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会長のつぶやき 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――-- 

TEACCHプログラム研究会 会長 

内山 登紀夫 

 

コロナ問題で普段と違う状況が続いています。多くの地域で休校状態が 2 ヶ月以上になります。こんなこと

は今までなかったことです。突然の休校で学校関係者や保護者の方は大変な思いをされたと思います。放課

後デイサービスや児童発達支援事業所の運営も大変な状況ですね。私の大学では何度も予定がかわり、現時

点では教室で行う講義はすべて中止。学生も教員も原則構内立入禁止で、講義はすべて遠隔に変わりました。

その準備で大変な状況です。 

このような見通しがつかない状況、子どもも大人も普段の生活とは大幅に異なる状況は、皆さんはご承知の

ように多くの自閉症スペクトラムの人にとっては困難な事態でしょう。 

今年にコラボレーションセミナーで素晴らしい講義をしてくださったカーラ・ヒューム先生からは、「不確実な

時に自閉症の人を支援するということ」という記事を送ってくださり、それを、諏訪理事を中心に川崎医療福祉

大学の皆様が訳してくれました。もちろん本会の HPにも掲載しています。 

カーラ先生はじめ、多くの専門家・専門団体が情報を発信しています。自閉症スペクトラムの人は多様なの

で、このような有益な情報を目の前の人に合わせて改変しなければなりません。現場の支援者は支援する自

閉症スペクトラムの子どもや成人のアセスメントに基づいて、その人が必要な支援をオーダーメイドでプランす

るという重要な役割をもっています。 

直接対面しての支援が難しくなってきた現在、支援の手段についても新たな創意工夫が必要になっていま

す。TEACCH が導入された時に「衝立」とか「絵カード」というだけで伝統的な教育にそぐわないと批判を受けた

ものです。我々は、ある意味「新し物好き」で「伝統にこだわらない」タイプなのかも知れません。このような不確

実な時代にも、果敢にチャレンジして不確実な時を乗り切っていきましょう。 

このような非常時に大事なことは、支援者や保護者が自分の心身の状態を維持することです。この非常時は

長引きそうです。会員一人一人がご自身の体調に気をつけ、過労や睡眠不足にならないように気をつけてくだ

さい。 
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TEACCHプログラム研究会 令和 2年度 第 1回理事会 議事録 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――-- 

事務局 

 

日 時  令和 2年 2月 21日（金） 17時 30分～21時 40分 

場 所  ベーコンラボ京都 402会議室 

参加者  内山 宇山 諏訪 笠合 黒田 宇野 山田 齊藤 木崎 小川 鎌田 小沢 長富 森田 髙原 

内田 中山 三ヶ田（Web）  今村 野添 重松 片山 

 

 

【議案 1】 新支部設立について 

●宮崎支部の設立について、代表の水野敦之氏より設立趣旨や活動実績等が説明される。 

●理事の賛成多数により承認。 

 

【議案 2】 令和 2年度理事及び役割の確認 

●新理事紹介：宇野様（東京支部）、信原様（鳥取支部）、中山様（佐賀支部）、今村様（熊本支部） 

●役割の確認：宮崎支部設立により、水野氏が監事を退任。新監事を五味氏（神奈川支部）にお願いする。

（他は総会報告参照） 

 

【議案 3】 コラボレーションセミナー2020 in京都について 

●参加申し込み状況、運営スケジュール、講師の動向等の確認。 

●消毒液、マスク等の感染症対策準備状況について確認。 

 

【議案 4】 平成 31年度活動報告 

●総会報告参照 

 

【議案 5】 各支部事業・会計報告 

●総会報告参照 

●京都支部より、運営人員や会員数の確保が困難で、今後の支部としての活動の継続に不安がある旨が報

告される。同様の状況は他支部でも課題となっており、今後の会の在り方等について総務委員会で引き

続き検討を行う。 

 

【議案 6】 会計報告 

●総会報告参照 

●平成 31年度より、一般会計と特別会計を統合し、本部会計に一本化している。 

 

