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来年８月８日は府養研５５周年記念大会 http://fuyouken.visithp.jp/55/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページもご覧ください。http://fuyouken.visithp.jp 

平成18年6月5日 発行 

大阪府養護教育研究会 

会長 河田 安男 

（藤井寺市立第三中学校） 

７月号は

３日発行

予 定 で

す。 

問い合わせ・ご意見は、Mailで本部役員まで jimukyoku@fuyouken.visithp.jp   

                             件名に「府養研問合せ」など「府養研」を入れてください。 

 平成１８年度 府養研役員総会  府養研の支部役員、本部役員が集まり、年間活動について、計画を立てます。 

 第１回平成１８年 ６月 １５日（木）午後３時～５時   アウィーナ大阪３階 生駒の間  

 
☆ 自閉症教育プロジェクト 講演会 案内添付 

平成１８年６月２４日（土） 

   高津ガーデン２Ｆコスモス 午前９時４５分～１１時４５分 

『通常学級でいかせるアスペルガー症候群、高機能自閉症への具体的支援』 

 神戸市教育委員会指導主事 中尾繁樹先生（こうべ学びの支援センター） 

先着８０名まで 添付案内をご覧ください。 

研究部 

☆ 施設見学会 たまがわ高等支援学校 案内添付 

平成１８年８月２５日（金）13：50 集合～17：00 終了 
学校の説明や施設見学と共に、6 グループに分かれ、清掃実習や調理場実習など日々の授

業のシュミレーションを体験実習します。 

6 月 30 日(金)締め切り（厳守） 定員４８名（府養研行事部員を含む） 

行事部 

☆ ＩＣＴ活用プロジェクト連続講座   案内添付 

平成１８年８月１７日（木）～１８日（金） 

           大阪府立岸和田養護学校 9：30～17：00（2 日とも） 

「二学期から役立つ ICT 活用」複数講座選択制です。案内をご覧ください。 

定員のある講座、事前申込みの必要な講座があります。 

以下、府養研の特に指定がある以外の講演・講座は他府県からの参加も可能です。 

http://fuyouken.visithp.jp
http://fuyouken.visithp.jp/55
mailto:jimukyoku@fuyouken.visithp.jp
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他団体から 

ムーブメント教育研究会  案内は先月配布済 
平成 18 年６月１０日（土） １３：00～１６：00 会 場 大阪教育大学附属養護学校 
平成 18 年８月２６日（土）２７日（日）： 夏期セミナー IN 大阪 ぜひご参加ください。 

情報提供 新しく特別支援教育担当になられた方に、ぜひとも知って欲しい情報をピックアップ。 

早めに情報を仕入れたり、連携に 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm 文科省特別支援教育課 

http://www.nise.go.jp/blog/index.html   国立特殊教育総合研究所 

http://www.osaka-c.ed.jp/   大阪府教育センターのホームページ 研修要項や資料・情報あり  

http://www.osaka-c.ed.jp/kkikan/yougo.htm →大阪府の各盲・聾・養護学校のホームページへのリンク  

                    学習方法や教材・用具の紹介もあります。 

コーディネーター関係、他府県ですが、見やすいので参考に 

http://fish.miracle.ne.jp/adaken/link/tokusyu.htm  特別支援教育に関するページ(島根) 

http://www.nara-c.ed.jp/syokyo/html/cont-k.html#top  特別支援教育ガイド(奈良) 

