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平成２３年６月１３日発行 

大阪府支援教育研究会 

会長    藤原 義彦 

（堺市立浅香山中学校長） 

７月号の発行は

７月中旬 

予定です。 

◇総会            無事終了しました。 報告添付 

日 時 ： 平成２３年５月１２日（木） 午後３時～５時  ： アウィーナ大阪 ３階 生駒の間 

平成２２年度事業報告、収支決算報告、会計監査、規約改正、平成２３年度事業計画、予算などの議事終了

後、大阪府教育委員会支援教育課 支援学級グループ首席指導主事  中島智子 様の「インクルーシブ教

育をめぐる国の動きについて」の講演がありました。 

◇役員総会  

第１回  日 時 ： 平成２３年６月９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  日 時 ： 平成２３年９月８日（木） 午後３時～５時   ： アウィーナ大阪 ３階 信貴の間 

第３回  日 時 ： 平成２４年１月１９日（木） 午後３時～５時  ： アウィーナ大阪 ３階 信貴の間 

大支援研ニュース 

特別支援教育 

 

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。 

 

 

実技研修会のご案内    二次案内添付  申し込みは http://daishienken.visithp.com/からのみ 

日 時  平成２３年 ８月 １日（月） １３時３０分～１６時３０分  

場 所  アウィーナ大阪  金剛 

講 師  内藤 壽   松永 榮一   朝井 翔二  各先生 （ 象の会 ） 

小橋川 哲男 先生 （大阪府立寝屋川支援学校） 

 実技講習前半  Ａ．ペコペコあおむし  Ｂ．お手軽タイムタイマー 

Ｃ．数博士    Ｄ．卵を生むにわとり 

 実技講習後半  Ｅ．ぱたぱた Ｆ．あっと驚くアトラクショングッズ  

Ｇ．三匹のこぶた Ｈ．子どもとつくる簡単おもちゃ 

    

ICT 活用プロジェクト夏期講座 案内予告    案内は来月発行予定です 

テーマ「９月から使える支援教育での ICT 活用」 

日 時 平成２３年８月１６日（火）、１７日（水） 

 午前の講座（9:30～12:30）、午後の講座（13:30～16:30） 

会 場 大阪府教育センター 

 

予定講師陣 マジカルトイボックスの方々や FLASH の神佐先生の講座、仙台高専の竹島先生や千

葉県の佐原先生、その他の講座を予定しています。 

http://daishienken.visithp.com/�
http://daishienken.visithp.com/
http://daishienken.visithp.com/%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%BF
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各支部の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他団体の研修紹介            詳細についてはリンク先をご覧下さい。 

 

記事募集 

◎各支部、各市町村の支援教育研究会主催で、総会や研修、勉強会等が行われていると思います。 

○報告や写真をお寄せください。また、各支部の事業計画・報告はお寄せいただきましたら、ホームページにアッ

プさせていただいております。 

◎また、子どもの林間やスポーツ大会、学習発表会作品展も開催されると思います。 

○ニュースやホームページで紹介させていただきますので、各支部、各市町村の広報担当者はご投稿下さい。 

第３５回大阪ムーブメント教育研究会  案内は先月添付 

☆ 日 時  ：平成２３年６月１８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)  

☆ 内 容  ： 保育・教育・家庭でのムーブメント教育の実践について  

☆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/ 

平成 23 年 8 月２７日（土）～２８日（日）に夏期セミナ―第６回大阪大会がおこなわれる予定です。 

施設見学研修会のご案内      添付案内に詳細と申し込み方法があります。 

日時     ２０１１年８月１８日（木）13:30～16:00 

見学先    「あしすと阪急」 

集合     現地 13:00 集合    ＊詳しくは、７月下旬に参加者に fax します。 

内容     1）概要説明  2）見学  3) 講話  4）質問 

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・中学校等の職員を対象とします。 

＊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。 

参加費     無料 

申し込み    ７月 1 日(金)締め切り（厳守） e-mail または fax にてお申し込みください。 

申し込み先   大阪府立和泉支援学校（小学部）  有山 暁雄（行事部書記） 詳しくは案内を 

http://homepage2.nifty.com/osaka-movement/�


大阪府支援教育研究会        総会報告     大支援研ニュース６月号 2011 

大阪府支援教育研究会総会報告 

 

