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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。

大阪府支援研役員総会予定

本部・支部役員の方はご予定ください。

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 生駒の間

ICT 活用夏期講座 「9 月から役立つ ICT 活用」 添付資料あり 申し込み状況はＨＰで確認
開催日 8 月 17 日（月）・18 日（火）9：30〜17：00

会場 高槻市立芥川小学校

詳しい説明は資料をご覧ください。必要な機材、準備物が必要な講座があります。申し込みはなるべくメールで。
Ａ

簡単Flashアニメーション講座 定員10名

講師：糸川美和子先生 (部分参加不可）（要：パソコン持参）

Ｂ

あなたも作れるFlash教材 定員10名講師：神佐 博 先生(部分参加不可）（要：パソコン持参）

Ｃ

はじめてのPremiere Elements 定員10名講師：奥村政則先生 (部分参加不可）（要：パソコン持参）

Ｄ

製作講座Ⅰ 簡単なスイッチ 定員20名

講師：金森克浩先生・禿

嘉人先生・外山世志之先生

谷本式慶先生

（材料費1200円）
Ｅ

製作講座Ⅱ シャッター押し装置製作 定員20名講師：禿

嘉人先生・外山世志之先生・谷本式慶先生

（材料費2500円必要）
Ｆ

ワンチップマイコンを使った教材の開発と応用 定員10名

講師：田中敏弥先生 （材料費：2500円）

Ｇ

マルチメディア図書であるデイジー（DAISY）を体験してみませんか？講師：奈良デイジーの会 （資料代：500円)

Ｈ

視覚支援ワークショップ （本講座のみ10：30〜12：30)講師：大前洋介先生

Ｉ

映像教材を使った楽しい音楽指導

〜その実際と、すぐ使えるネタ講習（歌・ダンス・ドラム）〜

講師：園田葉子先生・園田政則先生
Ｊ

わかりやすい数学をめざして

〜「Free回転体forWin32」の活用〜

講師：坂梨 知先生

Ｋ

一緒に考えてくださいませんか（講義とシンポジューム)講師：大西俊介さんほか

Ｌ

視覚シンボルを使うための基礎的な指導方法〜選択行動から要求表出までの指導方法を考える〜
講師：槇場政晴先生

Ｍ

支援機器に関する最新情報

講師：金森克浩先生

Ｎ

人工知能の研究者が発達障がい者支援について本気出して考えてみた講師：小川修史先生

Ｏ

ICT活用プチネタ集〜日々のちょっとしたネタを持ち寄って〜
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施設見学研修会案内

申し込みは締切りました

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）
※ 申し込みは既に締め切っております。

参加の可否は、7 月 1７日（金）までに連絡されています。

実技研修会 夏の教材製作講習会 のご案内
各教材ごとに 定員３０名、先着順受付
案内は配布済
締切延長
７月２８日（火）まで
平成２１年 ８月１０日（月） １０時〜１６時
講師

アウィーナ大阪

葛城、信貴の間

象の会 （内藤 壽・松永 榮一・朝井 翔二 各先生）「象の会」 http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai/

午前 教材紹介（今までの作品、今回製作のもの）
（昼食、休憩）
午後前半 実技講習前半

Ａ．数字の歌

午後後半 実技講習後半

Ｂ．QQ ペン 受付終了

Ｄ．ぱたぱた

Ｅ．雨樋くす玉

Ｃ．吹き矢

Ｆ．かなコロリン

☆大支援研のＨＰの受付ページよりお申し込みください。
http://daishienken.visithp.com/postmailjitsugi/postmail.html が受け付けページです
フォームに従い、必要事項を入力してください。 申し込み状況はＨＰで確認できます。