http://www.tokucen.hokkaido-c.ed.jp/  北海道立特殊教育センター 

親の会の手引きは分かりやすく、また親の願いも詰まっています。 

http://www.autism.or.jp/   日本自閉症協会  →自閉症の手引き  

http://www.autism.jp/    日本自閉症協会東京支部 →アスペルガー症候群をしっていますか 

http://www.normanet.ne.jp/~otahuku/ 大阪ＬＤ親の会 「おたふく会」 

http://www.mdd-forum.net/ 軽度発達フォーラム →各種定義・判断基準・症例・おもちゃ紹介等 

まだ利用していない保護者に教えましょう。 

http://www.daishinren.or.jp/ 大阪障害団体連合会 →支援費制度 療育手帳など福祉の手引き 

知っておくと良いことがたくさん・・ 

http://2.csx.jp/~counselor/ 良いカウンセラー悪いカウンセラー  様々な発達障害・メンタルヘルス 

こどものためのパソコン活用 

http://homepage.mac.com/mamenchi55/ こにしじゅんホームページ 

「ボカとパソコンを使った楽しい集団授業をめざして」 

コミュニケーション支援に・・ 

http://kyoyohin.org/JIS.html コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則（JIS T0103） 

http://www1.odn.ne.jp/ikuseikai/internetTV/vs06/index.html 「あのね♪やあくん」ビデオスケッチ 

スケジュールや構造化、コミュニケーション支援したら・・・ 

http://www1.odn.ne.jp/ikuseikai/index.html 全日本手をつなぐ育成会のホームページ 

 

その他、府養研ホームページのリンク集もリニューアル中です。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm
http://www.nise.go.jp/blog/index.html
http://www.osaka-c.ed.jp
http://www.osaka-c.ed.jp/kkikan/yougo.htm
http://fish.miracle.ne.jp/adaken/link/tokusyu.htm
http://www.nara-c.ed.jp/syokyo/html/cont-k.html#top
http://www.tokucen.hokkaido-c.ed.jp
http://www.autism.or.jp
http://www.autism.jp
http://www.normanet.ne.jp/~otahuku
http://www.mdd-forum.net
http://www.daishinren.or.jp
http://2.csx.jp/~counselor
http://homepage.mac.com/mamenchi55
http://kyoyohin.org/JIS.html
http://www1.odn.ne.jp/ikuseikai/internetTV/vs06/index.html
http://www1.odn.ne.jp/ikuseikai/index.html


平成１８年５月２９日 
学 校 長 様 
特別支援教育関係者 様 

大阪府養護教育研究会 
会長 河 田 安 男 

 
自閉症教育プロジェクト・教育講演会開催のお知らせ 

 
 平素は本研究会に格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。さて、府養研・自閉症教育

プロジェクトによる第１回研究会を下記のとおり行ないますので、ご案内申し上げます。 
 つきましては、貴校の養護学級担当をはじめ、通常学級担当の先生方ならびにコーディネーター

の先生方にも多く参加していただけますようによろしくお願いいたします。 
 
 

記 
 
１．日 時 平成１８年６月２４日（土）午前９時４５分～１１時４５分 
 
２．場 所 大阪府教育会館（高津ガーデン）２階コスモス 

大阪市天王寺区東高津町７－１１ 
Tel.０６－６７６８－３９１１（代） 

地下鉄谷町線「谷町９丁目」下車東へ歩いて１０分、近鉄「上本町駅」下車歩いて５分 
 
３．教育講演会内容 
講演テーマ『通常学級でいかせるアスペルガー症候群、高機能自閉症への具体的支援』 
講 師  神戸市教育委員会指導主事 中尾繁樹先生（こうべ学びの支援センター） 
 特別支援教育においては、通常学級に在籍する発達障害（アスペルガー症候群や高機能自閉症、

LD、ADHD）への支援が具体的になされていく必要があります｡なかでも、自閉症の障害特性に基

づく具体的な支援のあり方は、自閉症だけでなく、通常学級で学ぶ発達障害のある児童生徒をはじ

めその他の児童生徒にとっても学校生活や学習活動を支援することに有効である場合があります｡ 
そのような通常学級でいかすことができる支援について、実践例をもとにお話をうかがいたいと

思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回の教育講演会につきましては、会場の都合上、下記に FAX で事前に申し込みをお

願いします｡先着８０名までの参加とさせていただきます。 

（申し込み先）堺市立百舌鳥養護学校内 府養研自閉症教育プロジェクト 金井孝明（宛）

FAX ０７２－２５２－８４４０

※「自閉症教育プロジェクト・教育講演会参加申し込み」と書き、所属（学校名）、参加者

氏名（連名可）、連絡先（所属の電話 No）を明記してください。 
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大阪府養護教育研究会会員 様

