大阪府養護教育研究会会報

ホームページもご覧ください。http://fuyouken.visithp.jp/
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平成19年４月9日発行

５月号は

大阪府養護教育研究会

５月 14 日発

18年度会長 河田 安男

行予定です。

（藤井寺市立第三中学校）

今年８月７日（火）は府養研５５周年記念大会です。
大会ＨＰをご覧ください。

http://fuyouken.visithp.jp/55/

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１９年度
府養研総会
（会員であればどなたでも参加できます。）
平成１９年５月１０日（木）午後３時～５時
アウィーナ大阪
総会次第終了後、小田浩伸教授（大阪大谷大学助教授）の講演会があります。
詳細は添付の総会案内をご覧ください。

平成１９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。次年度役員になられる方、支部の予定を組まれる方、日程にご注意とご配慮を下さい。

第１回平成１９年 ６月１４日（木）午後３時～５時
アウィーナ大阪
第２回平成１９年 ９月 ６日（木）午後３時～５時
アウィーナ大阪
第３回平成２０年 １月１７日（木）午後３時～５時
アウィーナ大阪
支部長様からは支部計画の報告をお願いしております。ご予定ください。

府養研ＤＶＤ（研究紀要 2005-2006 年度版）を各校に配布します。
前後して府養研ＣＤも配布します。内容はほぼ同じですが、ＤＶＤの
方には小西順先生のソフトが入っています。CD/DVD の中身は本会
の活動報告、特別支援教育に関する論文、教室で活用可能なソフト
や画像、学習プリント、ニュースバックナンバーなどです。
詳細は、添付記事をごらん下さい。（広報部）
各支部から

中河内支部

東大阪養護学校

地域支援事業について

昨年度より、地域の障害児教育に携わっておられる東大阪市を中心とした中河内地域の小学
校、中学校の先生方を対象に相談支援活動を始めています。現在、肢体不自由児および知的
障害児の指導で悩んでおられることや、困っておられることなどについて、養護学校で分か
る情報をお伝えし、少しでもお役に立つことができればと思っています。詳しくは
http://www.osaka-c.ed.jp/higashiosaka-y/ の「地域支援事業について」をご覧ください。
他支部でも同様の地域支援事業が始まっているはずです。情報をお知りの方投稿ください。
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府養研ホームページの紹介 http://fuyouken.visithp.jp/
・ 本会主催の講演講習の内容を知ることができます。
・ ニュースの一括印刷版がアップされます。
・ 特別支援教育に関する最新情報が得られます。
・ 国や府、関係団体、親の会等とのリンク集や説明があります。
これから初めて特別支援教育に関わる方、推進されたい方の重要な情報源となります。ニュー
スと合わせてご利用下さい。

他団体から
１．第 10 回 大阪ムーブメント教育研究会 ご案内
平成 19 年 ４月 １４ 日（土） 14：00～16：00
会 場
大阪教育大学附属養護学校
内 容
参加費

教科学習におけるムーブメント教育の活用
500 円

養護学級での実践報告

おすすめリンク
本会リンク集 http://fuyouken.visithp.jp/linkoyakudachi.htm
をごらんになると、その他たくさんつながりますが、新年度に有用な一部を紹介します。
大阪府教育センター http://www.osaka-c.ed.jp/tokushiken/index.html
調査研究、リーフレットのダウンロード、取り組みなど
日本自閉症協会 http://www.autism.or.jp/ 自閉症の手引き（冊子ＰＤＦ）等をはじめ、各種関係
機関のリンク、ガイドプック等の紹介があります。
また、群馬県立榛名養護学校 小野圭三先生から、自閉症の子どもへの視覚支援用リンクを
提供いただきましたので、別紙添付します。絵カードづくりに新学期すぐ使えそうです。

書籍紹介
特別支援教育のための教材（カードをつかったゲーム）
「かなかなパズルゲーム」 著者 山田充 かもがわ出版
（説明）
拗音や、促音、濁音、半濁音などの表記などが上手くいかない子どもたちに １対１，あるいは少
人数指導で使用する教材。ひらがなが書かれたカードを配って、いろいろな言葉を作って勝負し
ます。拗音、促音が混じって入っているので、それを使って言葉を作ると得点が倍に。
http://www.kamogawa.co.jp/moku/syoseki/0077/0077.html
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平成 1９年４月９日
小中・養護学校長様
養護学級担当者 様
養護教育担当者 様
特別支援教育コーディネーター様
大阪府養護教育研究会
１８年度会長 河田 安男

総会のご案内
平素は養護教育推進のためご尽力を賜りありがとうございます。
さて、本年も下記のとおり、平成１9 年度大阪府養護教育研究会総会を開催いたします。
つきましては、ご多忙とは存じますが、なにとぞご参加いただきますようによろしく
お願い申し上げます。
記
日時： 平成１9 年５月１０日（木） 午後３時～５時
場所： アウィーナ大阪 ３階 生駒の間
所在地 〒543―0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町
19―12
電話
06-6772-1441
アウィーナ大阪のURLは以下です
http://www.awina-osaka.com/