LD 教育プロジェクト「講演会」開催のお知らせ 案内配布済
平成２１年８月２８日（金）午後２時 30 分〜４時 30 分

参加費無料 申し込み不要

大阪狭山市文化会館（ＳＡＹＡＭＡ

ＨＡＬＬ）

「アスペルガー症候群の子どもたち−コミュニケーションの特徴と支援のあり方−」
講師 大阪府立大学人間社会学部社会福祉学科准教授 里見恵子先生

各支部より
中河内支部
平成２１年度

大阪府支援教育研究会

中河内支部

総会

２００９年６月５日（金） 八尾のプリズムホールにおいて平成２１年度 大阪府支援教育研究会 中河内支部総会
が開かれました。総会当初には先生方の出足も今ひとつでしたが、後半には会場がほぼいっぱいになり充実した総
会となりました。総会終了後、大阪大谷大学准教授 小田浩伸先生による「特別支援教育の充実をめざして 〜ひと
りひとりの教育ニーズに応じた指導のあり方〜」をテーマに、記念講演が行われました。
柏原市支援学級交流校外学習
６月１１日（木）１２日（金）の２日間にわたって、柏原市支援学級交流校外学習が行われました。
行き先はアミティ舞洲。小中学校１６校の児童生徒、教員、介助員あわせて２０１名が参加しました。
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他団体記事紹介
第2回
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（他団体が主催の講演会・研修です。問い合わせ等は当該団体に直接お願いします。）

大阪視覚障がい教育研究会(夏の講演会)

平成２１年８月２７日（木） 午後２時から午後５時

大阪視覚障がい教育研究会主催

案内とちらし添付

大阪府教育センター 別館 5 階 第 13 研修室
講演「弱視教育のさきがけ」

医療法人湖崎会理事長 湖崎 克 氏

○臨時総会 「会計と平成 21 年度予算について」
○第 84 回全日本盲学校教育研究大会レポート ○情報交換会
対象は府内の弱視学級設置校の関係教職員、大阪市立視覚特別支援学校及び大阪府立視覚支援学校の
教職員その他、府内の視覚障がい教育に関心をお持ちの教職員です。

一人ひとりの発達と健康を支えるムーブメント教育・療法実践講座 大阪大会
くわしくは、添付記事をご覧ください。
平成 21 年 8 月 22 日(土)〜23 日(日）
受講料

一般 10,000 円

大阪国際会議場 1003 会議室

協会会員 9,000 円

和光大学 小林芳文先生が来られて、直接ご指導をいただきます。

ワンステップセミナーｉｎ大阪

（おめめどう主催）申し込みは締め切っています。

〜自閉症児のコミュニケーションのサポート〜
おめめどうは、自閉症・発達障害の人たちを支援するグッズやサービスを提供している会社です。
２００９年８月２日（日）開場９：４５ １０：００〜１５：３０
●会場：新大阪丸ビル新館 大阪府大阪市東淀川区東中島 1-18-27 JR 新大阪駅 駅前 徒歩２分
/★おめめどうのことは★

ホームページ：http://omemedo.tanba-sasayama.com/
携帯サイト：http://bemss.jp/omeme/
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平成21年（2009年）7月21日
大阪府支援教育研究会会員 様
特別支援教育関係者 様
大阪府支援教育研究会
会 長
草 竹 幸 一

大支援研ICT活用プロジェクト夏期講座案内
大阪府支援教育研究会ICT活用プロジェクト夏期講座を下記の要領で実施いたします。
多数のご参加をお待ちしております。
記
1．テーマ

9月から役立つICT活用

2．日時

8月17日(月)・18日(火) 9：30～17：00

3．会場

高槻市立芥川小学校

http://www.takatsuki-osk.ed.jp/akutagawa/

高槻市真上町一丁目2番3号 Tel 072－682－1404
JR東海道本線高槻駅下車 北西約500m
※駐車場はありません、公共交通機関をご利用下さい
※上履きをご用意下さい

4．参加費

無料（ただし、材料費等が必要な講座があります）

5．定員

各講座先着順で定員まで受け付け：申し込み状況をHPでお知らせします

6．申し込み

下記申し込み先まで、以下の内容を明記の上、
e-mailまたはfaxにてお申し込みください。（HPからも申し込み可）
1）氏名・所属

2）連絡先（e-mail、または fax）

3）参加希望講座記号

4）懇親会参加の有無（17日講座終了後）

※件名を「大支援研ICT活用夏期講座申し込み」でお願いします
※参加をお断りする場合を除いて、受付受諾等の連絡はいたしません。
7．申し込み先
問い合わせ

田村真一（高槻市立芥川小学校）
e-mail ict2009※daishienken.visithp.com（※を＠にお変え下さい）
fax
072‐682‐1407
※問い合わせはできる限り、e-mailにてお願いします。
なお件名を「大支援研ICT活用夏期講座問合せ」でお願いします。

