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大阪府支援教育研究会

草竹 幸一

会長

６月号は
６月２０日以
降発行予定

（阪南市立波太学校）

http://daishienken.visithp.com/
ホームページアドレスは変更になりました。
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。

大阪府支援研総会報告

詳細は添付記事をご覧ください。

平成２１年５月１４日、 アウィーナ大阪の４階金剛（東）の間にて大阪府支援研総会が行なわれました。
新会長は阪南市立波太小学校の草竹幸一校長です。
議事終了後、大阪府作業療法士会 事業部 発達部門代表

辻薫様の講演が行なわれました。

「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～」
なお、大支援研の今後の予定（役員総会）は以下です。

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

施設見学研修会案内

案内をご覧ください

参加費は無料 申し込み必要

２００９年８月２５日（火）13：30～16：00
見学先 大阪障害者職業能力開発校

http://www12.ocn.ne.jp/~tc-handi/

集合 大阪障害者職業能力開発校 玄関前 １３：２０ ＊車不可（駐車場は見学者は使えません）
大阪障害者職業能力開発校の見学（写真は不可）と質疑・応答を行ないます。
定員 40 名（大支援研行事部員を含む）
※大阪府立支援学校及び大阪府下（大阪市を除く）小・中学校の教師のみの参加とします。
※定員を超えた場合は、主催者で抽選させていただきますが、より多くの学校（支援学校の場合は、学部）から参加
していただけますよう、複数名の申し込みのあった学校から、まず、人数を減らさせていただきます。
申し込みは添付記事参照にてＦＡＸで ７月３日(金)締め切り（厳守） 参加の可否は、7 月 1７日（金）までに連絡

ICT

会

につい

開催日は 8 月 17 日（月）・18 日（火）9：30～17：00

会場は高槻市立芥川小学校です。

内容については、もうしばらくお待ちください。
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http://daishienken.visithp.com/
大阪府支援教育研究会ホームページでは、特別支援教育関係の資料やリンク集を用意しています。
以下は大阪府や府教育委員会が公開している資料・特別支援教育関連答申・報告・リーフレットなどの一覧の
一部です。その他、役立つ情報や関連する他のホームページ等へのリンク等充実しておりますので、ぜひ一度
ご覧ください。
大阪府教育委員会 「ともに学び、ともに育つ」障害教育の充実のために
大阪府教育委員会 高等学校におけるＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等のある生徒の理解と支援のために
大阪府教育委員会 全校で取り組む総合的な支援づくり（気づきから支援へ）
大阪府教育委員会 「ＬＤ、ＡＤＨＤ、アスペルガー症候群の理解と支援について」
大阪府教育委員会 平成 15・16 年度特別支援教育推進体制モデル事業報告
大阪府 特別支援教育体制推進事業について
大阪府 LD、ADHD、高機能自閉症等への取組
大阪府 「障害のある子どもの就学相談・指導の手引き」について
大阪府 障害のある子どもの就学相談・指導の手引き
大阪府 障害のある生徒に就労の機会を！その 1／その 2
大阪府教育委員会 知的障害のある生徒の高等学校受入れに係る調査研究（最終報告）

他団体記事紹介
ープ

（他団体が主催の講演会・研修です。）

ント

会
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内
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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。

発達障害児･者の性教育研究会 第１回例会」のご案内 案内添付
平成２１年６月２０日（土）

午後１時３０分～４時

大阪市長居障害者スポーツセンター ２階 会議室

資料代として５００円

誕生から始める全人的性教育 ＝ 障がい児の思春期を豊かにするために ＝
講 師

大阪人間科学大学名誉教授

服部 祥子 先生

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。
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平成 21 年 5 月号 総会報告

総会報告

大阪府支援教育研究会総会報告
平成２１年５月１４日

大阪府支援教育研究会総会が行なわれました。飯田副会長のあ

いさつから始まり、次に来賓の大阪府教育委員会支援教育課長の村上慶太郎様より祝辞を
いただきました。議長として池田市立呉服小学校の福本校長が選出され、その後、議事が
平成 20 年度事業報告、収支決算報告、会計監査報告と滞り無く進みました。今回の規約改
正は、第 3 条（事業）の２、従来は関係団体との連絡提携とある部分が、大阪府教育委員
会および関係団体との連携となったことです。本会と大阪府教育委員会は以前より協力連
携の立場ではありましたが、今回、それが明文化されたわけです。（大阪府教育委員会の支
援教育地域推進事業実施要項の中でも、事業の実施の項目の中で、府立支援学校及び市町
村が、各地域ブロック及び広域ブロックにおいて、必要に応じ、大阪府支援教育研究会と
連携し、研究・研修を実施する旨が記されております。）その後、平成 21 年度役員選出、
役員選出経過報告、新役員就任あいさつと議事は続きました。平成 21 年度新会長は阪南市
立波太小学校の草竹幸一校長先生です。さらに平成 21 年度事業計画（案）、予算（案）と
議事は続きました。全ての議事終了後は、大阪府作業療法士会事業部発達部門代表の辻薫
様より、「学校で生かす作業療法の視点～子どもの達成感につながる教材教具の工夫～」の
テーマで講演をいただきました。氏は自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達
障害、学習障害、ＡＤＨＤの発達障害のある人の福祉の増進に寄与するお立場から、ＪＤ
Ｄネットワークに加わり、協力活動しておられます。そして、通級指導教室または支援学
級での特別支援教育に関する教材・教具の工夫として、サポートツールの作成とサポート
ツールを使った実証研究をしてこられました。今回は、その実際について、わかりやすく
説明いただけました。ありがとうございました。

