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大阪府養護教育研究会会報

２００５年 月号府養研ニュース 7

このページでは要点だけをお知らせしています。

追加記事は、本ページのリンクをクリックください。新しいウィンドウが開きます。

府養研ニュースは各種案内等の事務連絡と一緒に、毎月第１月曜日（祝日の場合火曜日）にＥメ

ールで配布されています。来月８月は記事の都合のため８日（月）発行です。一部メール網がま

だ整備中もしくは検討中の市町村は、郵送または逓送されています。

平成１７年７月７日発行（発行遅れました） 大阪府養護教育研究会（広報部)事務局

柏原市立国分中学校 会長 多根井 次朗

582-0021 7-1-20〒 柏原市国分本町

Mail 問い合わせ・ご意見は、 で本部役員まで

府養研本部から

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

◎特別支援教育の動向、関連リンク紹介などの各種情報がご覧になれます。

○ニュースの全部とバックナンバー、 がご覧になれます。講演会案内、報告

一部、間に合わない案内があります。臨時ニュースまたはホームページにてお知らせします。

（本部役員・支部役員のみ 役員の方、ご予定ください）役員総会
○ 第１回 平成１７年６月 ９日（木） 午後３時～５時（終了）

第２回 平成１７年９月 ８日（木） 午後３時～５時

第３回 平成１８年１月１２日（木） 午後３時～５時です。

会場は アウィーナ大阪 ３階 生駒（第２回のみ 信貴）の間

本部主催 年８月４日（木 ・８月１９日（金） アウィーナ大阪2005 ）

、 、 。ケアマネージメント研修会 昨年までと異なり 講演会形式ですので 広く参加いただけます

申し込み必要 定員８０名 内容（予定）

案内をご覧下さい ・オリエンテーション

・障害者ケアマネジメント概論

・知的障害者の立場から

・権利擁護とは

・最近の障害者福祉の動向

・自立支援法における障害程度区分の認定モデル事業の報告

http://fuyouken.visithp.jp
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研究部から
年８月２日（火）１０ ００～１６ ００自閉症教育プロジェクト 2005 : :

東大阪市立イコーラムホール一日研修会

（事例研究会） テーマ「本府での特別支援教育をどう進めるか

参加申し込みは不要 －現状の養護学級のあり方からどう進めていけばよいのか－」

案内あり 事例報告者 豊中市立東豊中小学校 坂下和子

コメンテーター 大阪府教育委員会障害教育課

養護学級グループ総括主査 柴田芳明先生

盲聾養護学校グループ総括主査 加藤圭子先生

大阪の今後の特別支援教育の在り方に関してのコメントもいただきます

（講演会）テーマ「高機能自閉症への具体的な支援を考える」

講師 堺市立日置荘小学校 山田充

年 月 日（土）高津ガーデン アウィーナ大阪自閉症教育プロジェクト 2005 10 15 or
テーマ「小学校と中学校の連携についての事例による考察」事例研究

報告者 豊中市立東豊中小学校 坂下和子

豊中市立第十五中学校 養護学級担任・通常学級担任

コメント アクトおおさか 新澤伸子

年 月 日 （ 金 ） 大 阪 府 教 育 セ ン タ ー特総研主催 2 0 0 5 1 0 2 1
http://www.nise.go.jp/soumuka/kikaku/katsudo/projects_project1-4.html自閉症教育実践セミナー

独立行政法人 国立特殊教育総合研究所NISE
2005 8 17 18 9 30 17 00ICT活用プロジェクト 日時： 年 月 日・ 日 ： ～ ：

http://www.osaka-c.ed.jp/takatsuki-y/夏期講座 会場：大阪府立高槻養護学校

〒 大阪府高槻市富田町１丁目３３番１７号569-0814
TEL 072-696-2836 FAX 072-693-4363案内は臨時ニュースで

お送りします。 ＪＲ西日本・東海道本線 摂津富田（せっつとんだ）駅 下車

阪急電車・京都線 富田（とんだ）駅 下車

講座・ものづくりやおもちゃなどの改造講座・支援機器活用のFlash
実際などをはじめとしてに複数の講座を開設する予定です。

年８月３０日（火） 吹田メイシアターＬＤ教育プロジェクト 2005 10:00~16:00

（１） 午前の部 「WISC－Ⅲ入門編 「教師向け事例検討会 「特別支援教育の夏期研修会 」 」

取り組み 「指導の手だてにつながるワークの方法」の４分科会」

（２）午後の部 講演： 軽度発達障害の感覚・運動の理解と指導について」案内をご覧下さい 「

講師 加藤 寿宏先生 京都大学医学部保健学科作業療法学専攻

行事部から
日程検討中、 月 日？？？8 26

行き先、京都市立西総合養護学校？ふれあいの里更生園？施設見学研修

決まり次第、臨時ニュースでお知らせします。ご期待ください。詳細は臨時ニュースで

http://www.nise.go.jp/soumuka/kikaku/katsudo/projects_project1-4.html
http://www.osaka-c.ed.jp/takatsuki-y/
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研修部から
年８月８日（月）午後２時～４時３０分 アウィーナ大阪テーマ別研修会 2005