8．講座
講座は、両日とも午前の部（AM）9：30～12：30（講座Hのみ10：30～12：30）、午後
の部（PM）14：00～17：00で設定しておりますが、講座によっては、複数の時間帯にまた
がるものもございます。またパソコン等を持参していただかなければならない講座がありま
す。各講座の時間帯や必要なものをご確認のうえ、参加講座をお選びください。
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講座一覧
※講座内容概略（本案内後半やHP）に必要な物などが書かれてます。必ずご覧下さい。
※詳細がまだ未確定の講座もあります。決まり次第HP UPします。HPもご確認下さい。
講
記号

講

17日(月)

座
座

名

AM

PM

○

○

18日(火)
AM

PM

○

○

○

○

○

○

A

簡単Flashアニメーション講座
定員10名
講師：糸川美和子先生 (部分参加不可）（要：パソコン持参）

B

あなたも作れるFlash教材
定員15名
講師：神佐 博 先生(部分参加不可）（要：パソコン持参）

C

はじめてのPremiere Elements
定員10名
講師：奥村政則先生 (部分参加不可）（要：パソコン持参）

D

製作講座Ⅰ 簡単なスイッチ
定員20名
講師：金森克浩先生・禿 嘉人先生・外山世志之先生
谷本式慶先生
（材料費1200円）

E

製作講座Ⅱ シャッター押し装置製作
定員20名
講師：禿 嘉人先生・外山世志之先生・谷本式慶先生
（材料費2500円必要）

F

ワンチップマイコンを使った教材の開発と応用 定員10名
講師：田中敏弥先生
（材料費：2500円）

G

マルチメディア図書であるデイジー（DAISY）を体験してみ
ませんか？
講師：奈良デイジーの会
（資料代：500円)

○

H

視覚支援ワークショップ
講師：大前洋介先生

○

I

映像教材を使った楽しい音楽指導
～その実際と、すぐ使えるネタ講習（歌・ダンス・ドラム）～
講師：園田葉子先生・園田政則先生

○

J

わかりやすい数学をめざして
～「Free回転体forWin32」の活用～
講師：坂梨 知先生

○

K

一緒に考えてくださいませんか（講義とシンポジューム)
講師：大西俊介さんほか

L

視覚シンボルを使うための基礎的な指導方法
～選択行動から要求表出までの指導方法を考える～
講師：槇場政晴先生

○

M

支援機器に関する最新情報
講師：金森克浩先生

○

N

人工知能の研究者が発達障がい者支援について本気出して考
えてみた
講師：小川修史先生

○

O

ICT活用プチネタ集
～日々のちょっとしたネタを持ち寄って～

（本講座のみ10：30～12：30)
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○

○

○

○

○

9．懇親会

17日（月）の講座終了後、懇親会を予定しております。
（参加費実費で、会場は当日お知らせいたします。）
参加いただける方は、申し込み時にお知らせください。

10．備考

※ICT活用夏期講座HP
http://daishienken.visithp.com/kenkyukai/ict09.htm
※定員に満たない講座は、当日参加も可能です
HPの参加者状況をご覧確認ください。
ただし、準備の都合がありますので、できる限り、8月10日までに事前申
し込みをお願いします。
※定員を超えた場合を除いて、参加の可否の連絡をいたしません。
※講座ABCJは、「要：パソコン持参」です。
講座内容詳細の備考欄をご確認のうえ、指定の条件のパソコンをご持参
下さい。
※各講座の会場(教室)は、当日受付にてお知らせいたします。
※上履きをご持参下さい。
※靴は、靴袋をご用意しますので、会場に持ってお入りください
※校内に駐車ができません。
公共交通機関をご利用いただくか、民間の駐車場をご利用下さい。
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大支援研ICT活用プロジェクト夏期講座各講座内容概略
各講座内容の概略です。備考欄には、参加に必要な機器や持参するもの等の記載がございま
すので、よくお読みください。

