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 http://daishienken.visithp.com/ 

平成２５年６月２０日発行 

大阪府支援教育研究会 

会長     中島 智子 

（松原市立河合小学校長） 

ホームページで

お知らせが 

ある場合があり

ます 

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。 

総会報告抜粋  別紙 

 平成 25 年 5 月 16 日（木）平成 25 年度大阪府支援教育研究会総会がたかつガーデンにて行なわれました。

平成 24 年度事業報告、収支決算報告、会計監査報告、あわせて６０周年記念大会会計についても報告され、

拍手で承認されました。今年度の新会長は松原市立河合小学校、中島智子校長先生です。また、本部事務

局は今年度より和泉支援学校の有山暁雄先生に変わります。議事は平成 25 年度事業計画（案）、予算（案）

と続き、全て拍手にて承認されました。すべての議事終了後、情報提供として 矢木克則首席指導主事よ

り、「支援教育を巡る国の動向及び大阪府の現状と課題」と昨年と同じテーマですが、より踏み込んだ内

容で講演をいただきました。（詳細記事と写真は別紙をご覧下さい。） 

◇平成２５年度の役員総会の予定    

役員総会 （役員の方はご予定願います。） 木曜に限定されていませんので、ご注意ください。 

第１回  日 時 ： 平成２５年６月２０日（木） 午後３時～５時  ：   たかつガーデン ８階 たかつ（西） 

第２回  日 時 ： 平成２５年９月１０日（火） 午後３時～５時  ：   たかつガーデン ２階 コスモス 

第３回  日 時 ： 平成２６年１月２１日（火） 午後３時～５時  ：   たかつガーデン ８階 たかつ（西） 

会場は、たかつガーデンです。また、曜日にもご注意下さい。 

夏季講習会案内 別紙二次案内をご覧ください。   

今年度は、講演・研修会と「実技研修会…夏の教材製作講習会」を併せた形で、下記のように夏季研修

会を実施いたします。ふるってご参加ください。 

 日 時   平成２５年 ８月 ５日（月） １０時～１６時３０分  

 場 所   たかつガーデン 

講  師    伊丹 昌一氏（梅花女子大学） 

内藤 壽 氏・松永 榮一 氏・朝井 翔二 氏（象 の 会） 

※まだ申し込めません。 7 月 1 日（月）から 7月１９日（金）の間にＨＰよりお申し込み下さい。

 ただし、定員に達し次第、受付を締め切ります。 
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大支援研研究部 ICT 活用プロジェクト夏期講座案内（１次案内）別紙案内 

テーマ  ９月から使える支援教育での ICT 活用 

日  時  平成 25 年 8 月 15 日（木）、16 日（金）（予定：9:30～16:30） 

会  場   大阪府教育センター 
内 容    ・ICT の活用に関する講演 

・支援機器製作講座 

・自作ソフト製作講座（Flash 等） 

・支援教材活用講座 

・教材作り講座（パワーポイント、ワード等） 
二次案内は後日発行予定です。ＨＰにアップされます。 

施設見学会案内      詳しくは別紙案内 

日 時 平成25年8月22日（木）14:00～16:30 

見学先  株式会社ダイキンサンライズ摂津 

   多数の障がい者を雇用されている会社です。 

定 員   80名 

申込締切 7月19日(金) 

参加費 無料 

2013 年 ムーブメント教育・療法夏期セミナー 

別紙案内と申込用紙をご覧ください。 

 

主 催 NPO.法人日本ムーブメント教育療法協会 信越支部 大阪支部 関東支部 

日 時  信越大会 8 月 10 日（土）・11 日（日） 

大阪大会 8 月 17 日（土）・18 日（日） 

     関東大会 9 月 14 日（土）・15 日（日） 

場 所  信越大会  松本市Ｍウイング６階ホール 

大阪大会 大阪国際会議場１０階 1003 会議室 

     関東大会 大田区産業プラザＰｉＯ４階 コンベンションホール 

内容 ムーブメント教育・療法の実践講座 

他団体の案内 
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平成 25 年 5 月 16 日（木）平成 25 年度大阪府支援教育研究会総会がたかつガーデンにて

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、今年度の支援学級の設置状

況、新設の支援学校などの情報とご祝辞を頂戴しました。議長は柏原市立柏原中学校の後藤

充弘校長先生が選出され、議事は平成 24 年度事業報告、収支決算報告、会計監査報告、あ

わせて６０周年記念大会会計についても報告され、拍手で承認されました。その後、松宮副

会長から、平成 25 年度役員選出について、役員選出経過報告があり、新役員就任あいさつ

がありました。一部を紹介しますと、今年度の新会長は松原市立河合小学校、中島智子校長

先生です。また、本部事務局は今年度より和泉支援学校の有山暁雄先生に変わります。議事

は平成 25 年度事業計画（案）、予算（案）と続き、全て拍手にて承認されました。夏季研修

会は 8月 5日(月)に梅花女子大学の伊丹先生、象の会の内藤先生、松永先生、朝井先生を講

師としておこなう予定です。施設見学会は 8月 22 日にダイキンサンライズ摂津です。 

すべての議事終了後、情報提供として  

矢木克則首席指導主事より、「支援教育 

を巡る国の動向及び大阪府の現状と課題」 

と昨年と同じテーマですが、より踏み込ん 

だ内容で講演をいただきました。障害者差 

別解消法案等にも触れながら、インクルー 

シブ教育システム構築のための特別支援教 

育の推進について、支援学級設置の増加に 

関わる課題、個別の教育支援計画の活用、 

通級指導教室の充実や就学指導のあり方に 

ついても詳しく説明していただけました。 

 

 



平成２５年６月２０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  中 島 智 子 

(松原市立河合小学校校長) 

 

 

夏季研修会について（二次案内） 

  

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。 

今年度は、講演・研修会と「実技研修会…夏の教材製作講習会」を併せた形で、下記の 

ように夏季研修会を実施いたします。ふるってご参加ください。 

 

記 

 

１、日 時   平成２５年 ８月 ５日（月） １０時～１６時３０分  

 

２、場 所   たかつガーデン   大阪市天王寺区東高津７－１１  ℡ (06)6768-3911 

                    近鉄奈良線・大阪線   大阪上本町駅 北東 約２００ｍ 

          地下鉄谷町線・千日前線 谷町九丁目駅 北東 約５００ｍ 

   

３、内 容     午前は、全体会という形で、伊丹昌一先生にご講演をお願いしています。 

そして午後には、演習という形で、より深い内容についてお話しいただきます。 

参加される方には有意義な研修となると思います。 

また、午後には、象の会の皆様に教材制作の実技研修を行っていただけること 

となりました。長年お世話になりました３人の講師の方に、最後のお願いという 

う形で実現したものです。今年も熱心なご指導いただけること期待いたします。 

 

