
 

 

 

 子どもの 

高次脳機能障害グループ 
 

プログラム 

羅心版 テーマに沿った話し合い

からお互いに学び合いま

す。 

講義 高次脳機能障害に関す

る知識を深めます。様々

な情報もご紹介します。 

質疑応答 日頃、気になっているこ

と、心配なことをお気軽に

お尋ねください。他の参

加者の方にもきっと役に

立つでしょう。 

子ども 得意なことも苦手なことも

みんなで楽しみましょう！ 

 

はしもとクリニック経堂   院長 橋本圭司 

 
＊高次脳機能障害について理解を深める 

 

＊他のご家族との交流から気づきを得る 

 

＊子どもへの対応を学び、 

       関係をより良いものにする 

 

・ 月１回 日曜日 １時間半〜２時間くらい 

・ 定員ありますのでお早めにご予約ください 

・ 参加対象はお子様ご本人とご家族 
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期待どおりの結果 2016 年春 

テキスト効果を使用してプロフェ

ッショナルなデザイン 

一新され、より直感的になったインターフェイスにより、これまでとは違

うやり方で、アイデアを表現したり、毎日のスケジュールを管理したり

できるようになっています。Office for Mac は洗練されたグラフィックス

やテキスト効果を使用してプロフェッショナルなデザインのドキュメント

を作成するためのツールが用意されています。また、期待どおりの結

果が得られるようにデータを管理したり、デザイン性の高い、統一され

たテーマやレイアウトのプレゼンテーションを作成したりできます。 

Office for Mac は互換性や機能性、使いやすさの向上を目指して、新

たに設計し直されました。一新され、より直感的になったインターフェイ

スにより、これまでとは違うやり方で、アイデアを表現したり、毎日のス

ケジュールを管理したりできるようになっています。Office for Mac は

洗練されたグラフィックスやテキスト効果を使用してプロフェッショナル

なデザインのドキュメントを作成するためのツールが用意されていま

す。  

また、期待どおりの結果が得られるようにデータを管理したり、デザイ

ン性の高い、統一されたテーマやレイアウトのプレゼンテーションを作

成したりできます。Office for Mac は互換性や機能性、使いやすさの

向上を目指して、新たに設計し直されました。 

より直感的になったインター

フェイス 

これまでとは違うやり方で、アイデアを表

現したり、毎日のスケジュールを管理した

りできるようになっています。Office for 

Mac は洗練されたグラフィックスやテキス

ト効果を使用してプロフェッショナルなデ

ザインのドキュメントを作成するためのツ

ールが用意されています。また、期待ど

おりの結果が得られるようにデータを管

理したり、デザイン性の高い、統一された

テーマやレイアウトのプレゼンテーション

を作成したりできます。 

互換性や機能性、使い

やすさの向上 
新たに設計し直されました。一新され、より直感的にな

ったインターフェイスにより、これまでとは違うやり方で、

アイデアを表現したり、毎日のスケジュールを管理した

りできるようになっています。  

Office for Mac は洗練されたグラフィックスやテキスト効

果を使用してプロフェッショナルなデザインのドキュメン

トを作成するためのツールが用意されています。また、

期待どおりの結果が得られるようにデータを管理した

り、デザイン性の高い、統一されたテーマやレイアウト

のプレゼンテーションを作成したりできます。Office for 

Mac は互換性や機能性、使いやすさの向上を目指し