例年は年度後半に開いておりましたが、今年度は夏休み中に行うことに致

以下は６分科会の内容です。しました。

第１分科会．学習に必要な視覚の機能のケア案内をご覧下さい

第２分科会．軽度発達障害児の子ども達の行動面からの理解と対応

第３分科会．青年期の子どもたちの課題に対する理解と対応申し込み 締め切り

第４分科会．自閉傾向を示す子どもたちの理解と対応７月２０日

第５分科会．肢体不自由の子どもたちの理解と対応

第６分科会．性に関する課題のある子どもたちの理解と対応

年８月２４日（水） １０時から１６時実技講習会 2005
アウィーナ大阪３階 葛城、信貴の間他

講師 象の会 内藤 壽・松永 榮一・朝井 翔二 各先生

案内をご覧下さい 内容 午前 教材紹介とお話 午後 教材を選択して制作します

数字の歌・メロディ帰還車・かずはかせ・ぱたぱた

申し込み締め切り 象の会のホームページにて作品が見られます。

http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai/７月２０日

年１０月予定教育講演会 2005

中河内支部から
６月１３日（月）から６月２２日（水）の間に一泊二日の校外学習とし東大阪市養研林間学舎

て、生駒山麓ふれあいセンターで行われました。写真等はＨＰに

他団体から

「一人ひとりの教育的ニーズに応える特別支援教育の実践をめざして」近特連

日時 年８月５日（金） 午前 開会行事・記念講演 午後 分科会和歌山大会 2005

場所 和歌山県民文化会館 ・ ホテルアバローム紀の国

参加資料代 円 ２次案内配布済み（府養研究ＨＰにもあり）3,500

年９月２３日（金）～２５日（日）場所 金沢大学角間キャンパス日本特殊教育学会 2005

http://www.ed.kanazawa-u.ac.jp/~tokkyo/第 回大会43

http://kansas.ceser.hyogo-u.ac.jp/jasen/第2回特別支援教育 JASEN

日時： 年 月 日(土) 時 分 時シンポジュム ～2005 8 6 13 30 16

22-15主催 JASEN 会場：阪南パラドーム 大阪府大阪市阿倍野区阪南町２丁目

案内をご覧下さい テーマ：保護者の養育負担を支援するために 会費 円500
○ 年９月１５日(木)～１７日(土)第４１回大会 大阪教育大学にて日本臨床心理学会 2005
「特別支援教育 「不登校 「軽度発達障害」などのテーマ」 」

http://www.geocities.jp/nichirinshin/詳細は学会 HP
○ 年７月９日（土）上智大学にて第２回関東地方委員会を開催予定2005
適応指導教室 を交えての事例検討。OB

http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai/
http://www.ed.kanazawa-u.ac.jp/~tokkyo/
http://kansas.ceser.hyogo-u.ac.jp/jasen/
http://www.geocities.jp/nichirinshin/
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年８月２４日（水）２５日（木）２６日（金）に開催されます。大阪教育大学附属養 2005
大阪教育大学附属養護学校（大阪市平野区喜連）護学校公開研修会 場所

―コミュニケーションの観点から―「自閉症の理解と支援」

「自立活動における動作法を用いた実践」定員枠があり、申

「今後の特別支援教育とコーディネーターの役割」し込みが必要です。

「ことばのストレッチ体操」障害児のためのコミュニケーション指導

「障害のある人の就業と就業支援のひろがり」まずは案内をご覧く

「ムーブメント教育からのアプローチ」ださい。

年１１月４日（金） ９時３０分～１６時３０分大阪教育大学附属養 2005
大阪教育大学附属養護学校護学校創立４０周

「くらし」に活きるよりよい支援のあり方をさぐる年記念研究大会

（一次案内） ～「個への支援」の具体化についての実践報告～

部 「本校における教育実践の現状と課題 ・公開授業・分科会Ⅰ 」

・全体会・基調講演・シンポジウムⅡ部 「くらし・つながり・支援を考える」

年８月２６日（金）１３：００～１６：３０みなみやましろ夏の 2005
場所：アスピアやましろ（山城町総合文化センター）公開講座

内容：自閉症の子どもたちの理解を深める主催 南山城養護学校

講座１「自閉症の基本的理解と具体的支援」定員４３０名

講師： 門 真一郎氏（京都市児童福祉センター医師）

メールで予約が必要 講座２「本人が語る『自閉症』の世界」

案内をご覧下さい 講師： 荒木 大氏

以前からニュースや府養研ＨＰで紹介しているものです。研修しやすい時期ですその他情報
のでまた紹介させていただきます。

都道府県と政令指定 全国都道府県と政令指定都市の公式サイトから、

都市の特別支援教育 教育委員会や教育センターの特別支援教育や障害児教育関連サイト、およ

関連サイト一覧 び関連答申等や関連資料等をピックアップし一覧にしました。

各地で、取り組みや答申等、また、指導資料等も公開されております。

http://fuyouken.visithp.jp/joho02-01.htm
大阪府教育センター こちらから入れます。http://www.osaka-c.ed.jp/

http://fuyouken.visithp.jp/joho02-01.htm
http://www.osaka-c.ed.jp/

