
平成２４年度 事業報告 

 

総会  平成２４年５月１７日（木） 午後３時～ アウィーナ大阪 

    議事：事業・収支決算・会計監査報告の承認 

役員選出 

事業計画・予算案の審議 

    情報提供：「支援教育を巡る国の動向及び大阪府の現状と課題」 

          大阪府教育委員会支援教育課 支援学級グループ首席指導主事 矢木克典 氏 

 

本部役員会  第１回 平成２４年４月２５日（水） 午後３時～ たかつガーデン 

・新旧本部役員の事務引継ぎについて 

・平成２４年度総会について 

  平成２３年度事業・収支決算報告 

  平成２４年度本部役員・事業計画・予算（案） 

・第１回役員総会について 

・創立６０周年記念研究大会について 

 

第２回 平成２４年８月２７日（月） 午後３時～ たかつガーデン 

・創立６０周年記念研究大会について 

・各部の平成２４年度事業計画の進捗状況について 

・第２回役員総会について 

 

       第３回 平成２４年１２月２６日（水） 午後３時～ たかつガーデン 

・各部の平成２４年度事業計画の進捗状況について 

・第３回役員総会について 

・平成２５年度の役員について 

・平成２５年度の予定について 

 

       第４回 平成２５年３月２８日（木） 午後３時～ たかつガーデン 

           ・各部の平成２４年度の反省と平成２５年度の計画について 

           ・平成２５年度の本部役員について 

           ・平成２５年度総会について 

 

役員総会   第１回 平成２４年６月１４日（木） 午後３時～ アウィーナ大阪 

・本部役員紹介 

・総会の報告 

・各部及び各支部の事業計画の推進について 

 

第２回 平成２４年９月１３日（木） 午後３時～ アウィーナ大阪 

・各部及び各支部の事業計画の進捗状況について 

 



       第３回 平成２５年１月１７日（木） 午後３時～ アウィーナ大阪 

・各部及び各支部の事業計画の進捗状況について 

 

各部  本 部：○ホームページ運営 

 

        ○創立６０周年記念研究大会 

          期日：平成２４年８月８日（水） 午前１０時～午後４時３０分 

          会場：大阪国際交流センター 

         ①講演 

           演題：「障がいのある子どものニーズに寄り添う支援 ―支援教育の動向 

と今後の課題― 」 

           講師：愛媛大学教育学部特別支援教育講座 教授 

              愛媛大学教育学部附属特別支援学校 校長 

                花熊 暁 氏 

         ②分科会 

           １ 共生推進・自立支援の実践 《実践報告》 

              大阪府立枚岡樟風高等学校 教諭 大原有則 

              大阪府立松原高等学校 教諭 中川泰輔 

              大阪府立西成高等学校 教諭 澁谷花菜子 

           ２ 関係機関との連携 《実践報告》 

              大阪自閉症支援センター 大澤佳世子 

              高槻市教育委員会教育指導課 副主幹 佐藤美恵 

              高槻市立第九中学校 教諭 稲岡美香子 

                        教諭 山中洋子 

           ３ 発達障がいのある子どもの理解と具体的支援 《講義・実践報告》 

              大阪府立守口支援学校 首席 早野眞美 

              和泉市立光明台南小学校 教頭 浜崎仁子 及び保護者の方々 

              和泉市立富秋中学校 教諭 原田尚史 

                        教諭 玉野良和 

           ４ 「個別の教育支援計画」の作成と活用 《講義・実践報告》 

              大阪府立交野支援学校 指導教諭 藤野洋子 

                         教諭   丹羽はるか 

              大阪府立佐野工科高等学校定時制の課程 指導教諭 林 茂樹 

           ５ 学校におけるＩＣＴの活用 《パネルディスカッション》 

              香川大学教育学部 准教授 坂井 聡 

              兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程 助教 小川修史 

              仙台高等専門学校 教授 竹島久志 

              国立特別支援教育総合研究所教育情報部 総括研究員 金森克浩 

           ６ 特別支援教育におけるキャリア教育 《実践紹介・講義》 

              大阪府立堺工科高等学校 校長 亀平福一 

              信州大学教育学部 教授 永松裕希 

         参加者：約５３０名 



研究部：○ＩＣＴ活用プロジェクト 

 事務局：熊取町立南小学校 教諭 平峰厚正 

     大東市立諸福中学校 教諭 木原 弘 

     大阪府立豊中支援学校 教諭 根本貴明 

     大阪府立藤井寺支援学校 教諭 織田晃嘉 

     大阪府立吹田支援学校鳥飼校 教諭 岡本崇志 

     京都教育大学大学院生 岡崎あかね 

 