午前の部    １０時～１２時（９時４５分 受付開始）  

全体会    たかつガーデン ８階 たかつ東中  （定員 １３０名） 

 

「愛着に課題のある子の理解と支援」 

講 師    伊丹 昌一氏（梅花女子大学心理こども学部） 

 

午後の部 ①  １３時３０分～１５時３０分（１３時１０分 受付開始） 

  分科会Ａ   たかつガーデン ８階 たかつ西  （定員 ５０名） 

 

「教育相談の極意（演習）」   講 師    伊丹 昌一氏 

 

 

 



午後の部 ②  １３時３０分～１６時３０分（１３時１０分 受付開始） 

  分科会Ｂ～Ｇ   たかつガーデン ８階 たかつ東中  （定員 別記） 

 

「実技研修会…夏の教材制作講習会」 

講 師    内藤 壽 氏・松永 榮一 氏・朝井 翔二 氏（象 の 会） 

 

  ★実技研修会の内容   受付で教材費用をお支払いいただき、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  

 

      １３：４５～１４：４５ 教材制作前半 （定員…Ｂは１３名、Ｃ，Ｄ各１６名） 

  Ｂ．ぱたぱた  Ｃ．数字の歌  Ｄ．カンタン魚つり 

 

      １５：００～１６：３０ 教材制作後半 （定員…Ｅ，Ｆ，Ｇ各１５名） 

Ｅ．扇なかぶ  Ｆ．鬼やらい  Ｇ．いないいないバー 

 

各教材の説明は、別紙をご覧下さい。今回は新しい教材はありません。 

 

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、 Ｂ～Ｄから１つ、 

Ｅ～Ｇ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。 

 

★分科会Ａとの重複申し込みは、すべて無効となります。お気を付け下さい。 

 

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

 

４、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。 

 

☆当日、受付時に「参加確定メール」をプリントアウトして持参してください。 

  

５、申し込み期間   平成２５年 ７月 １日（月） ～ ７月１９日（金）  

       ただし、全体会・分科会、各教材とも、定員に達し次第、受付を締め切ります。     

 

 

 

 

 

 

http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai/


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/（大支援研のサイトのトップページ） 

 

氏名、所属校、参加希望講座、連絡先を必ず明記してください。 

 

    ★教材名など、入力ミスがないかどうか十分にご確認ください。 

 

☆ ＨＰから申し込みされたら自動送信で返信をお送りしますが、その時点では参加確定 

ではありません。まだ定員に達しておらず参加いただくことが可能でしたら、おり返し 

｢参加確定メール｣をお送りします。その時点で参加の確定となります。 

         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・３希望となる場合、お断りする場合など） 

                      …その旨、メールでお知らせします。 

 

☆当日、受付時に「参加確定メール」をプリントアウトして持参してください。 

 

☆ 連絡は、申し込みされたアドレスに返信として送らせていただきます。 

学校のＰＣあるいは携帯電話から申し込まれた場合などで、返信不可の場合や、 

返信の有無などご確認いただけない場合があります。返信メールを受信できる 

かどうか、かならずご確認いただき、申込んで下さい。 

☆ 返信メール以外の方法での連絡をご希望される場合、「通信欄」に、下記の 

いずれかをご記入お願いします。   

他のメールアドレス  電話またはＦＡＸ番号 

 (勤務先・自宅のいずれであるかを明記して下さい) 

 

☆ 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。返信メールが届かない場合もあります。 

     ☆ それぞれの講座内容についての具体的な質問や、講師の方に相談されたい 

事例がありましたら、｢通信欄｣にご記入ください。講師の方にお知らせします。 

なお、具体的な事例について書かれる場合には個人情報にご配慮ください。 

 

     ☆ 確定メールでは必ず｢教材名｣をご確認ください。 

       後日、間違いがわかっても、対応できない場合があります。 

       お手数ですが、よろしくお願いします。 

    

７、 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 



 

 

 ぱたぱた 
 お話を進めていき、5枚の絵で一つのストーリがで

きたところで、あら不思議最後に、ぱたぱたと変シ

ーン!!  

 
＜用意するもの＞ 
材料費 1200円、他に差し換え
のお話のカラーコピー1 部当た
り 400円、 
道具：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。透明両面テープは
百均にあります。 
大きさ:縦 182 ㎜×横 257 ㎜ 
厚さ約 10㎜ 

    扇なかぶ 
 ご存知大きなかぶのお話が、大きな扇子になり

ました。扇子を広げるごとに、おじいさんが…、

おばあさんが…、話の進行に伴って、扇子が広が

り、登場人物がふえていきます。たためば小さく

しまえる大きなカブです。 
 
 
＜用意するもの＞ 

材料費 1,000円 
はさみ、30 ㎝定規、両
面テープ（10㎜幅） 
所要時間 90分 
大きさ：長さ 42㎝、幅 5㎝、厚み 1㎝ 

 

数字の歌 
 数字に親しんでもらうために、引き出すと数字が

楽しい絵に変身する

オリジナル絵本を作

ります。1～10までの

数字がどれも楽しい

絵に変わります。 
 
＜用意するもの＞ 

材料費 1,000円 
カッターナイフ、はさ
み、30㎝定規、ホッチ
キス 
セロテープ（10㎜幅）、
赤・黒の油性ペン（マ
ジック） 
大きさ:A4サイズ、厚み約 1㎝ 所要時間 60分 
   

鬼やらい 
 的あての面白さは、あたったときの反応の確

実さです。この鬼やらいは、心臓部にセンサを用

いることで、①的のどこでも、②弱い力でも…③

叩いても反応、これらの特徴から、いつでも、ど

こでも、誰でも、的あ

てが楽しめます。 
＜用意するもの＞ 

材料費 3,500円 
はさみ、30㎝定規、カッ
ター（刃先の小さい鋭い
もの）小さなプラスねじ
回し。はんだ付けはしません。所要時間 60分。 
大きさ: 本体高さ 7.8㎝、幅 14.3㎝、厚み 4㎝ 
的の大きさは自由（そのまま板に貼れば使える、ほ
ぼ新聞紙１ページ大のカットがつきます。） 
象の会ホームページに詳細があります。 
http://www15.ocn.ne.jp/~zounokai/ 

