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 http://daishienken.visithp.com/ 

平成2１年６月２３日発行 

大阪府支援教育研究会 

会長    草竹 幸一 

（阪南市立波太小学校） 

７月号は 

夏休み前 

発行予定 

大阪府支援研役員総会予定   本部・支部役員の方はご予定ください。 

第２回平成２１年 ９月１０日（木）午後３時～５時  アウィーナ大阪  ３階 信貴の間 

第３回平成２２年 １月１４日（木）午後３時～５時  アウィーナ大阪  ３階 生駒の間 

大支援研ニュース
特別支援教育 

施設見学研修会案内  案内は配布済   参加費は無料 申し込み必要 

２００９年８月２５日（火）13：30～16：00 

見学先 大阪障害者職業能力開発校   http://www12.ocn.ne.jp/~tc-handi/ 

集合 大阪障害者職業能力開発校 玄関前 １３：２０ ＊車不可（駐車場は見学者は使えません） 

 大阪障害者職業能力開発校の見学（写真は不可）と質疑・応答を行ないます。 

定員 40 名（大支援研行事部員を含む） 

※大阪府立支援学校及び大阪府下（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（支援学校の場合は、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。 

申し込みは添付記事参照にてＦＡＸで ７月３日(金)締め切り（厳守） 参加の可否は、7 月 1７日（金）までに連絡 

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「大支援研問合せ」など「大支援研」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。 

実技研修会 夏の教材製作講習会 のご案内  各教材ごとに 定員３０名、先着順受付 

  添付の案内をご覧ください。 

平成２１年 ８月１０日（月） １０時～１６時   アウィーナ大阪  葛城、信貴の間 

講師  象の会 （内藤 壽・松永 榮一・朝井 翔二 各先生）「象の会」 http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai/ 

午前 教材紹介（今までの作品、今回製作のもの）  

       （昼食、休憩） 

午後前半 実技講習前半    Ａ．数字の歌    Ｂ．QQ ペン     Ｃ．吹き矢   

午後後半 実技講習後半     Ｄ．ぱたぱた    Ｅ．雨樋くす玉    Ｆ．かなコロリン 

  ☆大支援研のＨＰの受付ページよりお申し込みください。

http://daishienken.visithp.com/postmailjitsugi/postmail.html が受け付けページです 

フォームに従い、必要事項を入力してください。 

http://daishienken.visithp.com
http://www12.ocn.ne.jp/~tc-handi
http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai
http://daishienken.visithp.com/postmailjitsugi/postmail.html
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他団体記事紹介 （他団体が主催の講演会・研修です。問い合わせ等は当該団体に直接お願いします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LD 教育プロジェクト「講演会」開催のお知らせ 案内添付 

平成２１年８月２８日（金）午後２時 30 分～４時 30 分  大阪狭山市文化会館（ＳＡＹＡＭＡ  ＨＡＬＬ） 

「アスペルガー症候群の子どもたち－コミュニケーションの特徴と支援のあり方－」 

講師 大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科准教授 里見恵子先生 

参加費無料 申し込み不要 

ワンステップセミナーｉｎ大阪 （おめめどう主催） 

～自閉症児のコミュニケーションのサポート～ 

おめめどうは、自閉症・発達障害の人たちを支援するグッズやサービスを提供している会社です。 

２００９年８月２日（日）開場９：４５ １０：００～１５：３０ 

●会場：新大阪丸ビル新館 大阪府大阪市東淀川区東中島 1-18-27 JR 新大阪駅 駅前 徒歩２分  

●対象：自閉症・発達障害児に関わっている方（スケジュールや視覚的支援、筆談コミュニケーションに関心のある方） 

 講義と実習 支援の五原則スケジュール、構造化、選択活動、杖の役割、AAC の説明をメインに、筆談コミュニケーション「見えるコム」とは

何かを話します。 ランチタイム 会場にて自己紹介 ご希望の方には、お弁当の手配をします（要予約） 実演コーナー グッズの解説と効

果的な利用法を、実演にて、ご説明します。Q&A 前もって相談を受け、それを基にして、考え方をお話します。  

 ●講師：奥平綾子＠ハルヤンネ（おめめどう取締役） 大西俊介＠syun（オブザーバー） 

●参加費：５０００円（お弁当とお茶のケータリングをご希望の方は、別途１５００円） 

●お申し込み方法：お名前、〒、ご住所、TEL＆FAX かかわっておられるお子様の年齢（学年）、お立場、ランチタイムの有無 をご明記くだ

さい。追って振込用紙をお送りします。    ●〆切：７月１５日  

 (有)おめめどうの連絡先 E-MAIL: haruyanne※omemedo.tanba-sasayama.com ※ の部分を＠に変換。TEL＆FAX079-594-4667 