【議案 7】 本部事務委託契約について 

●土倉事務所との契約に関する課題について、これまでの経緯と現状について報告。 

●会費振込の遅延等の課題が多く、他の業者との再契約（土倉事務所との契約解除）や、名簿や会費の管

理を各支部で行う案等も出されるが、費用や負担の問題があり、現実的には難しい。そのため改めて、総

務委員会で細かな契約内容の確認を行い、土倉事務所に対し要請していく。 

 

【議案 8】 平成 31年度の広報・啓発活動について 

●JDDネットワーク年次大会でのリーフレット配布を行う。 

●その他、アメニティフォーラム等の企画や活動等への参加を検討する。 

 

【議案 9】 令和 2年度活動計画(案) 

2月 5日 令和 2年度 第 1回総務委員会（WEB会議） 

2月 21日 令和 2年度 第 1回理事会（京都） 
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2月 22日～23 日 コラボレーションセミナー2020 （京都） 

2月 22日 令和 2年度 総会 

5月 機関誌『ぷらう』62号（春）発行 

10月 機関誌『ぷらう』63号（秋）発行 

12月 令和 2年度 第 2回総務委員会（WEB会議） 

未定 JDDネットワーク第 16回年次大会でリーフレット配布 

●上記以外、必要に応じて総務委員会および理事会を開催する。 

●総務委員会等の諸会議はWEB会議にし、回数の確保や、経費削減を進める。 

 

【議案 10】 令和 2年度予算案 

●総会報告参照 

 

【議案 11】 トレーニングセミナー2021 in愛知について 

●愛知支部より開催の申し出がある。日程等詳細は未定だが、2021 年度中（1 月～12 月）に開催すること

が確認される。 

 

【議案 12】 実践研究大会 2021 in岡山について 

●日程 2021年 2月 13日（土）～14日（日）、場所は川崎医療福祉大学で開催予定。 

●TEACCH が日本に導入された流れや、研究会の設立経緯と歴史等を振り返り、未来について考えること

がテーマ。 

●岡山支部が中心となり、香川支部・鳥取支部の協力で開催する。 

 

【議案 13】 令和 2年度総会議案 

●総会議案内容及び各資料の確認を行う。 

 

【議案 14】 ぷらう 62号（2020年春号）について 

●記事内容について確認。 

●コラボレーションセミナー報告を村松副会長、京都支部にお願いする。 

 

【議案 15】 その他 

●理事名簿等の内容の更新について、事務局より確認資料を配布。 

●事務局担当の順番について、熊本支部の次に、鹿児島、岡山、宮崎を追加。 
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TEACCHプログラム研究会 令和 2年度 総会 報告 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――-- 

事務局 

 

日 時  令和 2年 2月 22日（土） 16時 45分～17時 30分 

場 所  京都産業会館ホール 

 

議案 1 令和 2年度理事および役割の確認     （担当：事務局）    ☆…新理事 

支 部 令和 2年度の役割 平成 31年度の役割 理事氏名 

常 任 会長 講師招聘事業 会長 講師招聘事業 内山登紀夫 

常 任 副会長 講師招聘事業 副会長 講師招聘事業 村松  陽子 

常 任 
副会長 会計 ＨＰ JDDネット代議員 

研修（トレセミ、実践研）  

副会長 会計 ＨＰ JDDネット代議員 

研修（トレセミ、実践研）  
宇山  秀一 

常 任 研修（トレセミ、実践研） 研修（トレセミ、実践研） 諏訪  利明 

常 任 広報・啓発担当 広報・啓発担当 笠合  竜明 

常 任 講師招聘事業  講師招聘事業  黒田  美保 

北海道 事務局 事務局 片山  智博 

東 京   ☆宇野  洋太 

神奈川   山田  兼右 

山 梨  実践研究大会 中井百合子 

石 川   木崎  伸子 

愛 知   小川  真紀 

滋 賀   鎌田  博之 

京 都 講師招聘事業  小沢   綾 

大 阪   長富  義隆 

岡 山   重松  孝治 

鳥 取   ☆信原  和典 

香 川 広報 広報 髙原  淳一 

福 岡   内田  博昭 

佐 賀   ☆中山  政弘 

大 分   三ヶ田智弘 

熊 本   ☆今村三奈子 

宮 崎   ☆水野  敦之 

鹿児島   吉田  光一 

会 計 本部会計 本部会計 北海道支部 

監 事 本部会計監査 本部会計監査 
五味  純子 

岡本美由紀 

 

