
8.10 sat Ａ：リブロ Ｂ：9-301,302 Ｃ：201 Ｄ：202 Ｅ：203

9:00-10:00 受付

10:00-10:15 オープニングセッション

10:30-11:00 基「AAC うちわ」

原伸生（稲荷山養）

杉浦徹（長野大）

基「自閉症の理解～今、もう

一度見つめ直す～」

矢島悟（伊那養）

基「触って分かる、見て分か

る」

神尾裕治（長野大）

基「これでいいのか !? 特別支

援教育」

万年康男（稲荷山養）

基「マルチメディア DAISY の

制作／再生の紹介」

西澤達夫（シナノケンシ）
11:00-11:30 未「学校脱力化計画その 1

　　　エーカゲン漢字指導」

杉浦徹（長野大）

基「電子書籍の何が悪い！」

矢部剛（伊藤忠記念財団）

11:45-12:15 未「脳の話」

原伸生（稲荷山養）

基「シンボルで始めよう、

楽しいコミュニケーション」

青木高光（稲荷山養）

実「キャリア教育の視点から

みた生単そして個別指導」

神谷哲彦（穂高東中）

岡村真子（木曽養）

実「スイッチで「は～い！！」

自分の気持ちを伝えよう」

内田考洋（埼玉・熊谷特支）

基「著作権のお勉強」

本田祐介（伊那養）

12:15-1:30 昼食

1:30-2:00 未「身体感覚とロボット　

～障害と身体性認知科学～」

青木高光（稲荷山養）

実「ポジティブにやろう！

　ろう児・聴覚障害児支援」

上嶋太（松ろう）

実「VOCA １００連発！

－ VOCA にしてみました－」

太田直樹（若槻養）

実「ABC 分析で考える行動問

題―小中相談から」

大塚美奈子（上田養）

実「めくるめく乙女手芸の世

界」

谷美也子（木曽養）
2:00-2:30 特「教材の鬼対談」

井上賞子（島根・赤江小）

本田祐介　青木高光

実「iPad の導入あれこれ」

大久保哲綱也（上田養）

実「障害者というレールに

のって」

牧島広寿（放送大学・学生）

実「障碍児の保護者として　

教材の作り手として」

瀧澤明浩（愛知・保護者）

2:45-3:15 基「元気の出る記録の取り方」

原伸生（稲荷山養）

基「特別支援教育のススメ」

杉浦徹（長野大）

実「保健行事一事が万事」

矢島悟・本田祐介（伊那養）

基「心拍からみた重症心身障

害児者の発達と生活」

宮地弘一郎（信大）

基「緘黙研究の最先端」

高木潤野（長野大）

3:15-3:45 実「自分に○を出そう！」

原伸生（稲荷山養）

4:00-4:45 特「特別支援大喜利」
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協賛：日本教育公務員弘済会長野支部

http://blog.livedoor.jp/shinshu_confe/ 

長野県上田市下之郷 658-1

１日目 　　※ 各セッション、別会場にて同時進行で行われます。途中退席・移動自由です。基→基礎講座　実→実践報告　特→特別企画　未→未来講座



２日目 　　※ 実技講習会が中心になります。Ａ：リブロ以外は、資料・材料準備のため前もって申し込みが必要です。

２日目 　　※ セッションによっては材料費・マニュアル代が、数百～千円程度必要になります。

ふりがな

所属氏名
FAX 番号 e-mail

２日目参加

セッション

① A・B・C・D・E・欠
お弁当 受付終了しました。② A・B・C・D・E・欠

③ A・B・C・D・E・欠
④ A・B・C・D・E・欠 １日目懇親会 受付終了しました。

ＦＡＸ：０２６８－２３－３８７５　杉浦 徹 宛
この用紙のまま送っていただいて結構です。送信票はいりません。

・     参加費は両日参加で 2000 円となります（１日のみの場合は 1000 円）。当日受付にてお支払いください。

・　参加申し込みは、「信州特別支援教育カンファレンス」blog（ http://blog.livedoor.jp/shinshu_confe/ ）のメールフォームに  

