
のとよーび名古屋 検索

のとよーび名古屋（株式会社Notoカレッジ）

〒460-0008 

愛知県名古屋市中区栄2-7-15 白川ビル２階

☎ 052-212-7810
📧 notoyoobe-nagoya@notocolle.co.jp

地下鉄「伏見」駅または「栄」駅より徒歩約６分

名古屋伏見・栄すぐとアクセス便利

のとよーび名古屋って

無料体験受付中 ご予約：お電話または✉ notoyoobe-nagoya@notocolle.co.jpまで

ホームページはこちらから
ご覧いただけます

発達特性やコミュニケーションが苦手な中学生・高校生が学校 +α で学べる

就労準備型 放課後等デイサービスとは

児童福祉法に基づき、在学中の学生に対し、将来の「働く」「就職する」

ことについて、在学中から学習や体験をしてもらうことを目的とした放課

後等デイサービスです。のとよーび名古屋では、就労移行支援事業所

（キャリアセンターNEXT）と連携し、将来に向けた自立と働くチカラを

身につける支援を行っていきます。

のとよーび名古屋 でできること☺

のとよーび名古屋の運営母体は(株)Notoカレッジという名古屋栄に

大学生の就職支援を行うNotoカレッジキャリアセンターNEXT（就労

移行支援事業所）を運営しており、大学や企業と連携し就職活動や働

くスキルを提供しています。のとよーび名古屋では、将来の働くを楽

しく、興味を持ちながら学び学習経験を積むうえで将来役に立つ力を

一緒に育んでいきます。

中学生の方通信制高校の方 高校生の方

利用料の10％がご利用者負担となります。

右記が月額ご負担額（上限額）です。

1か月あたりの上限負担金額があります

が、世帯収入により異なりますのでご参

考下さい。

生活保護(生活保護受給世帯) ０円

低所得(市町村民税非課税世帯) ０円

一般１(市町村民税課税世帯)※１ 4,600円

一般2(上記以外)※２ 37,200円

将来の就職に向けて、必要な働き方・働くスキルを学ぶ
就労準備型 放課後等デイサービス「のとよーび名古屋」

ご利用までの流れ

ご利用料金

01 見学・体験 02 面 談 03 申請手続き 04 利用計画書作成

05 受給者証発行 06 利用開始
のとよーび名古屋は放課後等デイサービスの仕組みを活用しています。

放課後等デイサービスの利用に関しては、「受給者証」が必要となります。

オンラインでの利用も可能

中学生
高校生
向け

項目 月額負担上限額

（参考）※１は世帯所得が約890万円以下 ※２は世帯所得が約890万円以上が目安となります。

詳しくは、お住まいの市町村へお問合せ下さい。

のとよーび名古屋

伏見駅

名古屋市外にお住いの方でも、定期でオンライン

でのカリキュラムも提供していますので安心して

ご利用いただけます。学校帰りが遅くなり、帰宅

後に自宅から参加することができます。

不登校の方

各種SNSで情報を発信しています

Instagram Ameba（アメブロ） note（ノートブログ）Twitter Facebook

サービスのご利用には、お住いの「市町村」または「福祉課」が発行する「受給者証」が必要に

なります。これは、サービスご利用前に住民票がある市役所に発行申請をしていただきます。利用

の可否については、市区町村が調査して判断しますので詳しくは、のとよーびへお問合せ下さい。

💡 利用するためには 💡

就労準備型放課後等デイサービス

名古屋
http://notoyoobe.notocolle.com/nagoya

ひとりひとりに寄り添うきめ細やかなサポート

R３.９.1 共通



体験
受付中

通信制高校
（オンライン対応の方）

・授業や課題対応

不登校生徒
・体調調整

キャリアセンターNEXT ウィズ名古屋

働く基礎

①会社見学
②職場体験
③就活準備
④就職活動

定着面談
定期相談

・カタログ備品発注

・レッツ事務作業♪

・気になる事の統計を取ろう