カンタン魚つり 
 魚つりなどのゲームは、糸の先に針金やマグネッ

トをつけたものが多く、操作がなかなか難しいもの

でした。これは折れ曲がる軟らかい棒で魚を叩けば

とれる全く新しい方法。これだと、昆虫採集、植物

採集など何にでも発展で

き、誰でも楽しめるように

なりました。 

＜用意するもの＞ 

材料費 1,500円 
はさみ、30 ㎝定規 

所要時間 60分 
サイズ 長さ 60 ㎝直径 3 ㎝
の棒（折り曲げ可能）あと 10
㎝大の魚など 
 

いないいないバー 
 うちわを応用して、ワンタッチでぶたさんが目

隠しをします。遊ぶ相手に向けて、「いないいな

いバー」とレバーを引けば、目隠しの手が離れる

という優れもの。誰でも楽しめる「いないいない

バー」です。 
＜用意するもの＞ 

材料費 400円 
はさみ、30 ㎝定規、カ
ッター 

所要時間 60分 

 



平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ３ 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 中  島  智  子 

 （松原市立河合小学校長） 

 

大支援研研究部 ICT 活用プロジェクト夏期講座案内（１次案内） 

 

大阪府支援教育研究会研究部 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月から使える支援教育での ICT 活用 

 

２．日  時  平成２５年８月１５日（木）、１６日（金）（予定：9:30～16:30） 

 

３．会  場   大阪府教育センター 

〒558-0011 大阪市住吉区苅田 4-13-23 
 

４．参加費   無 料 

（ただし、制作講座など材料費等が必要な講座があります。） 

 

５．講  座  午前の講座、午後の講座、1 日講座、2 日講座があります。 

       ＜内 容＞ 

・ICT の活用に関する講演 

・支援機器製作講座 

・自作ソフト製作講座（Flash 等） 

・支援教材活用講座 

・教材作り講座（パワーポイント、ワード等） 

 
６．その他  講座内容・募集定員・申し込み方法などの詳細を記載した２次案内を 
       後日ＨＰに掲載します。 
 

７．事務局   平峰厚正（泉南郡熊取町立南小学校） 

問い合わせ e-mail：ict2013@daishienken.visithp.com 



平成２５年６月２０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  中島 智子 

(松原市立河合小学校長) 

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、「株式会社ダイキンサンライズ摂津」様のご

協力を得て、下記の要領で実施させていただきます。 

「株式会社ダイキンサンライズ摂津」は、ダイキン工業が５０．９％、大阪府が３８．４％、摂津市

が４．４％、ダイキン関係会社が６．３％を出資し、平成５年に第３セクター重度障がい者多数雇用事

業所として設立されました。平成２４年４月１日現在の従業員数は、１１４名（うち障がい者１０３名）

と多数の障がい者を雇用されている会社です。会社の基本方針をもとに、社員の能力開発や社員の自立

についても積極的に取り組んでおられます。業務内容としては、「部品の加工や組立」「ＣＡＤ図面作成」

「書類の電子データ化」「各種名刺作成」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     平成２５年８月２２日（木）１４：００～１６：３０ 

2．見学先    「株式会社ダイキンサンライズ摂津」 

大阪府摂津市東別府４丁目９番９号  ＴＥＬ：０６－６３４９－３１７３ 

3．集合     ①阪急正雀駅改札口 ②大阪モノレール南摂津駅改札口  

③地下鉄今里筋線井高野駅改札口 

いずれも１３：１５集合 

  ＊詳しくは、７月下旬に参加者に e-mailまたは faxします。 

4．内容     1）概要説明  2）見学  3) 講話  4）質問   

5．定員     ８０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１９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）  4)集合場所（①、②、③のいずれか） 

＊参加の可否は、7月２６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 

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。 



受講申込みについて
①受講をご希望の方は、同封の『申込書』に必要事項をご記入のうえ、各会場担当の申込先へFAX又は郵便で
お申込みください。

②ご氏名、受付番号入り受講票（郵便振替番号又は銀行口座番号入り）をお送りいたします。受講票到着後10日
以内にご入金ください。

③申込み後に受講をキャンセルされる場合は、必ず申込みをされた支部にご連絡をお願いします。	
セミナーの3日前までにご連絡をいただいた場合は、受講料をご返金いたします。それ以降はご返金でき
ませんのでご承知おきください。

④受講当日は、受講票ならびに支払票写しをお持ちください。

◎ご不明な点は、担当支部又は本部事務局へお尋ねください。

受講料   登録会員 10,000円／一般 12,000円／学生 7,000円

セミナーへのおさそい
　ムーブメント教育・療法は、和光大学現代人間学部教授（横浜国立大学名誉教授）小林芳文博士が、1977年に初めて日本
へ紹介してから36年が経過しました。ムーブメント教育・療法のすばらしさは、一人ひとりの自主性を大切にし、人間尊
重を基本理念としていることです。
　「みんなの喜びと健康と幸福感の達成」を目標に、からだ〈動くこと〉と、あたま〈考えること〉と、こころ〈感じること〉の
調和のとれた発達をめざします。
　乳幼児から高齢者まで、元気な方も障がいのある方も支援される方も応援する方も、活動場面では笑顔と拍手は絶える
ことがありません。喜び溢れる遊びを学問にまで高めたのがムーブメント教育・療法です。
　今や、全国で約4000名の方々が協会認定のムーブメント教育・療法指導者資格を取得されて、各職場あるいは地域で活
躍されています。今年は全国3会場でセミナーを開催いたします。なお、信越大会では重症児（者）・重度重複障がい児の発
達アセスメントMEPA-ⅡR発刊記念の講座を組んでおります。
　どなたにも親しみやすく、明日の実践に活かすことができる講座内容です。実技・実践を中心にした夏期セミナーで、感
動を共有できる幸せを実感されますようご案内いたします。

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY
一人ひとりに寄り添い楽しいムーブメントの風を送ろう

ムーブメント教育・療法夏期実践講座
主　催 	特定非営利活動法人　日本ムーブメント教育・療法協会　信越支部・大阪支部・関東支部
共　催 	国際ムーブメント教育・療法学術研究センター

2013 Summer Seminar

信越大会　8月10日（土）・11日（日）
会　　場：	 松本市Ｍウイング　6階　ホール
	 長野県松本市中央1-18-1
申 込 先：	 〒399-0021　長野県松本市寿豊丘811
	 NHOまつもと医療センター中信松本病院　療育指導科療育指導室内
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　信越支部事務局
	 TEL・FAX：	0263-57-2096

大阪大会　8月17日（土）・18日（日）
会　　場：	 大阪国際会議場　10階　1003会議室　
	 大阪市北区中之島5-3-51
申 込 先：	 〒589-0023　大阪府大阪狭山市大野台1-30-1
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　大阪支部事務局
	 TEL：	090-9995-5223／FAX：	072-367-0713
問 合 せ：	 osaka-movement@good.zaq.jp	　髙井照隆

関東大会　9月14日（土）・15日（日）
会　　場：	 大田区産業プラザPiO　4階　コンベンションホール　
	 東京都大田区南蒲田1-20-20
申 込 先：	 〒247-8512　神奈川県鎌倉市大船6-1-3　鎌倉女子大学内
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　関東支部事務局
	 TEL・	FAX	：0467-44-2168
問 合 せ：	 jamet-kantou@kamakura-u.ac.jp	　飯村敦子

