参加費 ： 1 家族 500 円 （何名でも OK)

女 girl

男 boy ・

女 girl

歳 age

お名前 Name （ふりがな）

お名前 Name （ふりがな）

歳 age

TEL

歳 age

男 boy ・

女 girl

歳 age

Fee. $5/family

■振込先 Payment
●郵便振替 (Post Office) ： チア ・ にっぽん 00190-3-35461
●銀行振込 (Bank)

： 三菱 UFJ 銀行 赤羽駅前支店 ホームスクーリング ・ ビジョン ( 株 ) 普通 1746716
Mitsubishi UFJ Bank/Akabane Ekimae branch/ Homeschooling Vision

●クレジットカード credit card ： チア ・ にっぽん HP SHOP （ジョイスさんのページ内）
→ https://www.cheajapan.com/shop
Comment/ 自由にコメント ・ ご質問をご記入ください。 Q&A の時に、 事前に寄せてくださったご質問に優先的に対応
していきたいと考えています。できるだけ参加者の皆さんのニーズに深く答えたいと願っています。別紙でも OK です。