養護教育関係者 様

大阪府養護教育研究会

会　長　　河田  安男

府養研ICT活用プロジェクト夏期講座（一次案内）

大阪府養護教育研究会ICT活用プロジェクト夏期講座を下記の要領で実施いたします。

今年度も、「二学期から役立つICT活用」をテーマに、複数の講座を開催します。ニーズや

興味・関心、ご都合等に合わせて、講座を選択してご参加ください。

今回は、一次案内とし、詳細などは、府養研HPにて順次公開します。

記

田村真一（高槻市立芥川小学校）

mail    ict06@fuyouken.visithp.jp
fax      072－682－1407 

※問い合わせはできる限り、e-mailにてお願いします。
その場合、件名を「府養研ICT活用夏期講座問合せ」でお願いします。

6．申し込み先
問い合わせ

一次締め切り6月30日（金）
下記申し込み先まで、以下の内容を明記の上、e-mailまたはfaxにてお申

し込みください。
なお定員を超えている場合は、主催者で抽選します。

1）氏名・所属

2）連絡先（e-mail、fax、tel）

3）参加希望講座記号

4）懇親会参加の有無（17日講座終了後実施予定：実費）

※件名を「府養研ICT活用夏期講座申し込み」でお願いします

5．申し込み

無料（ただし、資料代・材料費等が必要な講座があります）4．参加費

大阪府立岸和田養護学校    http://www.osaka-c.ed.jp/kishiwada-y/
岸和田市南土生町5－9－1  tel 0724－26－3033
JR阪和線東岸和田駅下車下車 約600m
公共交通機関のご利用をお願いします。