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY

特定非営利活動法人　日本ムーブメント教育・療法協会
〒144-0056 東京都大田区西六郷4-20-6　TEL.03-3738-1094　FAX.03-3738-1172　URL  http：//jamet.jp/

（注1）各会場共に定員になり次第締め切らせていただきます。最終申込み受付は、各会場とも開催1週間前です。
（注2）講師、内容は都合により変更になる場合があります。予めご承知おきくださいますようお願いいたします。



9月14日（土）
9：30 〈受付〉
9：55 〈開会〉

10：00
〈講演〉

ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～フロスティッグ理論の理解・New DVDを通して～	 小林　芳文

11：00 〈休憩〉

11：10
〈理論〉

ムーブメント教育・療法プログラムアセスメント(MEPA-R)の基礎
　～MEPA-Rの目的・方法・結果の処理と活用方法など～	 小林　保子

12：10 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について	 JAMET事務局
12：30 〈昼食〉

13：30
13：35

14：00
14：05

〈理論・実技〉
アセスメントに基づく支援を展開するために	コーディネーター：當島　茂登
MEPA-R発達パターンＡの理解
発達パターンＡに基づく支援  ～重症児（者）・重度重複障がい児を中心とした支援の実際
	 藤村　元那
MEPA-R発達パターンＢの理解
発達パターンＢに基づく支援  ～知的障がい児を中心とした支援の実際～
	 並木　淑乃

14：30 〈休憩〉
14：40
14：45

15：10
15：15

15：40
15：45

MEPA-R発達パターンＣの理解
発達パターンＣに基づく支援の実際  ～肢体不自由児を中心とした支援～
	 新井　良保
MEPA-R発達パターンＤの理解
発達パターンＤに基づく支援の実際  ～自閉症児を中心とした支援～
	 是枝喜代治
MEPA-R発達パターンＥの理解
発達パターンＥに基づく支援の実際  ～発達障がい児を中心とした支援～
	 安藤　正紀

16：15 質疑応答	 	小林芳文・常任専門指導員ほか

16：30
〈実技〉

からだ・あたま・こころが輝くダンスムーブメント
　～受講の皆様とともに～	 大橋さつき

17：00 〈終了〉

9月15日（日）
9：15 〈受付〉

9：30
〈理論〉

ムーブメント教育・療法の基礎
　～ムーブメント教育・療法の達成課題と発達の考え方～	 松瀬三千代

10：30 〈休憩〉

10：35

11：35

〈保育実技〉
よいこの保育園、おひさま保育園の子どもたちとともに
	 プログラムリーダー：長村　賢治・酒井　美香
	 プログラム助言：佐々木了子・市崎みゆき
保育実技を受けて  ～解説～	 小林　芳文

11：50 〈ホットタイム〉
12：00 〈昼食〉

13：00

13：30

〈実践報告〉
①療育を支える保育の力
　～「たけのこムーブメント教室」32年の歩み～	 竹内　麗子
②我が子の成長を語る
　～「ムーブメントサークル・アンダンテ」の活動を通して～	 大崎　恵子

14：00 〈休憩〉
14：10

14：40

③障害学童児の発達支援
　～「スマイルキッズ」の活動を通して～	 上原　淑枝
④「ゆっくり、楽しく」生涯発達を支えるということ
　～茨城県鹿嶋市「松の木学園」の若者たちと保護者の願い～	 橋本　浩子

15：10 実践報告を受けて  ～質疑応答と解説～	 実践報告者・小林　芳文
15：25 〈休憩〉

15：30
〈実技〉

からだ・あたま・こころに響く音楽ムーブメント 
　～受講の皆様とともに～ 飯村　敦子

16：00 〈閉会〉

8月10日（土）
12：00 〈受付〉
12：15 nozomi gazing quartetによる生演奏
12：45 〈開会〉

13：00

〈講演〉
ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～発達障害や重度重複障害のある子どもに寄り添う支援～

小林　芳文

14：00

〈話題提供・実践報告〉
ムーブメント環境作りのヒント ～主に学校での実践を通して～

柳澤美恵子・古谷久美子
14：50 〈休憩〉

15：00

〈講演〉
教育の力 ～いのちが育ち、家族もかがやく～

亀井　智泉
15：50 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について

JAMET事務局
16：05 〈休憩〉

16：15

〈実技〉
重症児(者)・重度重複障がい児のQOLを支える感覚運動ムーブメント
　～ムーブメント環境としての遊具、音楽、徹底活用～

小林　芳文

17：00

〈映像完成・特別企画〉
New DVD「ムーブメント教育・療法Ⅱ～フロスティッグ理論を理解する～」

解説：飯村敦子
17：40 〈質疑応答〉
18：00 〈終了〉

8月11日（日）
9：00 〈受付〉

9：15

〈MEPA-ⅡR発刊記念〉
重症児（者）・重度重複障がい児の支援アセスメント「MEPA-ⅡR」完成によせて
 小林　芳文

9：30

〈理論〉
MEPA-ⅡRの理論と活用
　～実施にあたって・構成と記入法・結果の処理について～
 飯村　敦子

10：25 〈休憩〉

10：35

10：55

11：15

〈実践報告〉重症心身障がい児（者）病棟での実践
①明日からできる！！！病棟内ムーブメント
　～楽しい活動と睡眠リズムから見るムーブメントの効果～ 吉田　幸香
②重症児（者）病棟における実践
　～余暇支援の充実を目指して～ 津城　有紀
③NIRS（近赤外光線方式脳血流評価システム）を用いた音刺激による脳血流の変化
　～家族の声に対する指の動きと心の結びつき～ 竹川沙也香

11：35 実践報告を振り返って 石田　修一・小林　芳文
12：00 〈昼食〉

13：00

〈特別講演〉
医師の立場から重症児（者）を支援する 塩川　智司

14：10 〈休憩・階段席収納〉

14：25

14：35

14：55

15：15

〈理論・実技〉利用者・受講者の皆さんと
MEPA-ⅡRにおけるコミュニケーションの考え方 小林　芳文
ロープを活用したコミュニケーション支援の実際 信越支部スタッフ
スカーフを活用したコミュニケーション支援の実際 信越支部スタッフ
感覚運動を支える環境と支援の実際　　
～ユランコ・トランポリン・大型回転遊具などを活用して～ 信越支部スタッフ