 /★おめめどうのことは★  ホームページ：http://omemedo.tanba-sasayama.com/ 携帯サイト：http://bemss.jp/omeme/ 

ICT 活用夏期講座の概要について 詳細と申し込みについては、次のニュースかＨＰにて 

 開催日 8 月 17 日（月）・18 日（火）9：30～17：00  会場 高槻市立芥川小学校 

講義「障害支援の基礎知識 ～最近思うこと～」大西峻介さん 

シンポジューム「みんなで考えませんか？～ＩＣＴの先に有るもの」 

シンポジスト 大西峻介 奥平綾子＠ハルヤンネ 宮崎美和子／こころ工房 金森克浩（国立特別支援教育総合研究所） 

園田葉子先生・園田政則先生  映像教材を使った楽しい音楽指導  ～その実際と、すぐ使えるネタ講習（歌・ダンス・ドラム）～ 

神佐 博 先生の Flash 糸川美和子先生の簡単 WEB アニメーション 奥村政則先生のビデオ編集  

マジカルトイボックス金森克浩先生・禿 嘉人先生・外山世志之先生・谷本式慶先生の 

製作講座 1： 簡単なスイッチ製作  製作講座 2：シャッター押し装置作成 

金森克浩先生の最新支援機器情報の紹介 大前洋介先生の視覚支援のワークショップ 

槇場政晴先生のチョイスから要求表出までシンボル導入までの指導方法のワークショップ 

坂梨 知先生の中学校の数学での ICT 活用の実際 小中学校での ICT 活用  

田中敏弥先生「ワンチップマイコンを使った教材の開発と応用」 

小川 修史先生「人工知能の研究者が発達障がいについて本気出して考えてみた。」等々が予定です。 

http://omemedo.tanba-sasayama.com
http://bemss.jp/omeme


平成 21 年（2009 年）６月１１日  
各 学 校 長 様 
支援教育関係者 様 

大阪府支援教育研究会 
会 長  草 竹 幸 一 

（阪南市立波太小学校） 
 

実 技 研 修 会 の ご 案 内 
  

梅雨の候、先生方もご活躍のことと存じます。平素は本研究会の充実、発展のために 
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、例年実施しております「実技研修会…夏の教材製作講習会」を下記のように実 
施いたします。ふるってご参加ください。 

 
記 

 
(1) 日 時  平成２１年 ８月１０日（月） １０時～１６時  
 
(2) 場 所  アウィーナ大阪  葛城、信貴 
          大阪市天王寺区石ヶ辻町１９－１２    ℡ (06)6772-1441 
                    近鉄奈良線・大阪線   大阪上本町駅 南 約２００ｍ 
          地下鉄谷町線・千日前線 谷町九丁目駅 南東約５００ｍ 
   
(3) 講 師  象 の 会 （内藤 壽・松永 榮一・朝井 翔二 各先生） 
 
(4) 内 容  １０：００       受付開始、教材費用をお支払いください。 

 １０：３０～１２：００ 教材紹介（今までの作品、今回製作のもの）  
       １２：００～１３：００ 昼食、休憩 
       １３：００～１４：２０ 実技講習前半 

    Ａ．数字の歌    Ｂ．QQ ペン     Ｃ．吹き矢   
 

       １４：３０～１６：００ 実技講習後半  
   Ｄ．ぱたぱた    Ｅ．雨樋くす玉    Ｆ．かなコロリン 
 

各教材の説明は、別紙をご覧下さい 
 

前半・後半 1 つずつ お好きな教材を選んで製作していただきます。 
材料等準備の関係がありますので、申し込みの際、 Ａ～Ｃから１つ、 

Ｄ～Ｆから１つを、それぞれ第１～第３希望を明記してお申し込みください。 
 

☆「象の会」のホームページ http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai/もご参照下さい。 
 



