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大阪府支援教育研究会会報

大支援研ニュース
特別支援教育

平成２２年６月７日発行
大阪府支援教育研究会
会長

左近 洋二

臨時号を
６月中旬頃に
発行予定

（枚方市立香里小学校長）

http://daishienken.visithp.com/
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。

今後の役員総会予定

本部役員、支部役員の方はご予定ください。
平成22年6月10日（木）午後3時～5時 アウィーナ大阪

3階 信貴の間

平成22年9月 9日（木）午後3時～5時 アウィーナ大阪

3階 信貴の間

平成23年１月13日（木）午後3時～5時 アウィーナ大阪

3階 信貴の間

大阪府支援教育研究会総会が無事おわりました。報告記事添付
平成２２年５月１３日 大阪府支援教育研究会総会がアウィーナ大阪にて行なわれました。議長は佐野支援学校
の槿原先生が選出され、議事は平成２１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５条（役員）の１、書記の定員が現在４名ですが、これを、４名＋若干名と増やせることとしたこ
とです。これは、再来年度が、大阪府支援教育研究会の６０周年となり、そのための準備のためもあります。議事終
了後は、大阪府教育委員会支援教育課参事 鈴木和夫様から、「最近の国・大阪府における支援教育の動向につ
いて」のテーマで講演をいただきました。

実技研修会のご案内

一次案内添付

平成２２年 ８月 ９日（月） １０時～１６時

講 師

場所

アウィーナ大阪

葛城、信貴

象 の 会 （内藤 壽・松永 榮一・朝井 翔二 各先生）

内 容、準備物・費用、申し込み方法、その他 は二次案内で
来週以降、二次案内を近日中に出します。 ニュース臨時号 、
または本会ホームページをご覧ください 。

http://daishienken.visithp.com/
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施設見学研修会案内 かんでんエルハート
平成２２年８月２５日（水）９：３０～１２：００
内 容

１）概要説明

定員４０名

２）見学

2010年６月号

http://www.klh.co.jp/index2.html
案内添付

３）戸田さんの講話

４）質問

大阪府立支援学校及び大阪府下の小・中学校等の職員に限ります。

定員を超えた場合は、主催者で抽選します。定員には本会スタッフ、行事部員を含みます。
参加費

無料

申し込み ７月２日（金）締め切り（厳守）

案内にある申込用紙で FAX にてお申し込み下さい。
＊参加の可否は、７月１６日（金）までに連絡させていただきます。
申込先

大阪府立和泉支援学校 （小学部）

喜多 薫子（行事部書記）

大支援研 ＩＣＴ活用プロジェクト夏期講座の日程と場所について
日時：平成２２年８月１７日（火）・１８日（水）
午前９時３０分～午後５時（時間は予定）
会場：大阪府立寝屋川支援学校
内容については、しばらくお待ちください。

支部研究会の情報をお寄せ下さい。
他団体記事紹介

（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。）

第２９回 大阪ムーブメント教育 研究会のご案内

案内は先月号で配布

☆ 日 時 ：平成２２年６月１９日（土） 14：00 ～ 16：00
☆ 会 場 ：大阪教育大学 附属特別支援学校
（大阪市営地下鉄谷町線 喜連瓜破駅下車 徒歩5分）
☆ 参加費 ：500円 (当日 徴収いたします)
≪第27回 研究会の様子≫
☆ 内 容 ： 特別支援教育に活かすムーブメント教育･療法
大阪ムーブメント教育研究会 （ ＪＡＭＥＴ 大阪支部 ） 代表 金川朋子
平成22年8月28日（土）～29日（日）に夏期セミナ―第５回大阪大会が予定されて
今回は特別支援学校、支援学級、そして幼児教育など、それぞれの現場で取り組んでいる実践を発表して
いただき、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。
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総会報告

大支援研ニュース６月号

大阪府支援教育研究会総会報告
平成２２年５月１３日 大阪府支援教育研究会総会がアウィーナ大阪にて行なわれまし
た。議長は佐野支援学校の槿原先生が選出され、議事は平成２１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５条（役員）の１、書
記の定員が現在４名であるのを、４名＋若干名と増やせることとしたことです。これは、
再来年24年度（２０１２年度）が、大阪府支援教育研究会の６０周年となり、そのための
大会開催準備もあるためです。その後、平成２２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２２年度新会長は枚方市立香里小学校の左近洋
二校長先生です。さらに平成２２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、大阪府教育委員会支援教育課参事