講座 A

17日(月）9：30～17：00（部分参加不可）

講座名

簡単Flashアニメーション講座 （要：パソコン持参）

講師

糸川 美和子 先生（大阪府立堺支援学校教諭）

定員

10名

内容＆紹介
「かんたんWebアニメーション2」を使った、Flashアニメーションの製作実習です。
備考
※「かんたんWebアニメーション2」をインストールしたパソコンをご持参下さい。
http://www.cyberfront.co.jp/title/kwa/ から、無料版がダウンロードできます。
FlashPlayer9以上をあわせてインストールする必要があります。また、各人のパソコン
で動作することを確認の上で申し込んで下さい。
以前のバージョンをお持ちの方は、最新版をインストールされる必要はありません。

講座B

17日(月)14：00～17：00・18日(火)9：30～17：00
（部分参加不可：全ての時間帯にご参加下さい））

講座名

あなたも作れるFlash講座 （要：パソコン持参)

講師

神佐 博 先生（石川県立七尾養護学校輪島分校教頭）

定員

15名

内容
Webページでは、Flashを使った自作教材が数多く公開されています。子どもたちに使っ
ていて、「自分も作ってみたい」と思われませんか。テンプレートを準備していただきます
ので、難しそうと思わず一度ご参加ください。きっと広がる世界があると思います。
今回は、音楽の授業で使えるカラオケソフトがメインの製作講座です
備考
y Adobe Flash の製品版または、体験版をインストールしたパソコンをご持参ください。

Adobe Flash（http://www.adobe.com/jp/products/flash/）
y 神佐先生のサイト「Flash学習教材・製作qee Site」http://kanza.qee.jp/

講座 C

18日(金）9：30～17：00 （部分参加不可）

講座名

はじめてのPremiere Elements

講師

奥村 政則 先生（大阪府立羽曳野支援学校教諭）

定員

内容＆紹介
活動の記録や作業の説明などのためにビデオを使いたいと思いませんか?
今回は Premiere Elements を使って、ビデオ編集やDVD作りを試みます。
備考
※参考資料 工学社「はじめてのPremiere Elements 7.0」勝田有一朗著 2625円
http://www.kohgakusha.co.jp/books/detail/978-4-7775-1410-6
※Premiere Elements をインストールした、DVD書き込み可能なパソコンをご持参下さい。
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10名

講座 D

17日(月) 9：30～12：30

講座名

製作講座Ⅰ かんたんなスイッチ作成

講師

金森 克浩 先生（国立特別支援教育総合研究所教育研修情報部総括研究員）
禿 嘉人 先生（東京都立城南特別支援学校教諭）
外山 世志之 先生（東京都立光明特別支援学校教諭）
谷本 式慶 先生（東京都立八王子東特別支援学校教諭）

定員

20名

内容＆紹介
スイッチ一つで広がる世界があります。あなたもスイッチを製作してみませんか
備考
※材料費：1200円が必要です。当日徴収します。
※講師の皆さんが所属するマジカルトイボックスのHP http://www.magicaltoybox.org/

講座 E

17日(月) 14：00～17：00

講座名

製作講座Ⅱ シャッター押し装置製作

講師

禿 嘉人 先生（東京都立城南特別支援学校教諭）
外山 世志之 先生（東京都立光明特別支援学校教諭）
谷本 式慶 先生（東京都立八王子東特別支援学校教諭）

定員

20名

内容＆紹介
文字通り、シャッター押し装置の製作です。使い方はあなた次第
備考
※材料費：2500円が必要です。当日徴収します。
※講師の皆さんが所属するマジカルトイボックスのHP http://www.magicaltoybox.org/