一新され、より直感的になったインターフェイスに

より、これまでとは違うやり方で、アイデアを表現

したり、毎日のスケジュールを管理したりできるよ

うになっています。 
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期待どおりの結果 2016 年春  

レイアウトのプレゼンテーション

を作成したりできます 
より直感的になったインターフェイスにより、これまでとは違うやり

方で、アイデアを表現したり、毎日のスケジュールを管理したりで

きるようになっています。 

Office for Mac は洗練されたグラフィックスやテキスト効果を使用

してプロフェッショナルなデザインのドキュメントを作成するための

ツールが用意されています。  

1

互換性や機能性、使いやすさの向上を目指して、新

たに設計し直されました。一新され、より直感的にな

ったインターフェイスにより、これまでとは違うやり方

で、アイデアを表現したり、毎日のスケジュールを管

理したりできるようになっています。Office for Mac

は洗練されたグラフィックスやテキスト効果を使用し

てプロフェッショナルなデザインのドキュメントを作成

するためのツールが用意されています。また、期待

どおりの結果が得られるようにデータを管理したり、

デザイン性の高い、統一されたテーマやレイアウトの

プレゼンテーションを作成したりできます。 

Office for Mac は互換性や機能性、使いやすさの向

上を目指して、新たに設計し直されました。一新さ

れ、より直感的になったインターフェイスにより、これ

までとは違うやり方で、アイデアを表現したり、毎日

のスケジュールを管理したりできるようになっていま

す。プロフェッショナルなデザインのドキュメントを作

成するためのツールが用意されています。  

統一されたテーマやレイアウトのプレゼンテーション

を作成 

新たに設計し直されました。一新され、より直感的に

なったインターフェイスにより、これまでとは違うやり

方で、アイデアを表現したり、毎日のスケジュールを

管理したりできるようになっています。 

使いやすさの向上を目指して  

2

洗練されたグラフィックスやテキスト効果を使用して

プロフェッショナルなデザインのドキュメントを作成す

るためのツールが用意されています。また、期待ど

おりの結果が得られるようにデータを管理したり、デ

ザイン性の高い、統一されたテーマやレイアウトのプ

レゼンテーションを作成したりできます。Office for 

Mac は互換性や機能性、使いやすさの向上を目指

して、新たに設計し直されました。  

毎日のスケジュールを管理 

互換性や機能性、使いやすさの向上を目指して、新

たに設計し直されました。一新され、より直感的にな

ったインターフェイスにより、これまでとは違うやり方

で、アイデアを表現したり、毎日のスケジュールを管

理したりできるようになっています。 

Office for Mac は洗練されたグラフィックスやテキス

ト効果を使用してプロフェッショナルなデザインのド

キュメントを作成するためのツールが用意されてい

ます。また、期待どおりの結果が得られるようにデー

タを管理したり、デザイン性の高い、統一されたテー

マやレイアウトのプレゼンテーションを作成したりで

きます。Office for Mac は互換性や機能性、使いや

すさの向上を目指して、新たに設計し直されました。

一新され、より直感的になったインターフェイスによ

り、これまでとは違うやり方で、アイデアを表現した

り、毎日のスケジュールを管理したりできるようにな

っています。 

“アイデアを表現した

り、毎日のスケジュー

ルを管理したりできる

ようになっています。” 



 