鈴木和夫様より、
「最近の国・大阪

府における支援教育の動向について」のテーマで講演をいただきました。氏の人柄と経験
からくるエピソードも交えて、一時間あまりの時間が、興味深い内容のまま、あっと言う
間に終わりました。情報としても、例えば、支援学校の今後の動向が具体的に語られるな
ど、とても有意義でした。ありがとうございました。

平成２２年６月７日
各

学

校

長

様

支援教育関係者

様
大阪府支援教育研究会
会

長

左

近

洋

実技研修会について（一次案内）
薫風の候、先生方もご活躍のことと存じます。平素は本研究会の充実、発展のために
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、例年実施しております「実技研修会…夏の教材製作講習会」を下記のように実
施いたします。ふるってご参加ください。
記
(1)

日

(2) 場

時
所

平成２２年

８月

アウィーナ大阪

９日（月）

１０時～１６時

葛城、信貴

大阪市天王寺区石ヶ辻町１９－１２

象

℡

(06)6772-1441

近鉄奈良線・大阪線

大阪上本町駅

南

地下鉄谷町線・千日前線

谷町九丁目駅

南東約５００ｍ

(3) 講

師

の

会

（内藤

壽・松永

榮一・朝井

(4) 内

容、準備物・費用、申し込み方法、その他

翔二

約２００ｍ

各先生）

二次案内（６月中旬発行予定）でお知らせします。
(5)

問い合わせ先

大阪府支援教育研究会
摂津市立第四中学校

書記（研修部担当）

佐藤正幸

TEL ０６－６３４９－６１８１
FAX ０６－６３４９－６１８４

二

平成２２年６月７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
左近 洋二
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の施設見学研修会は、
「かんでんエルハート」ご協力を得て、
下記の要領で実施させていただきます。
記
１．日時
２．見学先

平成２２年８月２５日（水）９：３０～１２：００
かんでんエルハート
大阪府大阪市住之江区泉１－１－１１０－５８
TEL ０６－６６８６－６８７４

HP
www.klh.co.jp/index2.html
３．集合
地下鉄四つ橋線「住之江公園」駅 ９：００
（詳しくは、７月終わりに FAX します。）
４．内容
１）概要説明
２）見学
３）戸田さんの講話
４）質問
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の小・中学校等の職員とします。
＊定員を超えた場合は、主催者で抽選させていただきます。
６．参加費
無料
７．申し込み ７月２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 にてお申し込み下さい。
（次ページ申込書をご活用下さい。）
１）氏名 ２）所属（支援学校は学部も明記）３）連絡先（FAX 番号、TEL 番号）
＊参加の可否は、７月１６日（金）までに連絡させていただきます。
８．申込先
大阪府立和泉支援学校 （小学部）
喜多 薫子（行事部書記）
FAX：０７２５－４５－８９４９
かんでんエルハートの紹介
「かんでんエルハート」は、関西電力が５１％、大阪府・市が各２４．５％出資して平成５年に
第３セクター方式で設立された企業です。関電は、「地域との共生、地球環境との共生」を経営
理念とされています。その中で、地域で障がい者の自立と社会参加を促進するという思いで「か
んでんエルハート」を設立されました。平成２０年度での従業員は、１４１名（知的障がい ４
８名、身体障がい ４７名、精神障がい ４名、他 ４２名）でした。事業内容としては、印刷、
園芸、包装、広告企画・・・などがあります。今回の施設見学研修会では、企業としての取り組
みのお話、施設や仕事をしておられる様子の見学、ご自身が重度障がい者の父親でもある『かん
でんエルハート参与』の戸田さんの講演を予定しています。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。

大支援研施設見学研修会申し込み

大阪府立和泉支援学校（小学部）

喜多薫子宛（Fax：0725-45-8949）

氏名

所属

学校
Fax 番号

連絡先
Tel 番号

※支援学校は学部も記入して下さい。

学部