平成２３年５月１２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。ご来賓の大阪府教育委員会支援教育課参事 松村高志様よりご祝辞を頂戴しました。

議長は枚方市立蹉跎
さ だ

西小学校の林元隆司校長先生が選出され、議事は平成２２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 9 条(会計)
の１項の会費２２００円を１７００円にすることでした。研究会の収入は減りますが、現

在、各事業の支出が抑えられており、また来年２４年度（２０１２年度）の大阪府支援教

育研究会の６０周年大会開催準備のための積み立て金も確保できているため、時代の流れ

も鑑み、検討した結果です。今後もし、事業の拡充など、より予算が必要になった場合は、

会費値上げではなく、受益者負担の方向で考えたいと思います。(現在、講演会や研修会は

材料費実費以外すべて無料です。) 
規約改正承認後、平成２３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２３年度新会長は堺市立浅香山中学校の藤原義彦校長先生です。さ

らに議事は平成２３年度事業計画（案）、予算（案）と続き、全て承認されました。すべて

の議事終了後、大阪府教育委員会支援教育課支援学級グループ首席指導主事 中島智子様

より、「インクルーシブ教育をめぐる国の動きについて」のテーマで講演をいただきました。 
障がい者の権利に関する条約は 2011 年 3 月 11 日現在では、署名 147 か国、批准９９か

国となりました。世界の中で、差別の無い機会の均等を基礎とし教育制度は段々と確保さ

れつつあります。また、発達障害を含む障がいのある子ども一人ひとりのニーズに応じた

特別支援教育も推進されつつあります。インクルーシブ教育は「ともに学びともに育つ」

教育を支援教育として推進してきた、大阪府の考えと一致します。就学相談、就学先決定

する場合においても、大阪府は障がいの程度だけで就学先を決定せず、本人や保護者の意

向、教育環境等をふまえ、総合的に判断し、市町村教育委員会が決定することとなってい

ますが、これも国の今の方向と一致するようです。いろいろな資料により、よくわかりま

した。ありがとうございました。 



平成２３年６月９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  藤 原 義 彦 

（堺市立浅香山中学校長） 
 

実 技 研 修 会 の ご 案 内 
  

梅雨の候、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 時  平成２３年 ８月 １日（月） １３時３０分～１６時３０分  
 
(2) 場 所  アウィーナ大阪  金剛 
          大阪市天王寺区石ヶ辻町１９－１２    ℡ (06)6772-1441 
                    近鉄奈良線・大阪線   大阪上本町駅 南 約２００ｍ 
          地下鉄谷町線・千日前線 谷町九丁目駅 南東約５００ｍ 
   
(3) 講 師  内藤 壽・松永 榮一・朝井 翔二 各先生（ 象 の 会 ） 

小橋川 哲男 先生（大阪府立寝屋川支援学校） 

 
(4) 内 容  １３：１０       受付開始、教材費用をお支払いください。 
                   （案内図に従い、教材別にご着席下さい） 

１３：３０～１３：４０ 開会のあいさつ  講師紹介  
       １３：４０～１５：１０ 実技講習前半   

Ａ．ペコペコあおむし     Ｂ．お手軽タイムタイマー 
Ｃ．数博士          Ｄ．卵を生むにわとり 

       １５：３０～１６：３０ 実技講習後半   
Ｅ．ぱたぱた         Ｆ．あっと驚くアトラクショングッズ 
Ｇ．三匹のこぶた       Ｈ．子どもとつくる簡単おもちゃ 

 
各教材の説明は、別紙をご覧下さい 
 

前半・後半1つずつ お好きな教材を選んで製作していただきます。 
材料等準備の関係がありますので、申し込みの際、 Ａ～Ｄから１つ、 

Ｅ～Ｈから１つ、それぞれ第１～第３希望を明記してお申し込みください。 
 

☆「象の会」のホームページ http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai/もご参照下さい。 

 

 

 

 

http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai/�


(５) 準備物・費用  それぞれの作品ごとに別紙の表をご参照ください。 
  当日は、作品を持ち帰るための袋などを各自ご持参ください。 

費用は当日受付でお支払いください。つり銭が必要ないようにお願いします。 
 

(６) 申し込み方法    大支援研のＨＰから、申し込みお願いします。 

                                 「大支援研」で、検索してください。 

http://daishienken.visithp.com/     
        トップページから｢申し込み｣ページへお入りください 
氏名、所属校、制作希望教材、連絡先を必ず明記してください。 