16：00 〈閉会〉

8月18日（日）
9：00 〈受付〉

初級講座 中級講座

9：30

〈理論・実技〉
発達障がい児の支援に活かすムーブメント
　～教科学習の立場から～

金井　典子

9：30

〈理論・演習〉
MEPA-R発達タイプの
読み取りと活用

飯村　敦子
10：20 〈休憩〉

10：30

10：50

11：20

11：40

〈実践報告〉
①保育園でのムーブメント教育の活用
	 中村　幸恵
②子どもムーブメント教室の事例報告
	 碓井　和枝
③特別支援学校（肢体不自由）でのムーブメント
　  教育の実践	 神田　育美
④私とムーブメントとの出会い！
	 中村まふみ

10：30

〈グループワークⅠ〉
MEPA-R発達タイプによる
プログラムづくり
	 飯村　敦子・金川　朋子

11：20

〈グループワークⅡ〉
グループワークの
成果発表と振り返り
	 飯村　敦子・金川　朋子

12：00 〈昼食〉

13：00

〈実技・解説〉
生き生き元気、シルバームーブメントの実際
	 金川　朋子・髙井　照隆・川端　智美
	 解説：小林　芳文

14：20 ホットタイム
14：30 質疑応答	 髙井　照隆
14：50 〈休憩〉

15：00

〈実技〉
　～動く、感じる、考える～  音楽ムーブメントの展開	 飯村　敦子

16：00 〈閉会〉

8月17日（土）
10：00 〈受付〉
10：25 〈開会〉

10：30

〈実技〉
子どもと家族の笑顔を支えるムーブメント教室の実際
	 金川　朋子・大阪支部スタッフ

11：30

〈理論・実技〉
特別支援教育に活かすムーブメント教育・療法
　～感覚運動ムーブメント～	 金川　朋子

12：15 〈昼食〉

13：15

〈講演〉
ムーブメント教育・療法のポイントと実践をつなぐ
　～New DVD「フロスティッグ理論を理解する」の解説を通して～
	 小林　芳文

14：30 〈休憩〉

14：40

〈講演〉
特別支援教育に活かすムーブメント教育・療法
　～発達を支える身体意識ムーブメント～	 森　太

15：40 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について　	 JAMET事務局
15：55 〈休憩〉

初級講座 中級講座

16：10

17：10

〈理論・演習〉
支援のためのアセスメント
　～MEPA-Rの基本理論～
	 奥村　操子

16：10

17：10

〈講義〉
中級指導者に望むこと
	 髙井　照隆

〈理論・演習〉
ムーブメント遊具の活用　
　～問題解決／創造性を育む～
	 金川　朋子

17：30〜18：00 ワンコイン　イブニングレクチャ－（参加費：500円）
金川　朋子・奥村　操子

QOL・発達を援助する医療・療育の実践講座
～重症児（者）・重度重複障がい児の発達アセスメントMEPA-ⅡR発刊記念～
会場：松本市Ｍウイング 6階ホール
長野県松本市中央1-18-1

新しい保育・教育・療育に向けた
ムーブメント教育・療法実践講座
会場：大田区産業プラザPiO　4階　コンベンションホール
東京都大田区蒲田1-20-20

（定員：150名） （定員：200名）

セミナーのご案内
（注1）各会場の講師、内容等はやむを得ない事情により変更にな

る場合があります。あらかじめご承知おきくださいますよう
お願いいたします。

（注2）受講のお申込みは、事務処理の正確さと迅速さのために
も、各会場の担当支部をご確認のうえ、FAX又は郵便でお
送りください。

　受講の際は、必ず「会員兼受講証」をご持参ください。お忘れ
になった場合は、受講証明の押印を行うことができませんのでご
注意ください。各会場2日間（開会から閉会まで）の受講で、受
講証明の押印をいたします。
　また、各会場2日間（開会から閉会まで）の受講で初級指導者・
中級指導者・上級指導者の資格更新ポイント「5ポイント」の押印
をいたします。

NPO法人 日本ムーブメント教育・療法協会の
登録会員の皆様へのお願い

大阪大会　8月17日（土）・18日（日）信越大会　8月10日（土）・11日（日） 関東大会　9月14日（土）・15日（日）

講師紹介 ［氏名（JAMET役職・資格／所属・役職）］

信越大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
塩川　智司	（大阪発達総合療育センター・小児外科医）
石田　修一	（NHOまつもと医療センター中信松本病院・小児科医長）
柳澤美恵子	（JAMET常任専門指導員）
古谷久美子	（JAMET上級指導者／松本市・特別支援教育支援員）
亀井　智泉	（長野こども療育推進サークルゆうテラス・代表）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）	
吉田　幸香	（JAMET初級指導者／NHOまつもと医療センター中信松本病院・療養介助員）
津城　有紀	（JAMET初級指導者／NHOまつもと医療センター中信松本病院・療養介助員）
竹川沙也香	（NHOまつもと医療センター中信松本病院・看護師）

大阪大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
金川　朋子	（JAMET常任専門指導員／大阪府立富田林支援学校・教諭）
森　　　太	（JAMET中級指導者／兵庫県立氷上特別支援学校・教諭）
奥村　操子	（JAMET上級指導者／鳥取県白兎養護学校・教諭）
髙井　照隆	（JAMET大阪支部代表・常任専門指導員／髙井音楽事務所・代表）
金井　典子	（JAMET中級指導者／河内長野市立三日市小学校・教諭）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
中村　幸恵	（JAMET初級指導者／同朋福祉会同朋にこにこ保育園・主任保育士）
碓井　和枝	（大阪ムーブメント教育研究会子ども教室参加者／島本町立第二小学校・教諭）
神田　育美	（JAMET中級指導者／大阪市立西淀川特別支援学校・教諭）
中村まふみ	 （JAMET初級指導者／独立行政法人国立病院機構和歌山病院・保育士）
川端　智美	（JAMET上級指導者／社会福祉法人秀美会アイリス・指導員）

関東大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
小林　保子	（JAMET常任専門指導員／東京福祉大学短期大学部・教授）
當島　茂登	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
藤村　元邦	（JAMET理事・常任専門指導員）
並木　淑乃	（JAMET常任専門指導員）
新井　良保	（JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
是枝喜代治	（JAMET常任専門指導員／東洋大学ライフデザイン学部・教授）
安藤　正紀	（JAMET常任専門指導員／玉川大学教職大学院・教授）
大橋さつき	 （JAMET常任専門指導員／和光大学現代人間学部・准教授）
松瀬三千代	（JAMET常任専門指導員）
長村　賢治	（JAMET中級指導者／よいこの保育園・保育士）
酒井　美香	（JAMET中級指導者／おひさま保育園・保育士）
佐々木了子	 （よいこの保育園・副園長）
市崎みゆき	 （よいこの保育園・園長）
竹内　麗子	（JAMET理事・常任専門指導員／清水台保育園・園長）
大崎　恵子	（JAMET上級指導者／ムーブメントサークル｢アンダンテ｣・代表）
上原　淑枝	（JAMET上級指導者／川崎市立東生田小学校・教諭）
橋本　浩子	（JAMET中級指導者／茨城県鹿嶋市「松の木学園」保護者会・前会長）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）

