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来月にホームページアドレス変更予定しております。ニュースでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会で、活動予定の計画が承認されましたら、 

役員総会で計画が立てられていきます。 

5 月号では一部紹介できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

平成2１年４月３０日発行 

大阪府支援教育研究会 

会長  井崎 敏彦 

（豊中市立第１４中学校） 

５月号は 

５月２０日以

降発行予定 

大阪府支援研総会予定  平成２１年５月１４日  アウィーナ大阪  ４階 金剛（東）の間 

議事終了後、以下の記念講演を予定しています。 会員であれば、どなたでも参加できます。 

総会案内添付 

「学校で生かす作業療法士の視点 ～子どもの達成感につながる教材教具の工夫～」 

（社）大阪府作業療法士会 事業部 発達部門代表  辻 薫 様 

 

大阪府支援研役員総会予定   ２１年度本部・支部役員の方はご予定ください。 

第１回平成２１年 ６月１１日（木）午後３時～５時  アウィーナ大阪  ４階 金剛（東）の間 

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 生駒信貴の間 

大支援研ニュース
特別支援教育 

各支部より 

東大阪支援教育研究会中河内支援教育研究会 実践報告会 

２月１０日（火）３時から、東大阪市にある社会教育センターで中河内支援教育研究会の発表を兼ねた実践報告会

が行なわれました。今年度は東大阪市内の小学校３校が取り組みを報告されました。東大阪市立長堂小学校の小

西美里先生「仲よし学級の朝の会」 東大阪市立楠根小学校の高橋真由美先生「構造化のとりくみ」 東大阪市立

高井田東小学校の石塚秀子先生 「もっとしりたい、Ａさんのこと」がテーマでした。詳細については、ホームページ

に詳細記事があります。 

各種研修、講演会、施設見学会、実技研修会、 ADHD・ＬＤ、 

自閉症、ＩＣＴなどの教育プロジェクト、府教委・府教育センターとの

懇談等々、過去の活動は大支援研（府養研）CD-ROM やホームペ

ージをご覧ください。 

http://fuyouken.visithp.jp/index.html 

大支援研各部の予定 

２００８年研究紀要ＤＶＤ－ＲＯＭは現在作成中です。 ８支部の論文や支援教育関連の役に立つ情報、リンク等が

収録されています。作品展などの画像や教室で使える学習ソフトなども入っております。論文や作品展写真はＤＶＤ

内のみですが、それ以外の情報、リンク、学習ソフトのあるＨＰのＵＲＬ等はホームページからでも閲覧できます。 

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。 

お手数ですが、手入力でお願いします。（なお、来月には新アドレスに変更予定です。ニュースでお知らせします。） 

http://fuyouken.visithp.jp/index.html
http://fuyouken.visithp.jp
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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。） 

 

 

 

 

 

 

 

本研究会で紹介はしていますが、他団体主催の講演会・研修の問い合わせ等は当該団体にお願いします。 

便利なＨＰの紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷サンプル 

 

 

第 23 回大阪ムープメント教育研究会のご案内 案内添付 

  平成 21 年 6 月 13 日（土） 14：00～16：00 

  大阪教育大学天王寺キャンパスにて  参加費    500 円 

○ 大阪支部での研究会にご参加の皆さんに、各現場での実践を発表交流をし、共に学びあう研究会です。 

発表予定  小学校特別支援学級での取組み 特別支援学校での取組み 福祉施設での取組み 

その他    動きやすい服装でご参加ください。 

Ｈ．Ｍ．ＰＡＧＥ 「教材自動作成ソフト公開とサポート」のためのホームページの紹介 

http://www.hmpage.jp/ 

時計学習用プリントが作れる便利なソフトはないかと検索したところ、ここを見つけました。時計の試験問題を

普通に手作りするのは、かなり大変で、また、ニーズに合わせて、難易度をかえることができなければ、すぐに使

えなくなります。ここのソフトは特に特別支援教育用として作られているわけではありませんが、それらのニーズに

しっかりと対応し、充分特別支援教育用に活用できると思いました。時計以外に、漢字、計算はもとより、理科や

その他の問題があり、それぞれ難易度や出題範囲を選択し、解答も出すことができます。このような便利なソフト

がそれぞれ、またひとまとめのインストールＣＤとしても公開されています。管理者（作者）は長野県の先生です。

許諾いただけましたので、大支援研ＤＶＤにもインストールソフトを掲載予定です。 

＜内容＞ 

漢字プリント自動作成 発展型百ます計算 計算プリント自動作成 時計の学習 原子の種類と周期表 

http://www.hmpage.jp


平成２１年４月３０日 
小・中・支援学校長様 
支援学級担当者 様 
支援教育担当者 様 
特別支援教育コーディネーター様 

大阪府支援教育研究会 
会長 井崎 敏彦 

 
平成２１年度大阪府支援教育研究会総会案内 

 
平素は本研究会の活動にご理解、ご協力を賜りありがとうございます。 
さて、下記のとおり、平成２１年度大阪府支援教育研究会総会を開催いたします。 
ご多忙とは存じますが、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２１年５月１４日（木） 午後３時～５時 
会場  アウィーナ大阪    ４階 金剛（東）の間 

 
〒543―0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 19―12 
電話 06-6772-1441 

 
 
議事 

  
平成 20 年度事業報告 
平成 20 年度収支決算報告・会計監査報告 
規約改正 
平成 21 年度本部役員選出 選出経過報告 新役員あいさつ 
平成 21 年度事業計画案 
平成 21 年度予算案 

 
すべての議事終了後、 
 
「学校で生かす作業療法士の視点 ～子どもの達成感につながる教材教具の工夫～」

（社）大阪府作業療法士会 事業部 発達部門代表  辻 薫 様 

 があります。ぜひご参加下さい。 
 



第２３回 大阪ムーブメント教育 研究会のご案内 
                            

                    大阪ムーブメント教育研究会 （ ＪＡＭＥＴ 大阪支部 ）  
                                          代  表      金 川 朋 子 
                              
ムーブメント教育は、1977 年に小林芳文博士（和光大学教授）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。研究会の活動を通して、ムーブメント教育が大阪を中心として西日本でも大きく広がり仲

間がつながり、今年度は、平成 21 年 8 月 22 日（土）～23 日（日）に夏期セミナ―第４回大阪大会を開催

します。 
さて、今回は JAMET 大阪支部で取り組んできた研究会の仲間が、それぞれの現場で取り組んでいる

実践を交流し共に学び高めあう機会になればと考えています。 
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２１年６月 13 日（土） 14：00 ～ 16：00   

    
☆ 会 場  ：大阪教育大学 天王寺キャンパス  

 （ＪＲ 環状線 寺田町駅下車 徒歩 5 分） 
 
☆ 参加費  ：500 円 (当日 徴収いたします)              

 
≪第 20 回研究会の様子≫ 

☆ 内 容  ： 大阪支部での実践交流 （保育園  小学校  特別支援学校  福祉施設 他） 
               
 
☆ 申し込み先及び方法 
        ：JAMET 大阪支部   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。  

・問い合わせ等   JAMET 大阪支部 髙井照隆   090-9995-5223 
            
 

☆ ムーブメント教育 研修会(６月 13 日) 参加申し込み 
ご氏名（ふりがな） 所 属 名 連 絡 先 

 
  

 
 
 

TEL・FAX 
 
 
E-MAIL 
 
 

＊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。 

mailto:kogorou123@nifty.com