平成２１年（２００９年）５月１４日
大阪府支援教育研究会会員

様
大阪府支援教育研究会
会 長
草竹 幸一

施設見学研修会案内
今年度の大阪府支援教育研究会主催施設見学研修会は、大阪障害者職業能力開発校
のご協力を得て、下記の要領で実施させていただきます。
大阪障害者職業能力開発校は、職業能力開発促進法に基づき、国が設置し、大阪府
が委託を受けて運営する公共職業能力開発施設です。障がいのある方々が職業に必要
な技能や知識を習得して就職を目指し、職業的自立を図ることを目的にしておられま
す。現在、身体障がい者５クラス、精神障がい者１クラス、知的障がい者１クラスが
設置されています。今回の施設見学研修会では、職業訓練を見学させていただいたり、
就職に関する話を聞かせていただくことにより、障がいのある子どもたちへの教育や
支援のあり方など、参加者の皆様の実践に役立つヒントが得られるものと思います。
多数の申し込みをお待ちしております。

記
1．日時

２００９年８月２５日（火）13：30～16：00

2．見学先

大阪障害者職業能力開発校
大阪府堺市南区城山台５－１－３ ＴＥＬ０７２－２９６－８３１１
ＨＰ：http://www12.ocn.ne.jp/~tc-handi/

3．集合

大阪障害者職業能力開発校 玄関前 １３：２０
＊車不可（駐車場は訓練生のためのもので、見学者は使えません）

4．内容

1）訓練指導の先生の話
2）大阪障害者職業能力開発校の見学（写真は不可）
4）質疑・応答

5．定員

40 名（大支援研行事部員を含む）
※ 大阪府立支援学校及び大阪府下（大阪市を除く）小・中学校の教師の
みの参加とします。
※ 定員を超えた場合は、主催者で抽選させていただきますが、より多く
の学校（支援学校の場合は、学部）から参加していただけますよう、
複数名の申し込みのあった学校から、まず、人数を減らさせていただ
きます。

7．参加費

無料

8．申し込み

７月３日(金)締め切り（厳守）
※ 下記申し込み先まで、以下の内容を明記の上、Fax にてお申し込みく
ださい（下記申込書をご活用ください）
1）氏名
2）所属（支援学校は学部も明記）
3）連絡先（Fax 番号）
※ 件名は、必ず、
「大支援研施設見学研修会申し込み」でお願いします。
※ 参加の可否は、7 月 1７日（金）までに連絡させていただきます。

9．申し込み先

高石市立高陽小学校 喜多
Fax：072-265-1064

薫子（行事部書記）

------------------------------------------切り取り線--------------------------------------------

大支援研施設見学研修会申し込み
高石市立高陽小学校

喜多薫子宛（Fax：072-265-1064）

氏名

所属

学校
Fax 番号

連絡先
※支援学校は学部も記入して下さい。

学部

平成２１年５月９日
各位

様
発達障害児・者の性教育研究会
会
長
中 村
昭 代

「発達障害児･者の性教育研究会

第１回例会」のご案内

平素は本会の活動に対し、何かとご支援ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
平成２１年度の総会と第１回例会・講演会を、以下のように行いますのでご案内いたし
ます。
つきましては、ご多用中のこととは存じますが、是非ご参加下さいますよう、
ご案内申し上げます。
記
１．日

時

平成２１年６月２０日（土）
午後１時３０分～４時

２．場

所

大阪市長居障害者スポーツセンター ２階 会議室
大阪市東住吉区長居公園１－３２
０６－６６９７－８６８１
最寄り駅 地下鉄御堂筋線「長居駅」①番出口徒歩４分

３．内

容

誕生から始める全人的性教育
＝ 障がい児の思春期を豊かにするために

４．講

師

大阪人間科学大学名誉教授

服部

祥子

＝
先生

５．講師紹介及び内容の概要
今回は、精神科医（児童・青年期臨床）の服部祥子先生に、ご講演をして頂きます。
先生の著書『精神科医の子育て論』には、「子どもが幼小期から大人へと発達してい
くためには、乗り越えていかなければいけないハードルがいくつも存在する。その苦
しい試練を成熟へ進むように手助けし、自立性や自発性を身につけさせるのが親の仕
事である。」と書かれてあります。
服部先生には、平成９年にもご講演を頂きましたが、今回は精神科医であり母親で
もある先生から、子どもの育つ道筋、周りの人たちのかかわりについて、じっくりと
お話を聞かせて頂きます。
６．その他
正会員以外の方は、資料代として５００円頂きます。