 
4 

期待どおりの結果 2016 年春 

1 ページから続く 

直感的になったインターフェイスにより、これまでとは違うやり方で、ア

イデアを表現したり、毎日のスケジュールを管理したりできるようになっ

ています。Office for Mac は洗練されたグラフィックスやテキスト効果を

使用してプロフェッショナルなデザインのドキュメントを作成するための

ツールが用意されています。 

また、期待どおりの結果が得られるようにデータを管理したり、デザイ

ン性の高い、統一されたテーマやレイアウトのプレゼンテーションを作

成したりできます。Office for Mac は互換性や機能性、使いやすさの

向上を目指して、新たに設計し直されました。一新され、より直感的に

なったインターフェイスにより、これまでとは違うやり方で、アイデアを

表現したり、毎日のスケジュールを管理したりできるようになっていま

す。 

Office for Mac は洗練されたグラフィックスやテキスト効果を使用して

プロフェッショナルなデザインのドキュメントを作成するためのツールが

用意されています。また、期待どおりの結果が得られるようにデータを

管理したり、デザイン性の高い、統一されたテーマやレイアウトのプレ

ゼンテーションを作成したりできます。Office for Mac は互換性や機能

性、使いやすさの向上を目指して、新たに設計し直されました。一新さ

れ、より直感的になったインターフェイスにより、これまでとは違うやり

方で、アイデアを表現したり、毎日のスケジュールを管理したりできる

ようになっています。Office for Mac は洗練されたグラフィックスやテキ

スト効果を使用してプロフェッショナルなデザインのドキュメントを作成

するためのツールが用意されています。 

Office for Mac は互換性や機能性、使いやすさの向上を目指して、新

たに設計し直されました。一新され、より直感的になったインターフェイ

スにより、これまでとは違うやり方で、アイデアを表現したり、毎日のス

ケジュールを管理したりできるようになっています。Office for Mac は

洗練されたグラフィックスやテキスト効果を使用してプロフェッショナル

なデザインのドキュメントを作成するためのツールが用意されていま

す。また、期待どおりの結果が得られるようにデータを管理したり、デ

ザイン性の高い、統一されたテーマやレイアウトのプレゼンテーション

を作成したりできます。Office for Mac は互換性や機能性、使いやすさ

の向上を目指して、新たに設計し直されました。 

デザイン性の高い、統一されたテーマやレイアウトのプレゼンテーショ

ンを作成したりできます。Office for Mac は互換性や機能性、使いやす

グラフィックスや 

テキスト効果 
使いやすさの向上を目指して、新たに

設計し直されました。一新され、より直

感的になったインターフェイスにより、

これまでとは違うやり方で、アイデアを

表現したり、毎日のスケジュールを管

理したりできるようになっています。

Office for Mac は洗練されたグラフィッ

クスやテキスト効果を使用してプロフェ

ッショナルなデザインのドキュメントを

作成するためのツールが用意されて

います。また、期待どおりの結果が得

られるようにデータを管理したり、デザ

イン性の高い、統一されたテーマやレ

イアウトのプレゼンテーションを作成し

たりできます。アイデアを表現したり、

毎日のスケジュールを管理したりでき

るようになっています。 

新たに設計し直されました。一新さ

れ、より直感的になったインターフェイ

スにより、これまでとは違うやり方で、

アイデアを表現したり、毎日のスケジ

ュールを管理したりできるようになって

います。Office for Mac は洗練された

グラフィックスやテキスト効果を使用し

てプロフェッショナルなデザインのドキ

ュメントを作成するためのツールが用

意されています。また、期待どおりの

結果が得られるようにデータを管理し

たり、デザイン性の高い、統一された

テーマやレイアウトのプレゼンテーショ

ンを作成したりできます。 



 