 
     ☆ ＨＰから申し込みされたら、すぐ「受理しました」というメールが自動送信されます。しか

し、これは確定ではなく、その時点で定員超過などがあれば、お断りさせていただく場合もあ

るかもしれません。 
  ☆ そこで、受理させていただき次第、できるだけ早くご連絡メールを、申し込みされ 
   たアドレスに送らせていただきます。 

       ご希望通り、参加いただける場合…確定メールをお送りします。 
       ご希望に添えない場合（第２・第３希望でお願いする場合など） 
                   …その旨、メールでお知らせします。 

☆ もし、申し込み後、１週間以上、連絡がない場合には、申し訳ありませんが、お問 
  い合わせください。 
☆ 確定メールでは必ず｢教材名｣をご確認ください。 

    ☆ 確定メールその他連絡が必要な場合で、もし、申し込みされたメールアドレス以外の別の連

絡先にお伝えした方が良い場合には、｢通信欄｣に、ご希望される連絡先をご記入ください。（学

校または個人のメールアドレス・ＦＡＸ番号・電話番号など） 
 

         ☆ 研修内容についてのご質問やご要望がありましたら、｢通信欄｣に 
ご記入ください。教材などについての具体的な質問や、講師の方に 
相談されたい事例についても｢通信欄｣にご記入ください。    
 

各教材ごとに 定員２５名、先着順受付とさせていただきます。 
    もし、お申し込みのご希望に添えない場合、メールの返信でご連絡いたします。 
    携帯電話で申し込みされた場合、ＰＣから送信する連絡メールを受信可能にしておいて 