          夏期講座 

           日時：平成２４年８月１６日（木）・１７日（金） 

午前９時３０分～午後４時３０分 

           会場：大阪府教育センター 

           講座：Ａ「特別支援教育での学習におけるタブレット活用」 

ＮＰＯ法人支援機器普及促進協会 高松 崇 

              Ｂ「中重度知的障害児に iPadを使うちょいテク」 

                 千葉県立つくし特別支援学校 教諭 佐原恒一郎 

              Ｃ「シンボルを使った支援とコミュニケーション指導」 

                 大阪府立茨木支援学校 指導教諭 槇場政晴 

Ｄ「マルチメデイア DAISYの紹介と事例報告」 

   大阪府立和泉支援学校 指導教諭 田中直壽 

              Ｅ「特別支援教育でのＡＴの活用」 

                 国立特別支援教育総合研究所教育情報部 

                 総括研究員 金森克浩 

              Ｆ・Ｇ「クリック教材から選択教材へ ～Flash でスキャン教材ソフ 

トをつくろう～」 

仙台高等専門学校  教授 竹島久志 

東京都立村山特別支援学校  教諭 吉村史郎 

仙台高等専門学校専攻科 高橋健一 

                            Ｈ「パワーポイント活用初級講座」 

                 大阪府立吹田支援学校鳥飼校 教諭 岡本崇志 

              Ｉ「パワーポイント中級講座」 

                 大阪府立吹田支援学校 教諭 久津名祐子 

                 大阪府立豊中支援学校 教諭 根本貴明 

              Ｊ「ワード活用講座 ～シンボルや画像を使ったカードを作ろう～」 

                 大阪府立茨木支援学校 教諭 梅田知恵 

              Ｋ「ＰＣよろず相談会」 

                 大阪府立支援学校情報科の教員 

              Ｌ「iPadフリー体験会」 

              Ｍ「ハンディ歩行者用信号器の製作」 

                 大阪市立住之江特別支援学校 教諭 田中敏弥 

 

 



              Ｎ「タイムタイマーの製作 」 

                東京都立光明特別支援学校 教諭 禿 嘉人 

 東京都立光明特別支援学校 教諭 外山世志之 

 東京都立八王子東特別支援学校 教諭 谷本式慶 

              Ｏ「簡単なスイッチ等の製作」 

                東京都立光明特別支援学校 教諭 禿 嘉人 

 東京都立光明特別支援学校 教諭 外山世志之 

 東京都立八王子東特別支援学校 教諭 谷本式慶 

          参加者：２６６名 

 

○講演会 

      日時：平成２５年２月２３日（土） 午後２時～４時３０分 

      会場：堺市産業振興センター 

      演題：「発達障害と虐待の関連性～どこまで学校で支援できるか」 

      講師：プール学院大学短期大学部幼児教育保育学科 講師 松久眞実 氏 

      参加者：３２名 

 

研修部：○研修会 

          日時：平成２５年１月２６日（土） 

             午前１０時３０分～１２時３０分（講座Ａ・Ｂ・Ｃ） 

             午後２時～４時（講座Ｄ・Ｅ・Ｆ） 

          会場：大阪国際交流センター 

          講座：Ａ「ユニバーサルデザインの授業づくり」 

 大阪府教育センター支援教育研究室 主任指導主事 閑喜美史 

             Ｂ「障がいのある子どもへの性教育 

                －子どもの性被害・性加害を防ぐために－」 

                思春期保健相談士 徳永桂子 

             Ｃ「障がい児に役立つ『ブレインジム』＆『ＢＲＭＴ』」 

                キネシオロジーセンター 武田博子・橋本美保 

                          Ｄ「発達からみた子どもの理解と接し方 

                －発達に凸凹のある子どもに有効な声かけ など－」 

                寝屋川市教育委員会教育指導課相談係 相談員 山田 章 

             Ｅ「ことばのストレッチ体操 

                －発言発語、やりとり会話－」」 

                大阪府立羽曳野支援学校 教諭 堀 一夫 

                          Ｆ「算数のアセスメントと支援の実際」 

                ＹＣＣ（安原こどもクリニック）こども教育研究所 

 主任研究員 近藤春洋 

          参加者：約２３０名 

 

 

 



    行事部：○施設見学研修会 

          日時：平成２４年８月２１日（火） 午前１０時～１２時 

          見学先：（株）関西インフライトケイタリング 

          参加者：４４名 

 

        ○府教委・府教育センターとの懇談会 

          日時：平成２５年２月８日（金） 午後３時～５時 

          会場：府庁別館８階 共用会議室 

          参加者：２２名 

 

    広報部：○大支援研ニュース 発行 

 

        ○２０１１・２０１２年度研究紀要 発行 

 

その他  ○各種研究会・研修会との連携、案内 

 

○各支部活動との連携 

 

     ○「育誠」の原稿依頼 


