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For kids with learning differences
(6~18 years old)
ADHD, ADD, Dyslexia, Down
syndrome, Autism, all types of
differences are accepted!

Program Description

Play Attention is a computer based program to improve
attention skills. Students wear an arm band that reads
brain activities and gives them the opportunity to control
the games by their mind alone. Focusing their attention
moves the screen characters and changes the
environment. The game instantly reacts when they lose
attention or get distracted. Students witness and
experience a direct relationship between their attention
and results. Play Attention is a series of games that were
created in 1994, and currently holds 5 American patents.
It is being used in thousands of learning centers, doctors’
offices, after school programs and schools. Play Attention
started in Japan in 2015.
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Parent Comment
” The reason why I chose MPIJ IA is because it molds its teaching style to the learning style of the child as
opposed to trying to force the child to fit into the schools teaching style. Bill sees a child’s strengths instead
of focusing on their weaknesses. MPIJ IA creates an environment where learning is tailored to the individual.
Now my son no longer dreads going to school and his grades have changed to A’s and B’s instead of
showing marginal or poor progress.”
★Please see other comments on our website.

Schedule
Tuesdays & Thursdays

Lesson Fees

Contact Information

①￥8,000/1 hour

Bill Ward: 090-9349-2058
balancedbill@gmail.com
Daina Ogasawara:
03-5794-3966(Japanese)

16:00-20:00
②￥4,000/30 minutes
School Website/ Facebook

First 2 sessions will be an
hour class, as explanation
on the program is needed.
After the first 2 sessions, the
time required will be 30
minutes.

2-3-2 Higashiyama, Meguro-ku,
COM’S FORUM 3F, Tokyo, 153-0043

http://mpijia.com

Please call us for details!

[ここに入力]

対象： 学習サポートが必要なお子様
(6~18 歳)
アスペルガー症候群、ADHD, ADD, 識字障
害、難読症、ダウン症、自閉症など

プログラムについて

安心の日本語サポートあり♪

“Play attention”は集中力、注意力向上を目的としたコンピュ
ータベースの学習プログラムです。腕にアームバンドを付

集中力

記憶力

け、脳活動を読み取ることで、ゲームのキャラクターを動か

全てのお子様に可能性とチャンスを。

します。よって、集中するとゲームは進み、集中力が途切れ
るとゲームはストップするため、お子様自身が集中力と行動
の関係を初めて認識することができます。
Play attention は 1994 年にアメリカで発明され、5 つの特許
を取得しています。何千もの学習センター、クリニック、ス

時間・タスク管理力

コミュニケーション力

クール等で使用されている、非常に優れたプログラムです。

行動
ご両親からの声
” 私が MPIJ を選んだ理由は、生徒を学校の指導方法に合わせるのではなく、学校が生徒 1 人 1 人にあった指導方法を実践していることです。ビ
ル先生は、子供たちのポジティブな面や得意なことにフォーカスします。MPIJ は生徒 1 人 1 人が興味をもって学習できるような環境を提供して
くれます。息子は MPIJ に通って以来、学校生活への不安が無くなり、成績は”Poor progress（努力しましょう）”から“A、B（よくできました）
に変わりました。”

開催スケジュール

レッスン料金

お問合せ

火曜日 ＆ 木曜日

①￥8,000/1 時間

小笠原:03-5794-3966

16:00-20:00

②￥4,000/30 分

School Website/ Facebook

ogasawara@goldalliance.co.jp

ビル・ワード（英語）:

プログラムの説明等のため、

090-9349-2058

初回 2 セッションは 1 時間要

〒153-0043

します。その後は、1 セッシ
ョン 30 分、ご希望に応じて 1
時間と選ぶことができます。

東京都目黒区東山 2-3-2

COM’S

FORUM3F
http://mpijia.com

学校見学・プログラム詳細は
お気軽にお問合せ下さい！