“もっと楽しく・健康に”
ムーブメント教育 ･ 療法の実践講座
会場：大阪国際会議場10階1003会議室
大阪市北区中之島5-3-51

（定員　初級：150名／中級：80名）



9月14日（土）
9：30 〈受付〉
9：55 〈開会〉

10：00
〈講演〉

ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～フロスティッグ理論の理解・New DVDを通して～	 小林　芳文

11：00 〈休憩〉

11：10
〈理論〉

ムーブメント教育・療法プログラムアセスメント(MEPA-R)の基礎
　～MEPA-Rの目的・方法・結果の処理と活用方法など～	 小林　保子

12：10 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について	 JAMET事務局
12：30 〈昼食〉

13：30
13：35

14：00
14：05

〈理論・実技〉
アセスメントに基づく支援を展開するために	コーディネーター：當島　茂登
MEPA-R発達パターンＡの理解
発達パターンＡに基づく支援  ～重症児（者）・重度重複障がい児を中心とした支援の実際
	 藤村　元那
MEPA-R発達パターンＢの理解
発達パターンＢに基づく支援  ～知的障がい児を中心とした支援の実際～
	 並木　淑乃

14：30 〈休憩〉
14：40
14：45

15：10
15：15

15：40
15：45

MEPA-R発達パターンＣの理解
発達パターンＣに基づく支援の実際  ～肢体不自由児を中心とした支援～
	 新井　良保
MEPA-R発達パターンＤの理解
発達パターンＤに基づく支援の実際  ～自閉症児を中心とした支援～
	 是枝喜代治
MEPA-R発達パターンＥの理解
発達パターンＥに基づく支援の実際  ～発達障がい児を中心とした支援～
	 安藤　正紀

16：15 質疑応答	 	小林芳文・常任専門指導員ほか

16：30
〈実技〉

からだ・あたま・こころが輝くダンスムーブメント
　～受講の皆様とともに～	 大橋さつき

17：00 〈終了〉

9月15日（日）
9：15 〈受付〉

9：30
〈理論〉

ムーブメント教育・療法の基礎
　～ムーブメント教育・療法の達成課題と発達の考え方～	 松瀬三千代

10：30 〈休憩〉

10：35

11：35

〈保育実技〉
よいこの保育園、おひさま保育園の子どもたちとともに
	 プログラムリーダー：長村　賢治・酒井　美香
	 プログラム助言：佐々木了子・市崎みゆき
保育実技を受けて  ～解説～	 小林　芳文

11：50 〈ホットタイム〉
12：00 〈昼食〉

13：00

13：30

〈実践報告〉
①療育を支える保育の力
　～「たけのこムーブメント教室」32年の歩み～	 竹内　麗子
②我が子の成長を語る
　～「ムーブメントサークル・アンダンテ」の活動を通して～	 大崎　恵子

14：00 〈休憩〉
14：10

14：40

③障害学童児の発達支援
　～「スマイルキッズ」の活動を通して～	 上原　淑枝
④「ゆっくり、楽しく」生涯発達を支えるということ
　～茨城県鹿嶋市「松の木学園」の若者たちと保護者の願い～	 橋本　浩子

15：10 実践報告を受けて  ～質疑応答と解説～	 実践報告者・小林　芳文
15：25 〈休憩〉

15：30
〈実技〉

からだ・あたま・こころに響く音楽ムーブメント 
　～受講の皆様とともに～ 飯村　敦子

16：00 〈閉会〉

8月10日（土）
12：00 〈受付〉
12：15 nozomi gazing quartetによる生演奏
12：45 〈開会〉

13：00

〈講演〉
ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～発達障害や重度重複障害のある子どもに寄り添う支援～

小林　芳文

14：00

〈話題提供・実践報告〉
ムーブメント環境作りのヒント ～主に学校での実践を通して～

柳澤美恵子・古谷久美子
14：50 〈休憩〉

15：00

〈講演〉
教育の力 ～いのちが育ち、家族もかがやく～

亀井　智泉
15：50 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について

JAMET事務局
16：05 〈休憩〉

16：15

〈実技〉
重症児(者)・重度重複障がい児のQOLを支える感覚運動ムーブメント
　～ムーブメント環境としての遊具、音楽、徹底活用～

小林　芳文

17：00

〈映像完成・特別企画〉
New DVD「ムーブメント教育・療法Ⅱ～フロスティッグ理論を理解する～」

解説：飯村敦子
17：40 〈質疑応答〉
18：00 〈終了〉

8月11日（日）
9：00 〈受付〉

9：15

〈MEPA-ⅡR発刊記念〉
重症児（者）・重度重複障がい児の支援アセスメント「MEPA-ⅡR」完成によせて
 小林　芳文

9：30

〈理論〉
MEPA-ⅡRの理論と活用
　～実施にあたって・構成と記入法・結果の処理について～
 飯村　敦子

10：25 〈休憩〉

10：35

10：55

11：15

〈実践報告〉重症心身障がい児（者）病棟での実践
①明日からできる！！！病棟内ムーブメント
　～楽しい活動と睡眠リズムから見るムーブメントの効果～ 吉田　幸香
②重症児（者）病棟における実践
　～余暇支援の充実を目指して～ 津城　有紀
③NIRS（近赤外光線方式脳血流評価システム）を用いた音刺激による脳血流の変化
　～家族の声に対する指の動きと心の結びつき～ 竹川沙也香

11：35 実践報告を振り返って 石田　修一・小林　芳文
12：00 〈昼食〉

13：00

〈特別講演〉
医師の立場から重症児（者）を支援する 塩川　智司

14：10 〈休憩・階段席収納〉

14：25

14：35

14：55

15：15

〈理論・実技〉利用者・受講者の皆さんと
MEPA-ⅡRにおけるコミュニケーションの考え方 小林　芳文
ロープを活用したコミュニケーション支援の実際 信越支部スタッフ
スカーフを活用したコミュニケーション支援の実際 信越支部スタッフ
感覚運動を支える環境と支援の実際　　
～ユランコ・トランポリン・大型回転遊具などを活用して～ 信越支部スタッフ

16：00 〈閉会〉

8月18日（日）
9：00 〈受付〉

初級講座 中級講座

9：30

〈理論・実技〉
発達障がい児の支援に活かすムーブメント
　～教科学習の立場から～

金井　典子

9：30

〈理論・演習〉
MEPA-R発達タイプの
読み取りと活用

飯村　敦子
10：20 〈休憩〉

10：30

10：50

11：20

11：40

〈実践報告〉
①保育園でのムーブメント教育の活用
	 中村　幸恵
②子どもムーブメント教室の事例報告
	 碓井　和枝
③特別支援学校（肢体不自由）でのムーブメント
　  教育の実践	 神田　育美
④私とムーブメントとの出会い！
	 中村まふみ