講座 F

18日(火) 9：30～17：00

講座名

ワンチップマイコンを使った教材の開発と応用

講師

田中 敏弥 先生（大阪市立住之江特別支援学校教諭）

定員

10名

内容＆紹介
前半では、アトメル社のATtiny2313を使い、ラジコンのサーボモーターの動作角度や速
度をコントロールする装置を作ります。製作には、半田づけを使わず、工作が簡単な、ブレ
ッドボードを使用します。サーボモーターは、小型で力が強く、手指の動作の代わりに使え
ます。
後半は、この装置でどんな活動ができるか、一緒に考えていきたいと思います。
備考
※材料費：実費（約2500円）となります。当日徴収します。

講座 G

17日(月) 9：30～12：30

講座名

マルチメディア図書であるデイジー（DAISY）を体験してみませんか？

講師

奈良デイジーの会

定員

30名

内容＆紹介
ＬＤ，ディスレクシアなどの読むことに困難のある方の負担を軽減する、マルチメディア
図書デイジーを紹介し、参加者に体験していただきます。ぜひ、あなたの目で見て、耳で聴
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き、手で触れて確かめてください。
「こんな便利な物があったのか！」「これなら使える！」きっと新しい世界が開けるはず
です。
DAISYとは、Digital Accessible Information Systemの略で、日本では「アクセシブルな
情報システム」と訳されています。。
備考
※奈良デイジーの会 http://www.gsk.org/

講座 H

17日(月) 10：30～12：30（開始時間が異なります）

講座名

視覚支援ワークショップ

講師

大前洋介先生（神戸市立青陽東養護学校教諭）

定員

30名

内容＆紹介
ピクトプリントやPMLSの基本的な機能紹介と、それを活用しての教材作り演習をしま
す。演習では、コミュニケーションブック、スケジュール表、VOCAに使えるシートなどを
製作します。
（１）10:30～11:20 ピクトプリント を使ってみよう。
（２）11:30～12:30 PMLSを使ってみよう。
PMLSはシンボル画、スケッチ画、写真、背景画を搭載しているソフトウエアです。
備考
※10時半から（１）（２）の2部制でおこないます。どちらかだけの参加も可能です。
※4台のパソコンで演習しますので、4グループに分かれていただきます。
※ピクトプリント http://www.com-friend.co.jp/pdf/PIC-SYMBOL_soft.pdf
※PMLS http://www.com-friend.co.jp/pdf/PMLScatalog.pdf

講座 I

17日(月) 9：30～12：30

講座名

映像教材を使った楽しい音楽指導
～その実際と、すぐ使えるネタ講習（歌・ダンス・ドラム）～

講師

園田葉子先生（大阪府立豊中支援学校教諭）
園田政則先生（大阪府立吹田支援学校教諭）

定員

30名

内容＆紹介
前半では大阪府立豊中支援学校での自作DVDを使った音楽活動の様子を、「教 育音楽４
月号」（音楽之友社）の「音楽・子ども・生き生き！ マイ・スクール・大阪」コーナーで
紹介された 記事をもとにしてお話していただきます。
そして、後半はネタの実技指導です。さっそく覚えて持って帰ってください！
備考
※実習があります。動きやすい服装でご参加下さい

講座 J

17日(月) 9：30～12：30

講座名

わかりやすい数学をめざして
～「Free回転体forWin32」の活用～(要：パソコン持参)

講師

坂梨 知先生（高槻市立柳川中学校教諭）

定員

30名

内容＆紹介
坂梨先生に、通常の学級の数学の授業でのICTの活用のようすをお話ししていただきま
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す。教科書と頭の中だけではイメージが難しい回転体。「Free回転体 for Win32」を活用す
ることで、よりわかりやすい授業に。そこですくわれる子どもたちがいます。
後半は、創作コンテンツの紹介と実際に教材にふれていただきます
備考
※「Free回転体 for Win32」をインストールしたパソコンをご持参下さい。
http://homepage1.nifty.com/heroicus/kaiten32/kaiten32index.htm。