下さい。なお、メール以外での連絡を希望される方は、連絡先…電話番号(携帯・勤務先・自宅のい

ずれかを明記)またはＦＡＸ番号などを、｢通信欄｣にご記入ください。 
 

(７) 申し込み期間      平成２３年 ６月１３日（月）～７月１５日（金）  

                     ただし、定員に達し次第、受付締め切りさせていただきます。 
 
(８) 問い合わせ先      大阪府支援教育研究会 書記（研修部担当） 佐藤正幸 

摂津市立第四中学校    TEL ０６－６３４９－６１８１ 

     FAX ０６－６３４９－６１８４ 

http://daishienken.visithp.com/�


よくあるご質問 

Ｑ．申し込みはインターネットだけですか？ 他の方法ではだめですか？ 

  Ａ．先着順受付のため受付方法を一元化しています。申し込みが集中する日もあります。受付業務をスムーズにするためですのでご理解お願い申し

上げます。なお、ご不明な点等ありましたら、お問い合わせ先へご連絡ください。 

Ｑ．学校のＰＣから申し込みます。連絡など、返信メールで送られても困ります。 

  Ａ．インターネット申し込みフォームの中の｢通信欄｣に、ご希望の連絡先をご記入ください。電話・ファックス番号などの場合、勤務先か個人のも

のかなどを明記してください。 

Ｑ．申し込みが本当に受理されたかどうか不明でした。     Ａ．このような方が多いので、今年は次のようにします。 

    インターネットでの申し込み→自動送信で｢受理｣を知らせるメール→その時点で、定員以内で参加可能なら、数日以内に｢確定｣メールの送信 

                 →もし、定員を超えているなど事情のある場合、同様に連絡します。  （｢返信｣またはご指定の連絡先への連絡） 

Ｑ．以前、メールで申し込みしたのに受理してもらえてなかったことがありました。 

  Ａ．送信される方のネット環境によるものか、受信側のＰＣのフィルタリングによって｢迷惑メール｣としてしまう場合がありました。受付担当が注

意してみる所存ですが、万一、申し込みされて一週間以上連絡ない場合にはお問い合わせください。 

Ｑ．以前、申し込みしたのと違う教材にされていたことがありました。 

  Ａ．担当者のミスの場合もありましたが、申し込みされた方がネット上で間違えて入力していた場合もありました。受付側も気をつけますが、どう

かご確認してお申し込みください。 

Ｑ．第２・第３希望は必要ですか？ 他の教材は以前に作ったことがあるので… 

  Ａ．第１希望のみでもよいですが、その場合、定員超過などでしたら、ご容赦ください。 

Ｑ．前後半どちらかだけの参加はダメですか？       Ａ．両方参加を原則とさせていただいております。ご理解ください。 

Ｑ．申し込む教材以外のものも作りたい。家でつくるので、材料だけもらえないですか？ 

Ａ．講師の方は、参加者の方が、よりよく教材を作り、活用していけることを願っておられます。その気持ちをこめて、熱心に説明してくださり、

作品完成まで責任を持ちたい、と考えておられます。そのため、「材料だけほしい、家で作りたい」という要望には応じておりません。あくま

でも講師の方の熱意ゆえであることご理解ください。 

Ｑ．以前、教材の内容について、当日、事前の説明と少し違うのでは… ということがありました。 

Ａ．毎年、講師の方は、この研修会に向けて非常に多くの時間をかけて準備・努力をしてくださっています。参加された方が難しく感じることの

ないように、作品の製作のかなりの部分を事前に行ってくださっています。時には、研修会の直前になって、「こうすればいい」というような

工夫を見つけられることもあり、結果として、事前の案内文の説明と異なった場合がありました。今後、可能な範囲で、ＨＰ上で最新の情報を

お知らせするようにしようと考えています。 
Ｑ．費用が高いと思います。会の運営経費も含まれているのですか？ 

Ａ．教材の材料は、講師の方が、より優れた作品・使いやすい作品作りをめざして選定されるため、一般には市販されていないものや入手方法が

限定されているものもあります。それゆえに、やや高額なものもありますが、ご理解ください。すべて教材の作成材料の実費のみです。講師の

方が、実費のみしか受け取られず事前準備を入念にしてくださっていること感謝です。 

                     教材の説明 Ａ，Ｅ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ．ペコペコあおむし  

 月曜日は月見ダンゴ、火曜日は辛い辛いカレ

ーライス、そして水曜は…。曜日にちなんだ食

べ物を次々食べていくあおむしくんを通して、

曜日に関心をもってもらおうという教材です。 
〈用意する物〉 

カッターナイフ、 
３０ｃｍ定規、セロテープ 
〈材料費〉1,000 円(予
定) 

〈大きさ〉15㎝×１１

㎝×８枚    

Ｅ．ぱたぱた 

お話を進め、最後になるとぱたぱたと変シー
ン!! お話を差し替えるだけで、季節にちなん
だお話にもすぐに変更できます。 
〈用意する物〉 
セロテープ、はさみ、カッター 
ナイフ、透明両面テープ 10mm幅、
普通の紙製の両面テープでなく、
「透明」と書かれたものを用意 
してください。 

〈材料費〉 
1000円、差し換えのお話のカラー
コピー1部当たり 400円 〈大きさ〉 Ａ４ 

＜差し替え用のお話＞ 

おいも掘り、大きなかぶ、カレーライス、おさると
バナナ、たなばた、クリスマス 



教材の説明 Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ，Ｇ，Ｈ 

 
 

Ｂ．お手軽タイムタイマー 

市販のタイムタイマーは高価でまた、終了の音が
小さいです。安い時計を改良して、終了の際に音楽
が鳴るようにした、安価でお手軽なタイムタイマー
です。タイムタイマーは、時間(５分～60分)を設定
すると、扇形の表示が減っていき、視覚的に時間の
経過が分かるものです。 
〈用意する物〉はさみ、 
＋のねじ回し（2番）(6mm） 
セロハンテープ、 
両面テープ(スポンジタイプの物) 
〈材料費〉1,100円 
〈大きさ〉16㎝×16㎝ 

Ｆ．あっと驚くアトラクショングッズ2点 

ゲームのゴールやお誕生会な 
ど、行事の時にこれがあると 
盛り上がります。2つ作ります。 
一つは、足でペットボトルを 

踏むと、紙吹 
雪やテープが 
飛び出す「エ 
アークラッカ 
ー」です。 
もう一つは、紐を引くと音 
楽が流れて、紙テープがク 
ルクルと螺旋状に落ちて 
くる「くす玉」です。 

〈用意する物〉 
先のとがったはさみ、2L の炭酸飲料のペットボトルの空き容器(できるだけ柔らかい素材がいいです)、ペッ
トボトルの空き容器(大きさは何でも良いです)、セロハンテープ、両面テープ(スポンジタイプの物)、＋のね
じ回し(2番)(6ｍｍ）    〈材料費〉1,850円 
〈大きさ〉「くす玉」直径25㎝程度、「エアークラッカー」ホースの長さ1m、 吹き出しの先の直径15㎝程度 