議案 2 新支部設立について （事務局） 

●宮崎支部設立が理事会承認（支部代表：水野敦之氏） 

 

議案 3 実践研究大会について （岡山支部担当） 

 ●開催予定日 ： 2021年 2月 13日（土）～14日（日） 

 ●テーマ（案）： 「TEACCHプログラム研究会 30周年 ～これまでとこれから～」 

 

議案 4 平成 31年度活動報告 （担当：事務局） 

1月 7日 平成 31年度 第 1回総務委員会（WEB会議） 

2月 10日 平成 31年度 第 1回理事会（山梨） 
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2月 10日～11日 実践研究大会 2019 （山梨） 

2月 11日 平成 31年度 総会 

5月 27日 平成 31年度 第 2回総務委員会（WEB会議） 

6月 機関誌『ぷらう』60号（春）発行 

8月        自閉症カンファレンス NIPPON2019ポスターセッションに参加 

10月 機関誌『ぷらう』61号（秋）発行 

12月 1日 JDDネットワーク第 15回年次大会でリーフレット配布 

12月 10日 平成 31年度 第 3回総務委員会（WEB会議） 

 

議案 5 平成 31年度会計報告 （担当：会計） 

 

 

議案 6 令和 2年度活動計画  （事務局） 

2月 5日    令和 2年度 第 1回総務委員会（WEB会議） 

2月 21日    令和 2年度 第 1回理事会（京都） 

2月 22日～23日 コラボレーションセミナー2020 （京都） 

2月 22日 令和 2年度 総会 

5月 機関誌『ぷらう』62号（春）発行 

10月 機関誌『ぷらう』63号（秋）発行 

12月 令和 2年度 第 2回総務委員会（WEB会議） 

未定 JDDネットワーク第 16回年次大会でリーフレット配布 

●上記以外、必要に応じて総務委員会および理事会を開催する。 
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議案 7 令和 2年度予算 （担当：会計） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊会計年度　令和2年1月1日～令和2年12月31日

＜収入＞

前年度繰越金

会費（\2,000×1,747名×0.8）

＜支出＞

令和2年度名簿及び会費管理費（土倉事務所業務委託費）

支払振込手数料（会費振込手数料）

理事会交通費

理事会会議費

総務委員会交通費

総務委員会会議費

JDD年会費

通信費

実践研究大会2021準備金

ホームページ管理費

雑費（印刷代、事務費等）

予備費（コラボレーションセミナー等積立金）

合計

\2,405,001

\2,795,200

\5,200,201

\1,200,000

\210,000

\1,650,201

\200,000

\50,000

\10,000

\5,200,201

\1,100,000

\70,000

\120,000

\20,000

\500,000

\70,000

令和2年度　TEACCHプログラム研究会　予算

合計



 - 7 - 

コラボレーションセミナー 2020 in 京都 報告 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――-- 

 

運営より 

ＴＥＡＣＣＨコラボレーションセミナー2020を終えて 

常任理事 村松 陽子 

 