・この場面はどんな場面！？

・会話で大切な７つのチカラ

・相手を気づかうクッション言葉

・クイズで学ぶ社会への扉

・思いやりってどんなこと？

・好きなものを勧めてみよう

・自己理解深める自分なぞとき

・マインドマップで自分探し★

・スキル測定チャレンジ！

・栄の街を調査しよう

・社会人体験押印トレーニング

役に立つ

褒められる 自信がつく達成感

あいさつ

マナー

自分らしさ 安心感

集団行動

Will
自分が
したい事

Can
自分が
できる事

Should
周りに

求められる事

個別に目標や計画を
設定していきます

個別支援計画書

不登校 中学生
通信制
高 校 高校

学校を休みがちで
自分のペースで利
用して少しずつ学
校へ行けるように
慣れていきます。

中学３年生で高校へ
進学する前にコミュ
ニケーション等を学
んでおきたいので利
用してます。

学校がオンラインのみ
の授業で学校へ行く事
が無いので、のとよー
びで課題に取組んでい
ます。

卒業後、大学進学を
目指していて、進学
した後の為に今から
働く体験をして得意
を見つけたいです。

プラス

α

昼食
準備

個別課題タイム

休憩 60分

就労準備タイム

13：00～ 15：00 16：00～ 18：00 終了

中学・高校放課後
・就労準備型プログラム
・企業の外部講師や体験
・オンライン対応も可

振
り
返
り
・
終
礼

将来進学（大学・専門）して卒業
後就職を目指したいので今からは
たらく基礎を身につけたい方

学校の授業が毎日あるわけでは
ないので、その間に行ける場所
を探していた

今のままで将来働けるのか不
安なので少しでも職業スキル
を学べるところを探している

コミュニケーションが苦手な
為、時間をかけながら、成長
できる場所を探している

コミュニケーション 自立

将来のはたらくチカラを育む

未来につながる「個性」を「チカラ」に

のとよーび名古屋みたいな場所探してた

楽しく学ぶ「ワクワク♪」「ドキドキ♬」カリキュラム例

隠れている能力を見つけられるんだ！

私も利用すると得意が見つかるかも！

無限の可能性を見つける、のよーび名古屋の１日

中学生から社会人（就職後の定着）まで一緒に伴走してくれるよ

お仕事体験・PC コミュニケーション 社会的行動

自己認知スキル トレーニング

働くチカラをつけたい！ 人と話すのが苦手なの・・・ 未来ってどんなんだろ

自分のことを知りたいな 今から経験をしていきたい 一人でできるようになりたい

進学や就職に向け相談

保護者さまのお子さん
に対する様々な悩みに
個別に対応しています。

問合せ

🎵

右記QRコード

よりお気軽に

お問合せ下さい。

まずはお問合せから

・個別相談して欲しい
・進路相談したい
・見学や体験してみたい
・将来の為の情報収集したい

就労移行支援 就労定着支援

13

時
に
あ
わ
せ
て
準
備

休
憩
を
取
り
次
の
準
備

中学生 高校生（１～３年） 大学 就職

※ 学校帰りに学んでいただけます※ 通信制高校、不登校、長期休暇の生徒様

１ ２

定員

10名

将来大切なスキルを時間を
かけながら身につけていきます

発達障害の専門家が精神面もサポートします。

自分のペースで学んでいただけます。 集団で将来のチカラを育みます。

学びのフィールド 就職活動 職場定着

学校

進 学 就 職

今日のまなび

・デキる大人になる為の優先順位

・お金や金銭感覚を学ぼう

・戦略は計画的に紙コップピラミッド

計画・自立

▶名古屋市中区栄 地下鉄「栄」「伏見」近く

▶ 中学・高校・大学・就職まで一貫サポート

▶発達障がいの専門支援員 が在籍しています

▶ 将来の進学や就職を意識した カリキュラム

▶少人数制（1日10名） アットホームな雰囲気

▶費用負担軽減 放課後等デイサービスの仕組み活用

▶ 楽しみながら今必要な成功体験で自信をつける

※裏面参照

・SNSのトラブルにならない使い方


