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

平成19年12月1０日発行 

大阪府養護教育研究会 

会長 坂ノ上  泰博 

（摂津市立第三中学校） 

１月号の発

行予定日は

１月８日。 

   府養研冬季教育講演会及びコンサートの案内（再）   

案内申し込み書再添付 

2008 年 1 月 26 日（土）１０：００～１６：３０ たかつガーデン 

10:00 教育講演会一部 野尻千穂子さん  「命の花、咲かそ！」 

13:00 コンサート     リピート山中さん  「いのちのうた」 

15:00 教育講演会二部 上甲 晃さん    「志は愛」 

定員２５０名 参加費無料 fax またはメールで申し込みください。 

ＬＤ教育プロジェクト「講演会」のお知らせ（再） 案内再添付 

2008年１月１６日（水） 午後２時～４時３０分   クレオ大阪東 

「（仮）通常学級で学ぶ発達障害児への困り感に寄り添う支援」 

 岡山大学教育学部教授 佐藤 曉先生 

子どもの「困り感」をどう捕らえ、寄り添い、支援したらよいか、 

その考え方と事例を通した具体的な実践方法についてお話していただきます。 

 参加費  無料 

 参加申し込みは要りません。当日会場へ直接お越しください。 

中河内支部から 詳細記事は後日ホームページにて 

 東大阪市養護教育研究会主催 11 月 22 日（金）東大阪市立市民会館の大ホールでおたのしみ会が行

われました。また東大阪市養護教育研究会主催作品展が、荒本の東大阪市役所一階ホールにて 12 月 8

日（土）～10 日（月）行われました。 

他支部においてもぜひ報告記事・写真をお寄せください。検討の上、ホームページや府養研研究紀要

ＣＤ（またはＤＶＤ）に掲載させていただきます。 

大阪府養護教育研究会 ICT 活用プロジェクト研究会 案内添付 

（大阪府養護教育コンピュータ研究会との共催です。） 

茨木養護学校における情報教育の授業公開と取り組みの紹介 

平成 19 年 12 月 14 日(金)13：45～17：15 

場所 大阪府立茨木養護学校 

授業見学 小学部 7 組「グループ 2」 高等部 1 年 A・F コース「情報 A」 

「大阪府立茨木養護学校における高等部情報コースについて」 

「情報教育に関する取り組み紹介 e-AT 福祉機器体験会の報告」 

「特別支援教育における情報教育の現状と地域支援について」 

Fax またはメールにて申し込み 案内参照のこと 
ニュースや本会活動への問い合わせ・ご意見は、Mail

にて件名に「府養研問合せ」など「府養研」を入れてくだ

さい。 

アドレスをテキストで載せるとスパムメールが多

数届いてしまうので、画像で張り付けてあります。

お手数ですが、手入力でお願いします。 

http://fuyouken.visithp.jp


平成 19 年（2007 年）11 月 25 日 
 
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  坂ノ上 泰博 

 

大阪府養護教育研究会 ICT 活用プロジェクト研究会案内 

 
大阪府立茨木養護学校のご協力を得て、大阪養護教育コンピュータ研究会との共催で、

授業見学を含む研究会を開催いたします。会員の皆様の参加をお待ちしております。 
 

記 
 
1．テーマ  大阪府立茨木養護学校における情報教育の授業公開と取り組みの紹介 

2．日時  平成 19 年 12 月 14 日(金)13：45～17：15（受付 13：30～） 

3．会場  大阪府立茨木養護学校 
茨木市西福井 4－5－5 
電話 072－643－6951／FAX 072－643－2776 
http://www.osaka-c.ed.jp/ibaraki-y/ 
JR 東海道本線茨木駅、または、阪急京都線茨木市駅下車 
阪急バス「サニータウン」、「忍頂寺」または「上福井」行き乗車 
「福井宮ノ前」停留所下車、北北西約 250m 

13：45 開会 
14：00 授業見学 小学部 7 組「グループ 2」 

授業者：大阪府立茨木養護学校小学部  棹本 恵子 先生 
山本 佑学 先生 

14：20 授業見学 高等部 1 年 A・F コース「情報 A」 
授業者：大阪府立茨木養護学校高等部 織田 晃嘉 先生 

他指導教員４名 
14：50 休憩 

 

