平成 22 年（2010 年）８月４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
左近 洋二
（枚方市立香里小学校 校長）

大支援研 ICT 活用プロジェクト夏期講座２次案内
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（火）、18 日（水）9:30～17:00

３．会

場

大阪府立寝屋川支援学校 http://www.osaka-c.ed.jp/neyagawa-y/
〒572-0854
大阪府寝屋川市寝屋川公園 2100 番地 TEL: 072 (824) 1024
■JR 学研都市線（片町線）をご利用の方
•「東寝屋川」駅下車 西北へ約 1 ㎞
•「星田」駅下車 西へ約 1.2 ㎞
■京阪電鉄をご利用の方
•「寝屋川市」駅前より 京阪バスで「大阪病院前」下車
•「枚方市」駅前より京阪バスで「大阪病院前」下車

西へ 500m

西へ 500m

※できる限り公共交通機関でのご来場をお願いします。
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

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。

員

６．申し込み

下記申込先まで、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。
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 日講座終了後開催）
（※会場予定 東寝屋川駅近辺のお店）
７．申し込み先 平峰 厚正（泉南郡熊取町立西小学校）
問い合わせ
fax：072-452-2962
e-mail：ict2010@daishienken.visithp.com
※問い合わせはできる限り、e-mail にてお願いします。
なお件名は「大支援研 ICT 活用夏期講座 問い合わせ」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、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。各講座の時間帯をご
確認のうえ、参加講座をお選びください。

講座一覧
※ 別紙や大支援研 HP に講座内容概略または必要な物などが書かれています。必ずご覧ください。
講

座

17日（火） 18日（水）

講
座
名
AM
PM
AM
PM
Ａ あなたも作れるFlash講座
定員15名
○
○
○
講師：神佐 博 先生（部分参加不可）（要：パソコン持参）
Ｂ 製作講座Ⅰ
定員15名
○
講師：禿 嘉人 先生
外山 世志之 先生
谷本 式慶 先生
（材料費：200円～1000円程度）
Ｃ 製作講座Ⅱ
定員15名
○
講師：禿 嘉人 先生
外山 世志之 先生
谷本 式慶 先生
（材料費：1000円＋オプション）
Ｄ 携帯式の歩行者信号機をつくろう
定員10名
○
○
講師：田中 敏弥 先生 （中級程度）（材料費：1500円）
Ｅ ムービーメーカーを使った簡単動画
定員15名
○
○
講師：織田 晃嘉 先生
（要：パソコン持参）
Ｆ パワーポイントで作る皆で楽しめるクイズ大会
定員20名
○
○
講師：根本 貴明 先生
久津名 裕子 先生
Ｇ 無料で使えるオンラインストレージ
定員19名
○
講師：糸川美和子 先生
Ｈ 苦手な算数を楽しく学ぶ！
○
教育支援ソフトによるアプローチ
定員30名
講師：近藤 春洋 先生
Ｉ マルチメデイアDAISYの紹介と体験
定員20名
○
講師：田中 直壽 先生
Ｊ PICとJISの絵記号を使った指導の実際
定員20名
○
講師：槇場 政晴 先生
K ＡＡＣ入門
定員20名
○
講師：川村 弘之 先生
※ 詳細がまだ未確定な講座もあります。決まり次第 HP に UP します。HP もご確認ください。
記号

９．懇親会 17 日（火）の講座終了後、懇親会を予定しております。
（参加費は実費で、会場は当日、お知らせします。会場は東寝屋川駅近辺です。）
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 ※定員に満たない講座は、当日参加も可能です。
HP の参加者状況をご確認ください。
ただし、準備上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。
※参加の可否についてメール又は FAX で連絡します。
※講座 A,E 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ください。
※各講座の会場は、決まり次第 HP にてお知らせします。
※上靴をご持参ください。（靴入用のビニル袋は受付時にお渡しします。
靴は各自の講座会場までご持参ください。）
※寝屋川支援学校は寝屋川公園内にあるため学校近辺には食事場所がありません。

（東寝屋川駅周辺には店有り）
※寝屋川公園内の有料駐車場は利用可能です。

大支援研 ICT 活用プロジェクト夏期講座 各講座内容概略と受講者数（8 月 4 日現在）
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物等の記載がございま
すので、よくお読みください。
講座Ａ
講座名
講師

17日（火）14:00～17:00、18日（水）9:30～17:00 定員15名
あなたも作れるFlash講座
神佐 博 先生（石川県立七尾特別支援学校 輪島分校教頭）

希 望 者 8名

内容＆紹介
ひらかなやカタカナのソフトボードを使っての学習ソフト作りです。最新のKanzaSoftで紹介し
ています。「動物なまえ当てクイズ」のテンプレートで、各自がオリジナルのイラストなどを用
意して製品を作り上げます。
備考
※講座Aは、Macromedia FlashまたはAdobe Flashの製品版か体験版がインストールされたパソコ
ンが必要です。講座補助スタッフがつきます。

講座Ｂ
講座名
講師

17日（火）9:30～12:30
定員15名
製作講座１
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）

希 望 者 7名

内容＆紹介
簡単なスイッチ製作：プッシュスイッチ，BDアダプター，ひもスイッチ,ミニ扇風機などを
それぞれ製作していきます。
備考
材料費：200円～1000円程度。講座補助スタッフがつきます。

講座Ｃ
講座名
講師

17日（火）14:00～17:00
定員15名
製作講座2
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）