「切れ目のない支援」という言葉を最近よく耳にしますが、自閉症スペクトラムの人たちには実際にどういう支

援が必要なんだろうと考え、今回のテーマをとりあげました。ただ移行のサービスを紹介するだけになってしま

ってはどうかと心配もありましたが、TEACCH のディレクターのローラ・クリンガー先生から推薦していただいた

Kara Hume 先生から送られてきた資料を見たとき、「ああ、これだ」と思いました。特性とそれに基づいた支援

である構造化された指導や視覚的支援などを、各年代のニーズに合わせて使っていくことが切れ目のない包

括的な支援を実現するのだということがよくわかる内容でした。 

リニューアルした新しい会場で行われたセミナー当日。もちろん期待を裏切らない、いや期待を超える内容

で、基本的な考え方から幅広い年代やニーズに合わせた最新の実践まで、非常にわかりやすくお話しいただ

けました。2 日目の 4 名の会員の方々の実践報告も様々な年代や場面で TEACCH の基本理念や方法を生か

しながら、それぞれの現場で発展させておられる様子がよくわかり、大変刺激を受ける内容でした。Kara Hume

先生も実践報告から学んだことがたくさんあると言ってくださり、内山会長が開会のあいさつで言われていた

「お互いに学びあう」という理念が実行できたと思います。そして、TEACCH の理念や方法は「切れ目のない支

援」を行う上でもコアとなる大切なものなのだということを改めて認識しました。 

今回は直前になって新型コロナウィルス感染の問題が勃発し、日々変化する情勢の中でしたが、何とか開

催することができました。セミナーで得られたものはやはり大きく、開催できて本当に良かったと思います。次回

の TEACCH コラボレーションセミナーは、2 年後の 2022 年に開催を予定しています。その頃には世界が落ち

着いて、皆様と笑顔で再会できることを心から願っています。 

 

 

参加者より 

TEACCH コラボレーションセミナー2020に参加して 

岡山支部 中村 純一 

 

岡山支部が承認され、今回、初めてコラボレーションセミナーに参加しました。今回のセミナーでは幼児期の

自閉スペクトラム症の子どもに対して積極的に家庭訪問など家族への支援を積極的に行う FITT プログラムの

実践や研究、高校から成人への社会生活への移行を支援する T－STEP などの最先端の内容の話を聞くこと

ができ、名前だけ聞いていたが具体的な内容を聞くことができ非常に有意義な時間を過ごすことができました。 

また、全国の皆さんとつながる良い機会でもあり互いに学びあい、励ましあう良い環境になっていければと感じ

ます。様々な地域独自での取り組みを聞くことができ、共感しながらも地域でできることはもっとないだろうかと

考える良い時間になりました。 

今年度より TEACCH 研究会岡山支部が立ち上がり、岡山では着実に広がりを見せています。このまま継続

しながら正しく自閉症支援が地域に根付いていくことを願います。来年度は岡山で TEACCH プログラム研究会

30周年を行います。実りある二日間となるよう支部運営委員を中心に準備に取り組みたいと思います。 

 

 

TEACCH コラボレーションセミナー2020に参加して 

鹿児島支部 野添 裕継 

 

TEACCH コラボレーションセミナーに初めて参加してきました。(*^^)v 
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今更ながらに参加して思ったのは、TEACCH プログラム研究会って、自閉症児者を心底思って行動している

自閉症支援研究の専門家集団なんだなあってことでした。さらに、TEACCH はけっして手法ありきではなく、医

療・福祉・教育・行政を超えた自閉症支援のための大きな枠組みだということを改めて実感。当セミナーも多職

種の方が参加されていました。そして、「保護者も共同治療者」という TEACCH プログラムの理念から私みたい

な親も一緒に活動できることをとても光栄に思っています。 

一日目メイン講師のカラ・ヒューム先生の講演や二日目の実践報告はもちろん、会場では、門眞一郎先生と

も久しぶりにお会いできたり、交流会では、通訳の重松先生を通じて、カラ・ヒューム先生ともお話ししたり、二

次会では会長の内山先生や諏訪先生をはじめ全国のＴ研会員の支援者の方々とのお話しもできて、有意義な

時間を過ごせた最高の 2日間でした。 

今回の体験したことを通じて、何ができるのかを再考する良い機会にもなりました。今後は、一人でも多くの

方にこれまで行ってきた発達障害の啓発活動に加えて、TEACCH プログラムのすばらしさと実際を新たに繋が

ったみなさんとともに伝えていければと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

世界自閉症啓発デー2020 日本実行委員会イベント 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――-- 

事務局 

 

毎年 4月 2日は、国連の定めた世界自閉症啓発デーです。会員の皆様のそれぞれ地域でもさまざまな取り

組みが行われていることと思います。日本実行委員会の主催する活動には、私たち TEACCH プログラム研究

会も、日本発達障害ネットワークの会員団体として共催しています。 

 残念ながら、今年のシンポジウムは、感染症の流行により中止となりましたが、東京タワーのブルーライトアッ

プは行われました。美しい青い光が、自閉症について理解を深めるきっかけとして、多くの人たちに届いたので

はないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回のトレーニングセミナーは、 

2021年度中に愛知県で！ 

 
自閉スペクトラム症当事者の方にご協力いただき、支援のノウハウを実践的に学べるセミナーです。詳細

は決まり次第お知らせしていきます。お楽しみに！ 

 