(５) 準備物・費用  それぞれの作品ごとに別紙の表をご参照ください。 
  当日は、作品を入れる袋を各自ご持参ください。 
 

(６) 申し込み方法    電子メールでの申し込みをお願いします。 
        必ず、件名を「大支援研研修申し込み」として下さい。 
 
        下の例のように各項目を明記して、下記アドレスまでご送信ください。 
           ① 氏名   ② 所属校  ③ 連絡先（メールまたは電話・ＦＡＸ） 

④ 参加希望分科会 （第３希望までお書きください） 
（前後半どちらかのみの参加はご遠慮ください） 

⑤ 研修内容についてのご質問やご要望がありましたらご記入ください 
 

        メール送信先   jitsugi2009※daishienken.visithp.com 

                （※のところを＠に直してご入力ください） 
 

☆ 大支援研のＨＰからも申し込みできるようにする予定です。 
フォームに従い、必要事項を入力してください。 
http://daishienken.visithp.com/postmailjitsugi/postmail.html 

が受け付けページです 

 

各教材ごとに 定員３０名、先着順受付とさせていただきます。 
    もし、お申し込みのご希望に添えない場合、メールの返信でご連絡いたしますので、 
   携帯などから送信される場合、受信可能にしておいて下さい。なお、メール以外での 

連絡先（電話番号…携帯・勤務先・自宅のいずれかを明記）をご記入ください。 
 

(７) 申し込み締め切り 平成２１年 ７月１７日（金）  

        ただし、定員に達し次第、受付締め切りさせていただきます。 

 

(８) 問い合わせ先      大阪府支援教育研究会 書記（研修部担当） 佐藤正幸 
摂津市立第四中学校    TEL ０６－６３４９－６１８１ 

         FAX  ０６－６３４９－６１８４ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

参加申し込み メール（例） 

   ① 氏名  橋場
は し ば

 茶子
ち ゃ こ

         ② 所属校  摂津市立空堀中学校 

   ③ 連絡先  メール aaaaaaaa@bbb.ccc.ne.jp 
電話 ０６－００００－００００ 携帯・学校・自宅  

④ 参加希望分科会     前半…A、B、C から、後半…D、E、F から 
前半 第１希望（A） 第２希望（B） 第３希望（C） 
後半 第１希望（F） 第２希望（E） 第３希望（E） 

⑤ 研修内容についての質問、要望   特になし 



                                                              平成21(2009年)年6月11日 

支援教育関係者 様 

                                                         大阪府支援教育研究会 

                                                    会長 草 竹 幸 一 

（阪南市立波太小学校） 

 
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、この度本研究会・ＬＤ教育プロジェクトでは下記のとおり講演会を開催することに 

なりましたので、ご案内申しあげます。 

講師の里見恵子先生は、言語聴覚士として、障がい児教育と療育現場での実践研究を基盤 

に、現在も障がいのある子どもの言語とコミュニケーションを支援するインリアル・アプロ 

ーチに基づいた支援と実践研究を行っておられます。今回のご講演では、長年にわたる実践 

研究の中から、高機能の広汎性発達障がいの子どもたちのコミュニケーションに焦点を当て 

て、具体例を交えながらご講演いただきます。特に、アスペルガー症候群の子どもたちのコ 

ミュニケーションの問題は、一見分かりにくいために、支援が遅れたり、周囲の誤解を招き 

いじめを誘発したりしてしまうことがあります。支援学校・支援学級の先生方だけでなく、 

通常学級の先生方にも多数ご参加いただき、クラスの中にいるこれらの子どもたちの支援に 

役立てていただければ幸いです。 

 

記 

 

１ 日 時  平成２１年（２００９年）８月２８日（金） 午後２時３０分～４時３０分 

                （受付：午後２時より） 

 

  ２ 会 場    大阪狭山市文化会館（ＳＡＹＡＫＡ ＨＡＬＬ） 

                 大阪狭山市狭山１丁目８７５－１ 

        ＴＥＬ：０７２－３６５－８７００ 

               南海高野線「大阪狭山市」駅下車 南西へ約２００ｍ 

 

３ 内 容    講演 「アスペルガー症候群の子どもたち －コミュニケーションの特徴と 

           支援のあり方－」 

       講師 大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科准教授 里見恵子先生 

 

 ４ 参加費  無料 

 

 ５ 申込み  事前の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  大阪府支援教育研究会 研究部担当書記 

 大阪府立寝屋川支援学校 木村 稔 

             ＴＥＬ：０７２－８２４－１０２４ 

                     ＦＡＸ：０７２－８２４－３７０９ 


