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１２月号の発

大阪府養護教育研究会

行予定日は

会長 坂ノ上 泰博

１2 月 3 日。

（摂津市立第三中学校）

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。

お待たせしました！
府養研冬季教育講演会及びコンサートの案内

案内申し込み書添付

「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。

2008 年 1 月 26 日（土）１０：００～１６：３０ たかつガーデン 8 階多目的室「たかつ」
10:00 教育講演会 野尻千穂子さん 著書「今、命輝いて」「愛はばたいて」他
13:00 こころの歌コンサート リピート山中さん アルパム「地球のうた」「家族のうた」他
15:00 教育講演会 上甲 晃さん
著書「志のみ持参」「志高く生きる」他
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
2008年１月１６日（水） 午後２時～４時３０分

案内添付
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。
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特別支援教育関連情報

（情報提供

2007年11月号

本部書記田村）

○本年 9 月 28 日午後 3 時 40 分過ぎ（現地時間）、高村正彦外務大臣（当時）
が、国連本部内において、障害者権利条約に署名しました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h19/9/1175621_812.html
→障害者権利条約関連ページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
○文部科学省から下記パンフレットか公開されています
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/004.htm
パンフレット「特別支援教育」について
文部科学省では、障害のある全ての幼児児童生徒の教育の一層の充実を図るため、学校
における特別支援教育を推進しております。このたび、特別支援教育や発達障害等につい
てより多くの方に知っていただくため、標記パンフレットを作成しました。このパンフレ
ットはコピーフリーとなっておりますので、広くご活用ください。
○新しい学習学習指導要領のページが開設されています
新しい学習指導要領 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm
○「特別支援教育に関すること」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm
○平成 19 年度「高等学校における発達障害支援モデル事業」について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/06/07060608.htm
大阪府立枚方なぎさ高等学校、大阪府立佐野工科高等学校が、指定受けています。
○平成 19 年度「発達障害早期総合支援モデル事業」について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/06/07060609.htm
大阪府が指定を受けています。
大阪府（豊能町，池田市，豊中市，高槻市，八尾市，富田林市，大阪狭山市，泉大津市，泉南市）

資料（データ、通知、答申、報告書等） のページに
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material.htm
※「特別支援教育支援員」を活用するために（パンフレット）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/002.pdf
特別支援教育関係 ボランティア活用事例集
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/012.htm
柏原市の事例が紹介されています。
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支部から
中河内養護教育指導技術研修会
９月５日（火）２時３０分より開催。今年度は柏原市立国分小学校の体育館で行われました。大阪府立佐野
養護学校の辻内俊哉先生が講師として来てくださり、「肢体不自由児にかかわらずダウン症や自閉症児に
もできる身体活動について」という内容で講演されました。詳細はホームページにアップ予定です。

中河内中学校スポーツ大会
11 月 7 日、柏原市立柏原中学校にて、東大阪市、八尾市、柏原市の中学校の養護学級と八尾市立特
別支援学校の子どもたちが卓球とポーリングの腕前を競い合いました。樟蔭東高等学校の女子生徒
もボランティアで多数参加いただきました。詳細はホームページにアップ予定です。

１． 特別支援教育研究開発校 五領小学校の最終報告案内
12 月 6 日（木）10：45～17：00
10：45～11：30 公開授業 五領小学校にて
13：30～17：00 全体会 高槻現代劇場中ホール
参加費 1000 円
http://www.takatsuki-osk.ed.jp/goryosyo/
２．ATAC カンファレンス 2007 の案内 http://www.e-at.org/atac/2007_12/index.html
2007 年 11 月 30 日（金）～ 12 月 2 日（日）
11 月 30 日（金）プリカンファレンス
12 月 1 日（土）メインカンファレンス
12 月 2 日（日）メインカンファレンス
京都市勧業館 「みやこメッセ」[http://www.miyakomesse.jp/]
〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町 9-1
３．ムーブメント教育研修会の案内 案内申込書添付
横浜国立大学教授 小林芳文氏による講演、実技の研修会
平成１９年 １２月 １ 日（土） 14：00 ～ 16：30
池田市立あおぞら幼稚園 （池田市立秦野小学校 体育館）
参加費 ：2,000 円
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平成１９年１１月５日
大阪府養護教育研究会
会長