 



 - 9 - 

各支部 年間活動計画 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――-- 

 

 

＜北海道支部＞ 

 

【会議】 

日 時 内容 ・ 講師 会 場 

1月 14日（火） 
18：30～19：00 

北海道支部総会 北海道教育大学 
附属特別支援学校 

2月 25日（火） 
18：30～20：30 

第 1回運営委員会 あおいそら 

4月 21日（火） 
18：30～20：30 

第 2回運営委員会 あおいそら 

7月 7日（火） 
18：30～20：30 

第 3回運営委員会 あおいそら 

9月 29日（火） 
18：30～20：30 

第 4回運営委員会 あおいそら 

10月 27日（火） 
18：30～20：30 

第 5回運営委員会 あおいそら 

 

【勉強会・研修会】 

日 時 内容 ・ 講師 会 場 

1月 14日（火） 
19：00～20：00 

学習会（オープン） 
「その後の実践報告会」 
小笠原匠梧氏（ワークセンター一条） 

北海道教育大学 
附属特別支援学校 

5月 17日（日） 
9：45～12：30 

講演会（オープン） 
「早期療育最前線（仮）」 
館農幸恵氏（ときわ病院児童精神科外来） 

北斗市 
総合文化センター 

7月 11日（土） 
10：00～17：00 

7月 12日（日） 
10：00～17：00 

共催ワークショップ（オープン） 
「自閉症者の就労に向けて 

～アセスメントに基づいた支援～」 
梅永雄二氏（早稲田大学教育総合科学学術院） 

北斗市公民館 

7月 21日（火） 
18：30～20：30 

学習会（オープン） 
「みんなで事例検討会（子ども編）」 
北海道支部運営委員 

調整中 

8月 25日（火） 
18：30～20：30 

学習会（オープン） 
「みんなで事例検討会（おとな編）」 
北海道支部運営委員 

調整中 

9月 7日（月） 
16：00～18：00 

共催講演会（オープン） 
「自閉症ワークショップ 5日間コースプレ企画 
～TEACCHの歴史と理念～」 

高橋和俊氏（ゆうあい会石川診療所） 

調整中 

9月 8日（火） 
10：00～14：00 

共催講演会（オープン） 
「自閉症ワークショップ 5日間集中コース公開講座」 
諏訪利明氏（川崎医療福祉大学） 

北斗市 
総合文化センター 

10月 24日（土） 
15：00～17：00 

10月 24日（日） 
10：00～12：00 

講演会（オープン） 
10/24「通級での指導（仮）」 
10/25「保護者への支援（仮）」 
月森久江氏（東京都杉並区立済美教育センター） 

調整中 

 

 新型コロナウィルス感染拡大の影響により、
各支部の計画は変更される場合があります。
最新情報は、各支部にお問い合わせください。 
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【会報発行】 

日 時 内容 ・ 講師 会 場 

2月上旬 北海道支部会報 114号 「総会報告・学習会案内 等」  

6月中旬 北海道支部会報 115号 「学習会報告・学習会案内 等」  

9月上旬 北海道支部会報 116号 「学習会報告・学習会案内 等」  

11月中旬 北海道支部会報 117号 「学習会報告・2021年度総会案内 等」  

 

 

 

＜東京支部＞ 

 

日 時 支部主催の事業 （内容・講師・会場） 
共催、 
後援事業 

会報 役員会等 

2月 2日（日） みんなで★はなそ《事例検討会》 
時間：13時 30分～16時 30分 
会場：品川中小企業センター2 階中会議室 

NPO法人 
パルレ 

  

2月 22日（土） 
～23日（日） 

TEACCH コラボレーションセミナー 
講師：Kara Hume氏 
（ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ大学准教授児童発達支援ｾﾝﾀｰ研究員） 
会場：京都産業会館ホール 

   