議事終了後、講演会があります。

講師

小田浩伸教授（大阪大谷大学助教授）

＜講師に関する情報＞

教育福祉学部助教授の小田浩伸先生が監修された人権教育啓発映画がテレビ放映されます。講師役
で出演もされていました。朝日放送にて３月３０日に放映されました。
「アイム

ヒア

僕はここにいる 僕の歩み～発達障害とともに～」

（説明）知的に遅れはないものの、発達がアンバランスなために学校や社会の中で生きにくさを感
じ、苦しんでいる

“発達障害”の人たちのことを理解するとともに、どんな支援が必要であるかを

まなび、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現について考えるきっかけとする映画です。
※この作品は大阪府視聴覚ライブラリー［大阪府立中央図書館 内：06-6745-0170（代表）］に H19.4.1
から配置し、貸し出し（団体）が行われます。

大阪府養護教育研究会

研究紀要の説明

府養研ＤＶＤ（ＣＤ）の内容紹介
・本会の本部・各部の活動報告・支部の活動報告

講演講習の報告記事

・２００５年２００６年の研究論文
・有用な画像・フラッシュ等のプログラム（提供されたもの）
ｋａｎｚａｓｏｆｔ セレクト 神佐 博（石川県立七尾養護学校珠洲分校教頭）
・ ＪＫシュミレーションソフト 小西 順（府立岸和田養護学校） DVD のみ
・ 漢字学習プリント
宇留間 英一郎（東大阪市立高井田西小学校）
・ くるくるクリック（過去版とおなじもの）金子由紀子（箕面市立第五中学校）
・

今後もこのようなファイルを収録していきますので、投稿お願いします。
・作品展写真（今回は東大阪市の一部を収録しました。）投稿お願いします。
論文・執筆者は以下のとおりです。

なお所属は執筆当時のものです。

執筆者は各支部の規定と推薦により決定されます。
進んで執筆したいとお思いの方は支部役員（広報部）へ申し出て下さい。

支部

２００５年度研究紀要論文

執筆者

能勢町立
久佐々小学
校

豊能

高度難聴児を地域の学校で卒業させたい。
～中学年（３･４年生）の壁を乗り越えるために

三島

「もう ひとりで できるもん」
藤村 純子 摂津市立
～特別なニーズ（発達障害）を持つ子どもたちへの支 秦 美子
鳥飼西小学
援を考える～
山下 知子 校

中河
内

「おいしいお好み焼きはいかがですか」
柏原市立
益田 弘子
～自分たちで育てたキャベツで作ったお好み焼きを販
旭ヶ丘小学
宇野 啓子
売して～
校

南河
内

構音障害の子どもへの支援
～子どもが元気になる通級にしたい～

河内長野市
立
影山 哲也
小山田小学
校

堺

養護学校・養護学級における職場体験の取り組み

芦高美佐緒

泉南

自己選択・自己決定を目指した自閉症生徒への AAC 指
大阪府立
導の取組み
清岡奈津子 佐野養護学
～自立活動専任担当者と学級担任、及び保護者との連
校
携～
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難聴学級
担任団

所属

堺市立
大泉中学校

大阪府養護教育研究会

研究紀要の説明

2006 年度より、未発表のものについては大阪養護教育推進連盟の実践記録論文への応
募を推奨させていただいております。たくさんの方が受賞されました。
支部
豊能

２００６年度研究紀要論文

執筆者

特別なニーズ（ADHD／発達障害）がある子の 長谷川旬子
支援を考える
小西由紀子
不適応行動が多発していた小学２年生の発達
障害児への行動的アプローチ

三島

「きこえとことばの教室」のとりくみ
－対人関係スキルに着目した指導の試み－

中河 自閉症の子たちと学ぶ
内 ～養護学級における算数学習～

箕面市立南小学
校

多賀谷智子

島本町立第二小
学校

通級指導教室
児玉良一

枚方市立磯島小
学校

森岡比呂志

東大阪市立八戸
ノ里東小学校

－保護者・医療・学校の三者連携関係を作り
ながら取り組んだ事例－
北河
内

所属

南河 知的障害者施設との交流を通して共生の心を
政吉幹生
内 育む

河南町立白木小
学校

堺

特別支援教育と野外活動－
志村克己
自己肯定感と生活スキルの向上をめざして－

堺市立八下中学
校

泉北

チームによる特別支援の取り組み～
「気になる子」のニーズに応えるために～

高石市立東羽衣
小学校

泉南

シュミレーションソフトを使った生活体験学
小西順
習のあり方

佐藤英美 片岡
寿子 糸川静代

大阪府立岸和田
養護学校

以前の論文も収録していますのでご覧になれます。もくじの過去のファイルをご覧くだ
さい。
また、ニュースバックナンバーや５０周年記念誌のファイルも収録しています。
配布には日数がかかります。ＣＤとＤＶＤは前後して配布されると思います。
諸事情により、研究紀要の発行が２年ごととなってしまっております。今後毎年発行と
なるように努力いたします。
（府養研