10：30

〈グループワークⅠ〉
MEPA-R発達タイプによる
プログラムづくり
	 飯村　敦子・金川　朋子

11：20

〈グループワークⅡ〉
グループワークの
成果発表と振り返り
	 飯村　敦子・金川　朋子

12：00 〈昼食〉

13：00

〈実技・解説〉
生き生き元気、シルバームーブメントの実際
	 金川　朋子・髙井　照隆・川端　智美
	 解説：小林　芳文

14：20 ホットタイム
14：30 質疑応答	 髙井　照隆
14：50 〈休憩〉

15：00

〈実技〉
　～動く、感じる、考える～  音楽ムーブメントの展開	 飯村　敦子

16：00 〈閉会〉

8月17日（土）
10：00 〈受付〉
10：25 〈開会〉

10：30

〈実技〉
子どもと家族の笑顔を支えるムーブメント教室の実際
	 金川　朋子・大阪支部スタッフ

11：30

〈理論・実技〉
特別支援教育に活かすムーブメント教育・療法
　～感覚運動ムーブメント～	 金川　朋子

12：15 〈昼食〉

13：15

〈講演〉
ムーブメント教育・療法のポイントと実践をつなぐ
　～New DVD「フロスティッグ理論を理解する」の解説を通して～
	 小林　芳文

14：30 〈休憩〉

14：40

〈講演〉
特別支援教育に活かすムーブメント教育・療法
　～発達を支える身体意識ムーブメント～	 森　太

15：40 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について　	 JAMET事務局
15：55 〈休憩〉

初級講座 中級講座

16：10

17：10

〈理論・演習〉
支援のためのアセスメント
　～MEPA-Rの基本理論～
	 奥村　操子

16：10

17：10

〈講義〉
中級指導者に望むこと
	 髙井　照隆

〈理論・演習〉
ムーブメント遊具の活用　
　～問題解決／創造性を育む～
	 金川　朋子

17：30〜18：00 ワンコイン　イブニングレクチャ－（参加費：500円）
金川　朋子・奥村　操子

QOL・発達を援助する医療・療育の実践講座
～重症児（者）・重度重複障がい児の発達アセスメントMEPA-ⅡR発刊記念～
会場：松本市Ｍウイング 6階ホール
長野県松本市中央1-18-1

新しい保育・教育・療育に向けた
ムーブメント教育・療法実践講座
会場：大田区産業プラザPiO　4階　コンベンションホール
東京都大田区蒲田1-20-20

（定員：150名） （定員：200名）

セミナーのご案内
（注1）各会場の講師、内容等はやむを得ない事情により変更にな

る場合があります。あらかじめご承知おきくださいますよう
お願いいたします。

（注2）受講のお申込みは、事務処理の正確さと迅速さのために
も、各会場の担当支部をご確認のうえ、FAX又は郵便でお
送りください。

　受講の際は、必ず「会員兼受講証」をご持参ください。お忘れ
になった場合は、受講証明の押印を行うことができませんのでご
注意ください。各会場2日間（開会から閉会まで）の受講で、受
講証明の押印をいたします。
　また、各会場2日間（開会から閉会まで）の受講で初級指導者・
中級指導者・上級指導者の資格更新ポイント「5ポイント」の押印
をいたします。

NPO法人 日本ムーブメント教育・療法協会の
登録会員の皆様へのお願い

大阪大会　8月17日（土）・18日（日）信越大会　8月10日（土）・11日（日） 関東大会　9月14日（土）・15日（日）

講師紹介 ［氏名（JAMET役職・資格／所属・役職）］

信越大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
塩川　智司	（大阪発達総合療育センター・小児外科医）
石田　修一	（NHOまつもと医療センター中信松本病院・小児科医長）
柳澤美恵子	（JAMET常任専門指導員）
古谷久美子	（JAMET上級指導者／松本市・特別支援教育支援員）
亀井　智泉	（長野こども療育推進サークルゆうテラス・代表）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）	
吉田　幸香	（JAMET初級指導者／NHOまつもと医療センター中信松本病院・療養介助員）
津城　有紀	（JAMET初級指導者／NHOまつもと医療センター中信松本病院・療養介助員）
竹川沙也香	（NHOまつもと医療センター中信松本病院・看護師）

大阪大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
金川　朋子	（JAMET常任専門指導員／大阪府立富田林支援学校・教諭）
森　　　太	（JAMET中級指導者／兵庫県立氷上特別支援学校・教諭）
奥村　操子	（JAMET上級指導者／鳥取県白兎養護学校・教諭）
髙井　照隆	（JAMET大阪支部代表・常任専門指導員／髙井音楽事務所・代表）
金井　典子	（JAMET中級指導者／河内長野市立三日市小学校・教諭）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
中村　幸恵	（JAMET初級指導者／同朋福祉会同朋にこにこ保育園・主任保育士）
碓井　和枝	（大阪ムーブメント教育研究会子ども教室参加者／島本町立第二小学校・教諭）
神田　育美	（JAMET中級指導者／大阪市立西淀川特別支援学校・教諭）
中村まふみ	 （JAMET初級指導者／独立行政法人国立病院機構和歌山病院・保育士）
川端　智美	（JAMET上級指導者／社会福祉法人秀美会アイリス・指導員）

関東大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
小林　保子	（JAMET常任専門指導員／東京福祉大学短期大学部・教授）
當島　茂登	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
藤村　元邦	（JAMET理事・常任専門指導員）
並木　淑乃	（JAMET常任専門指導員）
新井　良保	（JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
是枝喜代治	（JAMET常任専門指導員／東洋大学ライフデザイン学部・教授）
安藤　正紀	（JAMET常任専門指導員／玉川大学教職大学院・教授）
大橋さつき	 （JAMET常任専門指導員／和光大学現代人間学部・准教授）
松瀬三千代	（JAMET常任専門指導員）
長村　賢治	（JAMET中級指導者／よいこの保育園・保育士）
酒井　美香	（JAMET中級指導者／おひさま保育園・保育士）
佐々木了子	 （よいこの保育園・副園長）
市崎みゆき	 （よいこの保育園・園長）
竹内　麗子	（JAMET理事・常任専門指導員／清水台保育園・園長）
大崎　恵子	（JAMET上級指導者／ムーブメントサークル｢アンダンテ｣・代表）
上原　淑枝	（JAMET上級指導者／川崎市立東生田小学校・教諭）
橋本　浩子	（JAMET中級指導者／茨城県鹿嶋市「松の木学園」保護者会・前会長）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）