3．会場

8月17日(木)・18日(金)  9：30～17：002．日時

二学期に役立つICT活用1．テーマ

─ 1 ─

http://www.osaka-c.ed.jp/kishiwada-y/


7．講座

講座は、両日とも午前の部（AM）9：30～12：30、午後の部（PM）14：00～17：00の時

間帯で設定しておりますが、講座によっては、複数の時間帯にまたがるものもございます。各

講座の時間帯をご確認のうえ、参加講座をお選びください。

なお、講座Cを受講される方は、講座Bがオリエンテーションとなりますので、必ず講座Bも

受講してください。

講座一覧（○印の時間帯にその講座がもたれます。表下の注もご覧ください）

○

「高めよう！生活力（=子どもたち）と指導力（=教師集
団）！」by  自作ソフト＆プロジェクター
講師：小西順先生

N

○
養護学級でのICT活用の実際

話題提供者：浜崎仁子先生・藤岡聖典先生他
M

○
重度の障害のある生徒へのコミュニケーション指導
話題提供者：近藤春洋先生

L

○

肢体不自由養護学校でのアシスティブ・テクノロジー活用
の実際（仮題）
講師：大前洋介先生他

K

○○
スイッチ作成とおもちゃ改造講座（定員20名）
講師：金森先生他（マジカルトイボックス）

J

○
シンプルVOCA作成講座（定員20名）
講師：大井 雅博先生

I

○○
学校に必要なJIS絵記号の製作と活用

講師：槙場政晴先生
H

○
肢体不自由のある子どものバンド演奏
－スチールギター等を活用した音楽活動支援－
講師：大杉成喜先生・佐原恒一郎先生他

G

○
MOCAシンボルの作成講座（定員20名）
講師：大杉成喜先生・佐原恒一郎先生他

F

○
スティブ・テクノロジー・コンシダレーション演習
講師：大杉成喜先生・佐原恒一郎先生他

E

○
アシスティブテクノロジー概論
講師：大杉成喜先生・佐原恒一郎先生

D

○○○
超初心者向け！フラッシュで作る簡単アニメーション講座
講師：廣瀬正彦氏

C

○
フラッシュアニメーション作りを通して高める自己肯定感
～アスペルガー症候群の中学生A児の奮闘記～
講師：廣瀬正彦氏

B

○○○○
あなたも作れるFlash教材

講師：神佐 博 先生
A

PMAMPMAM講 座 名記号

18日(金)17日(木)講 座

─ 2 ─
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大阪府養護教育研究会会員 様 

 
大阪府養護教育研究会 
会 長  河田  安男 

 
施設見学研修会案内 

 
今年度の大阪府養護教育研究会主催施設見学研修会は、今年 4 月に開校した大阪府

立たまがわ高等支援学校のご協力を得て、下記の要領で実施させていただきます。 
たまがわ高等支援学校は、「心豊かな人間の育成を図り、就労を通じた潤いのある

社会的自立をめざす生徒を育成する」を教育目標に、日々実践をされています。今回

の施設見学研修会では、学校の説明や施設見学と共に、6 グループに分かれ、清掃実

習や調理場実習など日々の授業のシュミレーションを体験実習させていただきます。

それらを通して、就労に向けて大切にしていくことや子どもたちが理解できる授業の

創造など、参加者の皆様の実践に役立つヒントが得られるものと思います。 
多数の申し込みをお待ちしております。 
 

記 
 
1．日時 2006 年 8 月 25 日（金）13：50 集合～17：00 終了 

 
2．見学先 
 
 

大阪府立たまがわ高等支援学校 
東大阪市稲葉 2-3-25  Tel：0729-61-4730 
HP：http://www.osaka-c.ed.jp/tamagawa-ks/ （近日開設予定） 
近鉄奈良線「河内花園」駅北へ約 1km 
近鉄東大阪線「吉田」駅南へ約 1.5km 
近鉄バス萱島線「菱江停留所」東へ約 700m 
 

3．集合 大阪府立たまがわ高等支援学校会議室（1F） 13：50 厳守 
※ 学校北側の正門を入り、正面に見える校舎の右側に玄関があります。 
※ 生徒が登校しておりますので、1：30 以後においでください。 
※ 必ず、公共交通機関をご利用ください。車の乗り入れは厳禁です 

 
4．内容 1）学校の説明 

2）施設見学 
3）体験実習 
※ 実習しやすい服装で、上靴（スリッパより「靴」がよい）とタオル

またはハンカチをご持参ください 
※ 体験実習のグループわけと体験内容につきましては、主催者できめ

させていただきますこと、ご了承ください。 

http://www.osaka-c.ed.jp/tamagawa-ks/


5．定員 48 名（府養研行事部員を含む） 
※ 大阪府立もう・ろう・養護学校及び大阪府下（大阪市を除く）小・中

学校の教師のみの参加とします。 
※ 定員を超えた場合は、主催者で抽選させていただきますが、より多く

の学校（もう・ろう・養護学校の場合は、学部）から参加していただ

けますよう、複数名の申し込みのあった学校から、まず、人数を減ら

させていただきます。 
 

7．参加費 無料 
 

8．申し込み 6 月 30 日(金)締め切り（厳守） 
※ 下記申し込み先まで、以下の内容を明記の上、Mail または Fax にて

お申し込みください（Fax の場合下記申込書をご活用ください） 
1）氏名 
2）所属（もう・ろう・養護学校は学部も明記） 
3）連絡先（Mail または Fax） 

※ 件名は、必ず、「府養研施設見学研修会申し込み」でお願いします。 
※ 参加の可否は、7 月 1 日（土）または、2 日（日）送付させていただ

きます。 
 

9．申し込み先 高槻市立芥川小学校  田村 真一（本部書記） 
Mail：shisetsu06@fuyouken.visithp.jp 
Fax：072-682-1407    

 
------------------------------------------切り取り線-------------------------------------------- 

府養研施設見学研修会申し込み 

高槻市立芥川小学校小学校  田村真一宛（Fax：072-682-1407） 

 

氏名 

 

所属 学校          学部 

連絡先 
Fax または Mail 

※もう・ろう・養護学校は学部も記入のこと 