 
5 

期待どおりの結果 2016 年春 

1

互換性や機能性、使いやすさの向上を目指して、新

たに設計し直されました。一新され、より直感的にな

ったインターフェイスにより、これまでとは違うやり方

で、アイデアを表現したり、毎日のスケジュールを管

理したりできるようになっています。Office for Mac

は洗練されたグラフィックスやテキスト効果を使用し

てプロフェッショナルなデザインのドキュメントを作成

するためのツールが用意されています。また、期待

どおりの結果が得られるようにデータを管理したり、

デザイン性の高い、統一されたテーマやレイアウト

のプレゼンテーションを作成したりできます。使いや

すさの向上を目指して、新たに設計し直されました。

一新され、より直感的になったインターフェイスによ

り、これまでとは違うやり方で、アイデアを表現した

り、毎日のスケジュールを管理したりできるようにな

っています。 

洗練されたグラフィックスやテキスト効果を使用して

プロフェッショナル  

ドキュメントを作成するためのツールが用意されてい

ます。また、期待どおりの結果が得られるようにデー

タを管理したり、デザイン性の高い、統一されたテー

マやレイアウトのプレゼンテーションを作成したりで

きます。Office for Mac は互換性や機能性、使いや

すさの向上を目指して、新たに設計し直されました。

一新され、より直感的になったインターフェイスによ

り、これまでとは違うやり方で、アイデアを表現した

り、毎日のスケジュールを管理したりできるようにな

っています。 

一新され、より直感的になったインターフェイスによ

り、これまでとは違うやり方で、アイデアを表現した

り、毎日のスケジュールを管理したりできるようにな

っています。Office for Mac は洗練されたグラフィッ

クスやテキスト効果を使用してプロフェッショナルな

デザインのドキュメントを作成するためのツールが用

意されています。また、期待どおりの結果が得られ

るようにデータを管理したり、デザイン性の高い、統

一されたテーマやレイアウトのプレゼンテーションを

2

作成したりできます。互換性や機能性、使いやすさ

の向上を目指して、新たに設計し直されました。  

デザイン性の高い、統一されたテーマ 

レイアウトのプレゼンテーションを作成したりできま

す。Office for Mac は互換性や機能性、使いやすさ

の向上を目指して、新たに設計し直されました。一新

され、より直感的になったインターフェイスにより、こ

れまでとは違うやり方で、アイデアを表現したり、毎

日のスケジュールを管理したりできるようになってい

ます。Office for Mac は洗練されたグラフィックスや

テキスト効果を使用してプロフェッショナルなデザイ

ンのドキュメントを作成するためのツールが用意され

ています。 

毎日のスケジュールを管理したりできるようになって

います。Office for Mac は洗練されたグラフィックス

やテキスト効果を使用してプロフェッショナルなデザ

インのドキュメントを作成するためのツールが用意さ

れています。また、期待どおりの結果が得られるよう

にデータを管理したり、デザイン性の高い、統一され

たテーマやレイアウトのプレゼンテーションを作成し

たりできます。  

これまでとは違うやり方で、アイデアを表現 

プロフェッショナルなデザインのドキュメントを作成す

るためのツールが用意されています。また、期待ど

おりの結果が得られるようにデータを管理したり、デ

ザイン性の高い、統一されたテーマやレイアウトのプ

レゼンテーションを作成したりできます。 

Office for Mac は互換性や機能性、使いやすさの向

上を目指して、新たに設計し直されました。一新さ

れ、より直感的になったインターフェイスにより、これ

までとは違うやり方で、アイデアを表現したり、毎日

のスケジュールを管理したりできるようになっていま

す。Office for Mac は洗練されたグラフィックスやテ

キスト効果を使用してプロフェッショナルなデザイン

のドキュメントを作成するためのツールが用意されて

います。  

(続く) 



 

 

 毎日のスケジュールを管理 2016 年春 

一新され、より直感的になっ

たインターフェイス 
アイデアを表現したり、毎日のスケジュールを管理したりできる

ようになっています。Office for Mac は洗練されたグラフィックス

やテキスト効果を使用してプロフェッショナルなデザインのドキュ

メントを作成するためのツールが用意されています。また、期待

どおりの結果が得られるようにデータを管理したり、デザイン性

の高い、統一されたテーマやレイアウトのプレゼンテーションを

作成したりできます。 

Office for Mac は互換性や機能性、使いやすさの向上を目指し

て、新たに設計し直されました。一新され、より直感的になった

インターフェイスにより、これまでとは違うやり方で、アイデアを

表現したり、毎日のスケジュールを管理したりできるようになっ

ています。 

Office for Mac は洗練されたグラフィックスや

テキスト効果を使用してプロフェッショナルな

デザインのドキュメントを作成するためのツー

ルが用意されています。デザイン性の高い、

統一されたテーマやレイアウトのプレゼンテ

ーションを作成したりできます。 

これまでとは違うやり方 

[郵便番号] 

[都道府県] [市区町村] [番地] 

[受取人] 

住所 1 

住所 2 

住所 3 

住所 4 