15：30 「大阪府立茨木養護学校における高等部情報コースについて」

講師：大阪府立茨木養護学校高等部 織田 晃嘉 先生 

4．内容 

 15：50 「情報教育に関する取り組み紹介 e-AT 福祉機器体験会の報告」

講師：大阪府立茨木養護学校小学部 根本 貴明 先生 

  16：20 「特別支援教育における情報教育の現状と地域支援について」

講師：独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 
教育研修情報部主任研究員 太田 容次 先生 

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


5．申し込み  以下の内容を明記の上、fax にて下記申込先にお申し込みください。 
1）氏名   2）所属    3）連絡先 

※下記申込用紙をご活用下さい 

6．申し込み先  大阪府立茨木養護学校  根本 貴明 
fax   072－643－2776  

7．問い合わせ  大阪府養護教育研究会書記 田村 真一（高槻市立芥川小学校） 
mail  ict07※fuyouken.visithp.jp（※を@に変えてください） 
fax：072－682－1407 
tel：072-－682－1404 

※できる限り、メールにてお願いします 
※メールの件名は、「府養研 ICT 活用研問い合わせ」でお願いします 

 
 

大阪府養護教育研究会 ICT 活用研究会申込み 
（大阪府養護教育コンピュータ研究会 12 月例会） 

 
大阪府立茨木養護学校 

根本 貴明 宛 
fax   072－643－2776 

 
12 月 14 日の大阪府養護教育研究会 ICT 活用研究会（大阪府養護教育

コンピュータ研究会 12 月例会）に参加申込みいたします。 
 

氏名  

所属  

連絡先  

連絡事項等  

 



冬季教育講演会及びコンサートの案内

「特別支援教育」を考える上で、子どもたちのこころをどう理解し、どのように受け止め、かかわってい

くのか。子どもたちに関わるさまざまな人たちが共通理解を深め、一人一人に応じた支援をしていくこ

とが求められています。今回の講演会は、私達教師がどのような思いで、子どもたちと関わり、愛情を

注ぎ、支援していくのかという根幹にあるこころについて、学ぶ機会を設けました。

　日々養護学級、養護学校で実践されている先生方、特別支援教育に関心を寄せておられる方々にとって、

子どもたちのこころの理解と支援を進める上で、大きい示唆が得られるとともに、こころのエネルギーを

得る機会になると思います。

　多数のご参加を、こころよりお待ちしています。

日時　２００８年１月２６日（土）

１０時００分～１６時３０分

　

　受付・開場　　９時３０分

　