坂ノ上

泰博

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
１０時００分

９時３０分

教育講演会＝一部＝
野尻千穂子さん

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

こころの歌コンサート

１３時００分

リピート山中さん
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
１５時００分

休憩

教育講演会＝二部＝
上甲

晃さん

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。

１６時４５分
□

会場

終了

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、
1）氏名・2）所属・3）連絡先（Fax またはメール）・4）参加講演
を明記の上下記申込先にに Fax またはメールにてお申込み下さい。
件名は、「府養研冬季教育講演会参加申込み」でお願いします
（１）申込先
大阪教育大学附属特別支援学校 大島昇宛
＜Fax＞
０６－６７０８－２３８０
＜メール＞
（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----------------------------------------------------

府養研冬季教育講演会参加申込み
大阪教育大学附属特別支援学校
ＦＡＸ

０６－６７０８－２３８０

氏名
所属
（Fax または mail）

連絡先
教育講演会＝一部＝

野尻千穂子さん

参加講演会
参加される
ものに○印

こころの歌コンサート
教育講演会＝二部＝

大島昇宛

リピート山中さん
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

２

会 場

平成２０年１月１６日（水）
（受付：午後１時３０分～）

午後２時～４時３０分

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

５ 申込み
６

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。

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

ムーブメント教育 研修会のご案内
横浜国立大学教授 小林芳文氏による講演、実技の研修会
大阪ムーブメント教育研究会 （ ＪＡＭＥＴ 大阪支部 ）
代 表
金川朋子 （大阪教育大学附属特別支援学校）
ムーブメント教育は、1977 年に横浜国立大学教授・小林芳文博士によって、初めてわが国に紹介され
ました。『人間尊重』の教育を基本理念として、子どもの自主性･自発性を重視し、究極的には子どもの『健
康と幸福感の達成』をめざしています｡この素晴らしいムーブメント教育について、ともに勉強し、日々の教
育実践に反映させ、楽しいムーブメント教育を広げていきたいと考え、2005 年 10 月から大阪でも研究会
をスタートしました。今年 8 月には、第 2 回大阪セミナーが開催され、ムーブメントが大阪を中心として西日
本でも大きく広がり仲間がつながってきています。
今度は、ムーブメント教育 第一人者である小林芳文先生(横浜国立大学教授、日本ムーブメント教育・
療育協会会長)をお招きし、講演・実技をしていただくことになりました。
今回は、初めて幼稚園の子どもさん、保護者のみなさまにご協力を頂き、公開ムーブメント教室を行い、
研修を深めていきたいと計画しております。
ムーブメント教育に興味をもたれている方、もっと勉強してみたいと思われる方、ぜひ参加してください｡
また、まだムーブメント教育を知らない方々も仲間でおられたらぜひお誘いください。
☆ 日 時

：平成１９年 １２月 １ 日（土） 14：00 ～ 16：30

☆ 会 場

：池田市立あおぞら幼稚園 （池田市立秦野小学校 体育館）
大阪府池田市畑１丁目１－１ 電話・ＦＡＸ： ０７２－７５１－９５５４

☆ 講 師

：小林芳文先生

横浜国立大学教授 日本ムーブメント教育・療育協会会長

☆ 参加費 ：2,000 円 (当日 徴収いたします)
☆ 最寄の駅 ：阪急電鉄池田駅下車 阪急バス秦野小学校前下車 徒歩 2 分
＊13：10 発 → 13：18 着 13：40 発→13：48 着
＊駐車場はありませんので、よろしくお願いします。
☆ 申し込み先及び方法
：金川朋子 自宅 ＦＡＸ ０７２－３６７－０７１３
：Ｅ－ＭＡＩＬ kogorou123@nifty.com
：下記の申込書にご記入の上ＦＡＸ、もしくはメールでお申し込みください。
☆大阪ムーブメント教育研究会ホームページ http://homepage2.nifty.com/osaka-movement/
☆ その他
・動きやすい服装でご参加ください。 体育館シューズをご用意ください。
・問い合わせ等
金川朋子（大阪教育大学 附属特別支援学校）
学校ＴＥＬ ０６－６７０８－２５８０
学校 ＦＡＸ ０６－６７０８－２３８０
携帯
０９０－９９８４－１１８３
自宅 ＦＡＸ ０７２－３６７－０７１３

☆ムーブメント教育
ご氏名（ふりがな）

研修会(12 月１日)

参加申し込み☆

所 属 名

＊複数枚必要な場合は、おそれいりますが、コピーをしてお申し込みください。

連 絡 先