“もっと楽しく・健康に”
ムーブメント教育 ･ 療法の実践講座
会場：大阪国際会議場10階1003会議室
大阪市北区中之島5-3-51

（定員　初級：150名／中級：80名）



受講申込みについて
①受講をご希望の方は、同封の『申込書』に必要事項をご記入のうえ、各会場担当の申込先へFAX又は郵便で
お申込みください。

②ご氏名、受付番号入り受講票（郵便振替番号又は銀行口座番号入り）をお送りいたします。受講票到着後10日
以内にご入金ください。

③申込み後に受講をキャンセルされる場合は、必ず申込みをされた支部にご連絡をお願いします。	
セミナーの3日前までにご連絡をいただいた場合は、受講料をご返金いたします。それ以降はご返金でき
ませんのでご承知おきください。

④受講当日は、受講票ならびに支払票写しをお持ちください。

◎ご不明な点は、担当支部又は本部事務局へお尋ねください。

受講料   登録会員 10,000円／一般 12,000円／学生 7,000円

セミナーへのおさそい
　ムーブメント教育・療法は、和光大学現代人間学部教授（横浜国立大学名誉教授）小林芳文博士が、1977年に初めて日本
へ紹介してから36年が経過しました。ムーブメント教育・療法のすばらしさは、一人ひとりの自主性を大切にし、人間尊
重を基本理念としていることです。
　「みんなの喜びと健康と幸福感の達成」を目標に、からだ〈動くこと〉と、あたま〈考えること〉と、こころ〈感じること〉の
調和のとれた発達をめざします。
　乳幼児から高齢者まで、元気な方も障がいのある方も支援される方も応援する方も、活動場面では笑顔と拍手は絶える
ことがありません。喜び溢れる遊びを学問にまで高めたのがムーブメント教育・療法です。
　今や、全国で約4000名の方々が協会認定のムーブメント教育・療法指導者資格を取得されて、各職場あるいは地域で活
躍されています。今年は全国3会場でセミナーを開催いたします。なお、信越大会では重症児（者）・重度重複障がい児の発
達アセスメントMEPA-ⅡR発刊記念の講座を組んでおります。
　どなたにも親しみやすく、明日の実践に活かすことができる講座内容です。実技・実践を中心にした夏期セミナーで、感
動を共有できる幸せを実感されますようご案内いたします。

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY
一人ひとりに寄り添い楽しいムーブメントの風を送ろう

ムーブメント教育・療法夏期実践講座
主　催 	特定非営利活動法人　日本ムーブメント教育・療法協会　信越支部・大阪支部・関東支部
共　催 	国際ムーブメント教育・療法学術研究センター

2013 Summer Seminar

信越大会　8月10日（土）・11日（日）
会　　場：	 松本市Ｍウイング　6階　ホール
	 長野県松本市中央1-18-1
申 込 先：	 〒399-0021　長野県松本市寿豊丘811
	 NHOまつもと医療センター中信松本病院　療育指導科療育指導室内
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　信越支部事務局
	 TEL・FAX：	0263-57-2096

大阪大会　8月17日（土）・18日（日）
会　　場：	 大阪国際会議場　10階　1003会議室　
	 大阪市北区中之島5-3-51
申 込 先：	 〒589-0023　大阪府大阪狭山市大野台1-30-1
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　大阪支部事務局
	 TEL：	090-9995-5223／FAX：	072-367-0713
問 合 せ：	 osaka-movement@good.zaq.jp	　髙井照隆

関東大会　9月14日（土）・15日（日）
会　　場：	 大田区産業プラザPiO　4階　コンベンションホール　
	 東京都大田区南蒲田1-20-20
申 込 先：	 〒247-8512　神奈川県鎌倉市大船6-1-3　鎌倉女子大学内
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　関東支部事務局
	 TEL・	FAX	：0467-44-2168
問 合 せ：	 jamet-kantou@kamakura-u.ac.jp	　飯村敦子

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY

特定非営利活動法人　日本ムーブメント教育・療法協会
〒144-0056 東京都大田区西六郷4-20-6　TEL.03-3738-1094　FAX.03-3738-1172　URL  http：//jamet.jp/

（注1）各会場共に定員になり次第締め切らせていただきます。最終申込み受付は、各会場とも開催1週間前です。
（注2）講師、内容は都合により変更になる場合があります。予めご承知おきくださいますようお願いいたします。



一人ひとりに寄り添い楽しいムーブメントの風を送ろう

2013年　ムーブメント教育・療法夏期セミナー申込書

記入日：　　　　月　　　　日	 ※楷書ではっきりご記入ください。

受講希望会場

□	信越大会 	　 受付番号
（事務局用）

□	大阪大会
□	初級講座受講希望
□	中級講座受講希望
	 ※必ず選択してください

□	関東大会
ふりがな

氏　　名 男　・　女

自宅住所

〒　　　　　－

電　　話 　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　		自宅　・　勤務先

F A X 　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　		自宅　・　勤務先

携帯電話番号 　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－

Ｅ-	mail

パソコンアドレス

携帯アドレス

勤務先名称
（職種等） 　　　　　　　　　　　職種・経験年数（　　　　　　　　　　　　　・　　　　　年）

会員登録 　□	有・□	無　会員の方	会員兼受講証番号（　　　　　　　　　　　												） 　□	初めての受講

受講料 円

ムーブメント教育・療法指導者資格をお持ちの方は、種類と取得年(上位の資格)を明記してください。
	 □	初級資格	 □	中級資格	 □	上級資格
	 《　　　　　年に取得》	 《　　　　　年に取得》	 《　　　　　年に取得》
◎当協会では、『個人情報の保護に関する法律』及び関連法令等を遵守し、この申込書の内容は、受講関係事務処理のためにのみ使用させていただきます。
（特定非営利活動法人日本ムーブメント教育・療法協会）

受講のお申し込みは、申込先をご確認のうえ、FAX（又は郵送）してください

信越大会　8月10日（土）・11日（日）
申込先：〒399-0021　長野県松本市寿豊丘811　NHOまつもと医療センター
	 中信松本病院　療育指導科療育指導室内　JAMET信越支部事務局
	 TEL・FAX：	0263-57-2096

大阪大会　8月17日（土）・18日（日）
申込先：〒589-0023　大阪府大阪狭山市大野台1-30-1　JAMET大阪支部事務局
	 TEL：	090-9995-5223／FAX：	072-367-0713

関東大会　9月14日（土）・15日（日）
申込先：〒247-8512　神奈川県鎌倉市大船6-1-3　鎌倉女子大学内　JAMET関東支部事務局
	 TEL・FAX：0467-44-2168