昭和２２年阿蘇郡白水村に生まれる。１１才の時、

突然発病。歩く力を失い、以後胸から下が麻痺した

生活が始まる。昭和５１年、２９歳の時、自立の道

を求めて編み物教師の免許を取得。翌年、免許を取

り広く社会で生きることを決意。昭和５３年、結婚。

障害を乗り越えて出産。わが子を胸に抱く。平成２

年、かけがえのない家族を題材に、新聞投稿したこ

とがきっかけで、テレビ等で紹介され、全国的な反

響を呼ぶ。平成４年以降、講演活動を行い、全国各

地で講演依頼が後をたたない。

著書に「今、命輝いて」「愛はばたいて」等がある。

１１時４５分　　　昼食・休憩

１２時３０分　　午後の部　受付

１３時００分   コンサート

リピート山中さん

「いのちのうた」

昭和３５年、神戸に生まれる。１２才からギターの引き語りを

始める。高石ともや氏に見いだされソロシンガーとして活動。

自作の「ヨーデル食べ放題」が、落語家の桂雀三郎氏との

まんぷくブラザーズとして、東芝ＥＭＩからメジャーデビュー。

１０万枚のヒットとなる。ラジオ、ＴＶ出演多数。ラジオ番組の

メインパーソナリティも努め、その番組で２００２年度ギャラク

シー大賞を受賞。ミュージカルから家族や地球へのメッセージソ

ングまで幅広い作詞、作曲を行い、命への深い愛とユーモアのセ

ンスがあふれる詩とメロディーが聴く人への共感を呼ぶ。

ソロアルバム、「地球のうた」「家族のうた」他

１４時３０分　　　　休憩

１５時００分　　教育講演会　二部

上甲　晃さん　「志は愛」

昭和１６年、大阪市に生まれる。昭和４０年松下電器株式会社に入社。昭和５６年財団法人松下政経塾に出向。

松下幸之助の志を受け継ぎ、理事、塾頭、常務理事、副塾頭を歴任。平成８年松下電器株式会社を退社。

（有）志ネットワーク社設立。平成９年「青年塾」を開設。以降、数多くの青年の実践指導や海外での学びの場を

提供し、日本人の志を育てる活動を展開してきている。講演活動を精力的に行いつつ、一年３６５日、１３００字

のデイリーメッセージを書き続け、６０００号近くに及ぶ。著書は、「志のみ持参」「志高く生きる」等多数。

平成１９年１２月１日

大阪府養護教育研究会

会長　　坂ノ上　泰博

１０時００分　 教育講演会　一部

野尻千穂子さん

「命の花、咲かそ！」

１６時４５分　終了



会場　　たかつガーデン　８階多目的室「たかつ」

大阪市天王寺区東高津町７番１１号

（　近鉄上本町駅　北へ徒歩３分

　　　　　地下鉄谷町線谷町九丁目　東北へ徒歩 10 分）

□　参加定員　　　２５０名

＊参加費は無料です。

＊駐車場がありません。必ず公共交通機関でお越しください。

＊参加お申込みは、下記の申込み用紙に必要事項を記入の上、下記宛にファックス、

または、メールを送って下さい。

（１）申込先

　＜ファックス＞　番号　０６－６７０８－２３８０　大阪教育大学附属特別支援学校　大島昇宛

　＜メール＞     Mail : kyoikuken@fuyouken.visithp-jp（「-」を「.」に）

（２）問い合わせ先

大阪教育大学附属特別支援学校　大島昇

　　住所＝大阪市平野区喜連４－８－７１　　電話＝０６－６７０８－２５８０

＊参加いただける場合、申込みの受領等の連絡はしませんので、直接会場へおこし下さい。

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

  冬季教育講演会参加申込み

ＦＡＸ　０６－６７０８－２３８０　　大阪教育大学附属特別支援学校　大島昇宛

氏名 
 

所属 
 

連絡先 
（Fax または mail） 
 
 

 
教育講演会＝一部＝  野尻千穂子さん 

 
こころの歌コンサート  リピート山中さん 

参加講演会 
参加される 
ものに○印  

教育講演会＝二部＝  上甲 晃さん 

 



                                                                平成１９年１１月６日 

  特別支援教育関係者 様 

                                                           大阪府養護教育研究会 

                                                       会長 坂ノ上 泰 博 

 
ＬＤ教育プロジェクト「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、本研究会・ＬＤ教育プロジェクトによる講演会を下記のとおり行いますので、ご案 

内申し上げます。 

    多数の方々の参加をお待ちしています。 

 

記 

 

１ 日 時  平成２０年１月１６日（水） 午後２時～４時３０分 

                （受付：午後１時３０分～） 

 

  ２ 会 場    クレオ大阪東 

                  大阪市城東区鴫野西２－１－２１ 

          ＴＥＬ：０６－６９６５－１２００ 

                 ＪＲ大阪環状線・東西線・学研都市線「京橋」駅（南口）から南へ徒歩約７分 

          地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅（４番出口）から東へ徒歩約９分 

          京阪「京橋」駅（中央口）から南へ徒歩約１１分 

 

３ 内 容    講演 「（仮）通常学級で学ぶ発達障害児への困り感に寄り添う支援」 

       講師 岡山大学教育学部教授 佐藤 曉先生 

 

        ※ 特別支援教育においては、通常学級で学ぶ発達障害児（ＬＤ、 

ＡＤＨＤ、アスペルガー症候群、高機能自閉症など）への支援が 

大切です。全国を駆け回り講演をなさっている佐藤先生に、子ど 

もの「困り感」をどう捕らえ、寄り添い、支援したらよいか、そ 

の考え方と事例を通した具体的な実践方法についてお話していた 

だきます。 

 

 ４ 参加費  無料 

 

 ５ 申込み  参加申し込みは要りません。当日会場へ直接お越しください。 

 

 ６ 問い合わせ先  大阪府養護教育研究会本部書記 

 大阪府立寝屋川養護学校 木村 稔 

             ＴＥＬ：０７２－８２４－１０２４ 

                     ＦＡＸ：０７２－８２４－３７０９ 