本部書記

藤岡 ）
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自閉症の子のための視覚支援リンク
＜情報提供＞ 群馬県立榛名養護学校
特別支援教育コーディネーター
教諭 小野圭三

絵カードづくり用
新学期、発達障害や知的障害のお子さんのいる学級では、まず絵カードや写真カード
づくりを始めているのではないでしょうか。絵カードや写真カードづくりに役立つサイ
トを集めてみました。
(1)視覚支援のためのイラスト集
http://homepage2.nifty.com/kumanomi526/link/sikakuindex.htm
(2)自閉症シンボル・イラスト・絵カード
http://www7a.biglobe.ne.jp/~a-machi/irasuto/irasuto.html#hyoujyou
(3)絵カード館
http://www.kct.ne.jp/~skyblue/
(4)会話エイドシステム ピコットオンウエブ（ユーザー登録が必要）
http://picot.cs.shinshu-u.ac.jp/
(5)オリジナル PCS
http://homepage3.nifty.com/bo-ya/pcs/index.html
(6)日本語動詞の絵カード
http://home.hiroshima-u.ac.jp/mizumat/pictcards_j.html
(7)千里の道もどこまでも
http://web.mac.com/ja12c_love/iWeb/781E4FDE-DA6B-4657-A26F-3BA27373563A/A1300
AB6-6A85-46C1-A67C-F23F0BFF094E.html
(8)教育用画像素材集
http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/index.html
(9)知育カード・絵カード
http://www.sakunet.ne.jp/~hayaka1/cardasobi.html
(10)一般案内用図記号
http://www.ecomo.or.jp/symbols/symbol_index2.html
(11)ふゆき職業別イラスト
http://www.idea.gr.jp/
(12)食材イラストのデパート！

http://homepage1.nifty.com/NOM/start.htm
(13)特売屋（ジュースの画像）
http://www.tokubaiya.com/
(14)スーパー戦隊百科（男の子向き）
http://www.super-sentai.net/sentai/index.html
(15)寿司図鑑
http://www.zukan-bouz.com/zkanb/susizukan/susizukanmokuji.html
(16)トミカ（ミニカー）
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/lineup/regular/index.htm
(17)プラレール（鉄道模型）
http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/lineup/index.htm
(18)do2Learn（外国サイト）
http://www.do2learn.com/
(19)Cindy's Asutistic Support（外国サイト）
http://www.cindysautisticsupport.com/boardmakerfiles.html
(20)歯 科 用 写 真 ・ 絵 カ ー ド
http://www.geocities.jp/symyky1019/syashin.htm

検診・治療用

新年度になり、各種検診がはじまります。
知的障害のある子、自閉的な子は検診や治療を嫌がることがあります。
そこで、検診、治療に役立つサイトを集めてみました。
(1)心電図、レントゲン、採血の練習
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syoufuku/gyosei/goods.html
(2)歯医者さんに行こう（シミュレーション）
https://www.e-care-project.jp/HRC/entity/chiteki/index.html
(3)自閉症児とその家族のための歯科保健（歯科用写真・絵カード、発達障害の特性と
歯科治療、フッ素・キシリトール）
http://www.geocities.jp/symyky1019/Hattatu-Shogaiji-Mokuji.htm
(4)TEACCH の歯科診療の応用（構造化、歯科用写真カード・イラスト）
http://leo.or.jp/Dr.okazaki/tatsujin/teeachphoto.html
(5)歯の病気と健康（ダウン症のことが詳しくのっています）
http://www.dent8020.net/illust.html

(6)医療用絵カード（商品紹介）小児科診察、採血、耳鼻科診察、ＣＴスキャン、眼科
診察、レントゲン撮影 視力検査、身体測定、抑制、靴を脱ぐ
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/atoz3/ask/card/card.html
http://homepage3.nifty.com/afd/mousikomisyo.pdf#search='%E8%87%AA%E9%96%89%E7
%97%87%20%20%E7%9C%BC%E7%A7%91'
（申込用紙）
(7)受診サポート手帳（千葉県）
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syoufuku/gyosei/zyushin-support.html
(8)にじいろ手帳
http://homepage3.nifty.com/afd/niziiro.html
(9)耳鼻科通い日記
http://www.ne.jp/asahi/autism/sally-tree/subH00302.htm

JIS 絵記号

財団法人共用品推進機構のホームページからＪＩＳ規格の絵記号がダウンロードでき
ます。
３００種類ほどの絵記号がのっています。
ダウンロードして使用できます。
http://www.kyoyohin.org/06_accessible/060100_jis.php