内容＆紹介
宝石箱VOCAの製作。講座補助スタッフがつきます。
備考
材料費：1000円＋オプション

希 望 者 7名

講座Ｄ
講座名
講師

18日（水）9:30～17:00
定員10名
携帯式の歩行者信号機をつくろう
田中 敏弥 先生（大阪市立住之江特別支援学校教諭）

希 望 者 3名

内容＆紹介
携帯型の歩行者信号機を作り、その活用を考えます。ＡＶＲマイコンを使い、半田付けに
よって電子回路を作ります。
備考
中級程度の電子工作技能が必要です。製作費用、1500円です。補助スタッフがつきます。

講座Ｅ
講座名
講師

17日（火）9:30～17:00
ムービーメーカーを使った簡単動画
織田 晃嘉 先生（大阪府立茨木支援学校教諭）

定員15名

希 望 者 8名

内容＆紹介
ウインドウズに最初から入っているムービーメーカーというソフトを使って動画の必要
な部分を切り取ったり、画像効果や字幕を付ける等の簡単な動画編集をおこないます。動
画もビデオカメラではなく、デジカメで撮影した動画を取り込む等、より手軽に動画編集
を行う方法について紹介します（お持ちの方は動画の撮影できるデジカメもご持参くださ
い）。講座補助スタッフの指導が受けられます。
備考
Windowsのパソコンが必要です。動画撮影が可能なデジカメもできれば、ご持参ください。
講座補助スタッフがつきます。

講座Ｆ
講座名
講師

18日（水）9:30～17:00
定員20名
パワーポイントで作る皆で楽しめるクイズ大会！
根本 貴明 先生（大阪府立豊中支援学校教諭）
久津名 裕子 先生（大阪府立吹田支援学校教諭）

希 望 者 12名

内容＆紹介
パワーポイントを使って、パネル１６分割クイズや、シルエットクイズを作ってみましょ
う。集会等でみんなで楽しめますよ。参加者の皆さんには教材の紹介と、実際に演習をし
てクイズを作ってみましょう。講座補助スタッフの指導が受けられます。
備考
パソコンは講座で用意しています。講座補助あり。

講座Ｇ
講座名
講師

17日（火）9:30～12:30
無料で使えるオンラインストレージ
糸川 美和子 先生（大阪府立堺支援学校教諭）

定員19名

希望者２名

内容＆紹介
USBメモリもフロッピーも使えない時、インターネット環境とメールアドレスがあれば、
オンラインストレージを利用して、簡単にデータのバックアップをとる事が出来ます。そ
の方法を紹介します。
備考
パソコンは講座で用意しています。講座補助スタッフがつきます。

講座Ｈ
講座名
講師

17日（火）9:30～12:30
定員30名
苦手な算数を楽しく学ぶ！教育支援ソフトによるアプローチ
近藤 春洋 先生（YCCこども教育研究所）

希 望 者 9名

内容＆紹介
パソコンを活用した認知特性に基づいたスモールステップによる支援で、苦手な算数を楽
しく学ぶことができるようになります。『うちの子がこんなことができるようになるなん
て』『１０分も集中できなかった子が、パソコンだと集中できるんですね』おかあさん達
も感激。パソコンを使った支援がなぜ効果を上げるのか？ ICT活用プロジェクトならでは
の内容です。
備考
講座補助スタッフつきます。
講座Ｉ
講座名
講師

17日（火）14:00～17:00
定員20名
マルチメデイアDAISYの紹介と体験
田中 直壽 先生（大阪府立藤井寺支援学校教諭）

希 望 者 6名

内容＆紹介
『マルチメディアDAISY(デイジー)』は、ディスレクシアの人々にも有効 であることが証明
され，欧米ではすでに教科書などの配布形式としてメジャーになっています。是非、この
講座で『マルチメディアDAISY(デイジー)』を体験してみてください。
備考
WindowsXPまたはビスタのパソコンをお持ちの方は、DAISY再生ソフトのAMIS（アミ）をインスト
ールしてDAISYを体験することができます。Windows98または2000のパソコンなら、DAISY再生ソ
フトのLpPlayerJP（ｴﾙﾋﾟｰﾌﾟﾚｲﾔｰ）をインストールしてDAISYを体験することができます。
備考
講座補助スタッフがつきます。※可能ならば WindowsXPをご持参ください！
講座Ｊ
講座名
講師

18日（水）9:30～12:30
PICとJISの絵記号を使った指導の実際
槇場 政晴 先生（大阪府立茨木支援学校教諭）

定員20名

希 望 者 4名

内容＆紹介
カナダ生まれの「PIC」シンボルと経済産業省が制定した「JISの絵記号」、くすりの適正
使用協議会が製作した「薬の絵文字」をどのように使えばいいのか、実際にシンボルのカ
ードを作りながら参加者の皆さんと考えたいと思います。
備考
講座補助スタッフがつきます。
講座Ｋ
講座名
講師

18日（水）14:00～17:00
ＡＡＣ入門
川村 弘之 先生（大阪府立高槻支援学校教諭）

定員20名

希 望 者 2名

内容＆紹介
ＡＡＣの基礎として、コミュニケーション獲得の道筋、アシスティブテクノロジー活用場
面の紹介などを講義形式で行います。想定している障害種は知的障害と肢体不自由です。
簡単なワークも行います。
備考
講座補助スタッフがつきます。