講座 K

17日(月) 14：00～17：00

講座名

「一緒に考えてくださいませんか。」（講義とシンポジューム）

講師

大西 俊介さん（ぴーすの支援センター）他

定員

100名

内容＆紹介
前半講義、後半シンポジューム形式で行ないます
講義「障害支援の基礎知識 ～最近思うこと～」
講師：大西 俊介さん（ぴーすの支援センター）
シンポジューム「みんなで考えませんか？～ＩＣＴの先に有るもの」
コーディネーター ＴＭハレーションさん
シンポジスト
大西 俊介さん（ぴーすの支援センター）
奥平 綾子さん（ハルヤンネさん：おめめどう）
宮崎 美和子さん（こころ工房）
金森 克浩さん（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）
中園 正吾さん（JOHNAN株式会社 福祉事業部）
小川 修史さん（兵庫教育大学大学院学校教育研究科）
石原 洋さん（アクセスインターナショナル）
大島 友子さん（Microsoft）
備考
※シンポジストの皆さんの関連HP
ぴーすの支援センター http://p-s-sakai.net/p-sen1.html
おめめどう http://omemedo.tanba-sasayama.com/omemedoutop.html
こころ工房 http://kokorokoubou.com/
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 http://www.nise.go.jp/
ぽんぽんらんど http://www.ponpon-land.com/
もしも‥の研究所（小川さん個人ブログ） http://blog.livedoor.jp/ogatti21/
アクセスインターナショナル http://www.accessint.co.jp/
Microsoft accessibility http://www.microsoft.com/japan/enable/default.mspx

講座 L

18日(火) 9：30～12：30

講座名

視覚シンボルを使うための基礎的な指導方法
～選択行動から要求表出までの指導方法を考える～

講師

槇場 政晴 先生（大阪府立茨木支援学校教諭）

定員

30名

内容＆紹介
コミュニケーションが取れるようになるためには、どのような力を育てればよいのか参加
者の方と一緒に考えたいと思います。そして、子どもたちが視覚シンボルやサインなどが使
える様になるためには、どのような支援をすればいいのか考えたいと思います。
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講座M

18日(火) 9：30～12：30

講座名

支援機器に関する最新情報

講師

金森 克浩 先生（国立特別支援教育総合研究所教育研修情報部総括研究員）

定員

30名

内容＆紹介
支援機器に関する最新情報を紹介していただきます。
備考
※独立行政法人国立特別支援教育総合研究所HP：http://www.nise.go.jp/

講座 N

18日(火) 9：30～12：30

講座名

人工知能の研究者が発達障がい者支援について本気出して考えてみた

講師

小川 修史先生（兵庫教育大学大学院学校教育研究科

定員

30名

助教）

内容＆紹介
人工知能を専門とする研究者＠おがっちが発達障がい者支援について本気出して考えてみ
た。人工知能と発達障がい者支援。一見、無関係そうな両者だが、おがっちの頭の中でカレ
ーうどんの如く絡まりあう。すると「本当に大切なこと」が見えた。詳細は会場にて。
備考
※小川修史先生のHP 「もしも…の研究所」 http://blog.livedoor.jp/ogatti21/

講座 O

18日(火) 14：00～17：00

講座名

ICT活用プチネタ集
～日々のちょっとしたネタを持ち寄って～

話題提供

参加者の皆さん

定員

30名

内容＆紹介
日々の授業や学校の中で、ちょっとしたICTの活用。そんなネタをみんなで持ち寄って、
共有しませんか。ほんのささやかなものでもそれがお互いのヒントにつながるのでは。
備考
※ちょっとしたネタを持ち寄ってください。
※実物、写真、コンテンツ、共有できるものがあればご持参下さい
※著作権処理できているものは、CDに焼いて持ち帰ることも
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㻌
㻌
䛆᪥㻌 䛇㻌 ᖹᡂ 㻞㻝 ᖺ䠔᭶ 㻞㻣 ᪥㻔ᮌ㻕㻌 ༗ᚋ䠎䡚䠑㻌
䛆㻌 ሙ䛇㻌 㜰ᗓᩍ⫱䝉䞁䝍䞊㻌
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䛆ᑐ㻌 ㇟䛇㻌 ᗓෆ䛾どぬ㞀䛜䛔ᩍ⫱䛻㛵ᚰ䛾䛚ᣢ䛱䛾ᩍ⫋ဨ㻌
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䛆䛭

䛾
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