　   てしていただくか、  下記項目を記入の上、FAX にてお願いします。

・　お弁当（500 円）の販売があります。

・　懇親会は１日目 6:30 から上田駅前ホテル「上田東急イン」（0268-24-0109）で行います。

2013 テーマ

「特別支援充填１２０％！」

8.11 sun Ａ：リブロ Ｂ：9-301,302 Ｃ：201 Ｄ：202 Ｅ：203
9:30-10:50

①

「シンボル作成会

　ドロップスの秘密大公開」

竹内奏子（諏訪養）

青木高光（稲荷山養）
デザイナー竹内が、ドロップス

の制作過程とそのノウハウを大

公開。リクエストを受け付け、

カンファ終了までに描き上げる

特別企画。マニア必見。

「上手に食べるための学習を

しましょう～静的弛緩誘導法

～」　　　　　　　大石卓司

（静的弛緩誘導法研究会

長野支部）
今回は、上手に食べる・楽しく

食べるためのお子さんへのアプ

ローチについて、静的弛緩誘導

法の考え方を基に、実技を通し

て学び合いたいと思います。

「PowerPoint であそぼう！

基礎編」

本田祐介・矢島悟（伊那養）
基礎テクニックを学びながら、

ちょっと変わったスライドを 作 

りましょう。PowerPoint2007 ，

2010，2013 のどれかが入った 

PC 持参でご参加ください。

「あれこれおしゃべりしなが

ら、おもちゃ作りましょう」

杉浦徹（長野大）
折り紙からモーターまで、視点

を変えればどれも支援ツール。

楽しく作ってみましょう。ビギ

ナー向け。

※定員 30 名

※定員に達しました。

「VOCA マラソン①

　　ミニ VOCA を作ろう」

太田直樹（若槻養）

with Switch Lab
「ミニボカ」（手の平サイズの可

愛い VOCA）を作りましょう。

はじめに特製マニュアルを使っ

てハンダ付けや製作について解

説をします。

11:00-12:20

②

「Toru's BAR」

杉浦徹（長野大）

ゲスト：原伸生（稲荷山養）
特別支援繁華街の路地裏でひっ

そり営まれる Toru's BAR。マス

ターとのトークを肴に今夜も一

杯！とゲストが訪れる。実行委

員がだらだらとトークします！

「PowerPoint であそぼう！

応用編」

本田祐介・矢島悟（伊那養）
基礎テクニックを応用し、スケ

ジュール、クイズ、スキャン等を

作りましょう。PowerPoint2007 

，2010，2013 のどれかが入った 

PC 持参でご参加ください。

「iPad & DropTalk 実践活用講

座」

青木高光（稲荷山養）
現場への導入が進む iPad。アプ

リの使い方や設定のポイントを、

実践事例と共に学びます。

iPad を持っていなくても参加可

能です。

「VOCA マラソン②

　　ミニ VOCA を作ろう」

太田直樹（若槻養）

with Switch Lab
①と同じ内容。

12:20-1:30 昼食

1:30-2:50

③

「Toru's BAR」

杉浦徹（長野大）

ゲスト：矢島悟（伊那養）

本田祐介（伊那養）

「ムーブメント教育－運動の

苦手なお子さんに－」

大塚美奈子（上田養）
手と足がうまく連動しない、ス

キップ、なわとびなどに苦手さ

を感じているお子さん、できな

いから運動嫌いになってしまう

前に楽しい運動体験をしてみよ

う。

親子講座（保育士、教員、その

他指導に関わる方の参加）

持ち物：運動のできる服装、くつ、

水筒、タオル

「１０玉そろばんを作ってみ

よう！」

原伸生（稲荷山養）
分かりやすく操作しやすい。

カチカチ動かすのも心地よい。

出来上がったら使い方や評価の

仕方の例も紹介します。

※定員 20 名

※定員に達しました。

「縫ってつくる！光る電子手

芸」①

谷美也子（木曽養）
ピカピカ光る、ほんのり光るか

わいいもの、作ってみませんか？

導電性の糸を使うので光る電子

工作を手軽に楽しむことができ

ます。楽しみ方、使い方は∞

※定員に達しました。

「VOCA マラソン③

オリジナル VOCA を作ろう」

太田直樹（若槻養）

with Switch Lab
色々な材料を使い「オリジナル

VOCA」を作りましょう。いくつ

か材料を用意しますが、VOCA

にしてみたい物があれば持参し

て下さい。

3:00-4:20

④

「Toru's BAR」

杉浦徹（長野大）

ゲスト：青木高光（稲荷山養）

竹内奏子（諏訪養）

「子どもがすすんで楽に学ぶ

ためのちょっとしたコツ」

原伸生（稲荷山養）
子どもたちが楽に学ぶための支

援者のかかわり方ワークショッ

プです。トークンエコノミーの

ポイントも紹介します。

「縫ってつくる！光る電子手

芸」②

谷美也子（木曽養）
①と同じ内容。

※定員に達しました。

「VOCA マラソン④

オリジナル VOCA を作ろう」

太田直樹（若槻養）

with Switch Lab
③と同じ内容。

4:30-4:45 クロージングセッション