Ｃ．数博士 

抽象的な数を、ものを置くという具体的な操作に
置き換えることで、①数える、②数の保存性の理解
③演算の理解、④位取りなどを把握しやすい教材に
しました。以前から希望が多かったので、今回特別
にリメイクしました。電子回路を組み立てますが、
主要部分はほとんど出来上がっています。 

〈用意する物〉 

プラスねじ回し（1番）(5mmm) 

はさみ、カッター 

〈材料費〉8,000円 

〈大きさ〉A4サイズ 

 厚さ5㎝ 
 

Ｇ．三匹のこぶた 

ご存知「三匹のこぶた」のお話を子どもとともに楽し
む教材にしてみました。オオカミのかぶりもので、オオ
カミになったり、お話を楽しんだり、吹いてわらの家を
たおしたりと、いろいろな参加の仕方で楽しめる、「三
匹のこぶた」の教材です。 
〈用意する物〉 
はさみ、両面テープ(15㎜巾位のもの)、30㎝定規、牛
乳パック3個（洗って乾しただけのもの、開いていない
もの） 
〈材料費〉100円 
〈大きさ〉 
20㎝×16㎝×7㎝ 

Ｄ．卵を生むにわとり  

「えさに見立てた球を口に入れていくと、しだいに
お尻が持ち上がり、スポンと卵を生むにわとりで
す。「ししおどし」の原理を使ったユーモラスな動
きと、意外性を楽しんでください。 

〈用意する物〉 
鉛筆、はさみ、木工用ボンド、 
のり、両面テープ、分度器、 
口が大きい洗濯バサミ、 
カッターナイフ 
〈材料費〉1,500円 

〈大きさ〉30㎝×21㎝×30㎝ 

Ｈ．子どもと作る簡単おもちゃ 

身近にある物を使って子どもたちと一緒に作れる、簡単
おもちゃです。身の回りにある物にちょっと手を加える
だけで、楽しいおもちゃになります。作った後みんなで
遊んでみましょう。 

〈用意する物〉 
カッター はさみ、定規、 
ホッチキス、セロテープ、鉛筆、ス
ーパーのレジ袋 持ち帰りのために
下げ手のついたショッピングの紙袋
を用意してください。 

〈材料費〉50円 



平成２３年６月９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  藤原 義彦 

 

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、「あしすと阪急」のご協力を得て、下記の要

領で実施させていただきます。 

「あしすと阪急」は、平成１７年４月、将来にわたり阪急阪神ホールディングスグループ全体で障が

いを持つ人の雇用機会を創出し、障がいを持つ人の雇用に取り組んでいく体制を構築することを目的に

設立されました。 

平成２２年度６月の従業員は、５６名（知的障がい者２８名、身体障がい者１１名、精神障がい者１

名）となっています。事業内容としては、清掃事業、印刷・社内郵便物等配送事業、仕分け発送業務、

グループ各社業務支援事業などがあります。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などを予定しています。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ので、多数の申し込みを

お待ちしております。 

 

記 

1．日時     ２０１１年８月１８日（木）13:30～16:00 

2．見学先    「あしすと阪急」 

大阪府大阪市北区芝田１丁目１６番１号（阪急電鉄本社ビル１２Ｆ） 

ＴＥＬ０６－６３７３－５６３６ 

3．集合     現地 13:00 集合    ＊詳しくは、７月下旬に参加者に fax します。 

4．内容     1）概要説明  2）見学  3) 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（大阪市を除く）小・中学校等の職員を対象とし

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。 

6．参加費     無料 

7．申し込み    ７月 1 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、e-mail または fax にてお申し込

みください。 

1）氏名    2）所属（支援学校は学部も明記） 

3）連絡先（e-mail または fax） 

＊参加の可否は、7 月 15 日（金）までに連絡させていただきます。 

8．申し込み先   大阪府立和泉支援学校（小学部）  有山 暁雄（行事部書記） 

e-mail：T-AriyamaA※medu.pref.osaka.jp   ※の部分を＠にして送信 

fax：０７２５－４５－８９４９ 

          ＊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「大支援研施設見学研修会 問い合わせ」でお願します。 