3月 20日（金） ①東京支部総会 
時間：10時 00分～10時 30分（Webにて開催） 

②特別講演会 
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
「知的障害のない自閉スペクトラム症の方たちとの 

おつきあいのヒント」 
時間：10時～12時 30分 
講師：加藤潔氏（発達障害情報・支援センター 発達障害

支援推進官） 
会場：大田区入新井集会室 大集会室 

  役員会 
（Webにて） 

6月 7日（日） 定例勉強会① 「TEACCHプログラム概論」  
時間：未定  
講師：諏訪利明氏（川崎医療福祉大学） 
会場：未定 

 支部会報誌 
FUN31号 

 

7月 未定    役員会 

9月 26日（土） 定例勉強会② 「構造化」     
時間：未定 
講師：中山清司氏（自閉症 eサービス） 
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

   

10月 未定    役員会 

11月 14日（土） 定例勉強会③ 「評価(アセスメント)」 
時間：未定 
講師：加藤健生氏（社会福祉法人はーとふる 
発達障がい児者支援準備室 PiECE） 
会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター 

 支部会報誌 
FUN32号 

 

12月 6日（日） 定例勉強会④ 「自閉症のコミュニケーション」 
時間：未定 
講師：五味純子氏  
会場：未定 
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＜神奈川支部＞ 

 

日 時 内  容 ご 案 内 

2月 22日（土） 
23日（日） 

TEACCH コラボレーションセミナー 
講師：KaraHume氏 

京都産業会館ホール  

4月 24日（金） 
18：30〜20：30 

◆TEACCH プログラム研究会神奈川支部総会 
【勉強会】「Update TEACCH」 
講師：諏訪 利明（代表） 

県央福祉会会議室 
→中止となります 

5月 24日（日） 1DAYセミナー基礎編 vol.1 
「自閉症の特性と学習スタイル〜CARS2〜」 

県央福祉会会議室 
→中止となります 

7月 19日（日） 
10：00〜12：00 

Web講義 基礎編 vol.1 
「自閉症の特性と学習スタイル〜CARS2〜」 
講師：諏訪 利明（代表） 

Zoom による Web 講義とな
ります 

9月 13日（日） 
10：00〜12：00 

Web講義 基礎編 vol.2 
「アセスメントに基づく支援」 
講師：諏訪 利明（代表） 

Zoom による Web 講義とな
ります 

11月 21日（土） 
10：00〜12：00 

Web講義 基礎編 vol.3 
「個別教育（指導）計画―IEP―」 
講師：諏訪 利明（代表） 

Zoom による Web 講義とな
ります 

＜お知らせ＞ 

※今年度の勉強会は、1DAY セミナーとして実施する予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のた
め、年 3回のWeb講義に変更させていただきます。 

※参加費は、神奈川支部会員の方は年会費の中から算出させていただきますので、今年度については費用
の負担はありません。会員の方には、メールで Web 講義の I D をお知らせいたしますので、必ずメールの
登録をお願いします。（神奈川支部会員の皆様には、別紙ご案内を送付いたします。） 

※非会員の方につきましては、参加費を 1 回 2000 円とさせていただきます。事前にメール
（teacchkanagawa@yahoo.co.jp）にて参加希望日程、氏名、連絡先を記載してお申し込みください。振込先
をお知らせいたしますので、お振込の確認ができ次第、Web講義の I Dをお伝えします。 

※日程及び内容はあくまでも予定ですので、変更になる場合があります。 

＜研修会等の内容・日程の変更・活動報告等の最新情報

はブログ等でご確認ください。＞ 

◆TEACCH プログラム研究会ブログ 

http://teacch-kanagawa.blogspot.jp/ 

◆Facebook ページ 

https://www.facebook.com/TEACCHkanagawa/ 

 

 

 

＜山梨支部＞ 

 

日 時 支部主催の事業 （内容・講師・会場） 
共催・ 
後援事業 

会報の発行 
総会、 

世話人会等 

1月 7日 
10：00～16：00 

横浜東部地域療育センター見学 
 

   

2月 3日 
18：00～20：00 

   令和 2年度 
支部総会 

2月 25日 
10：00～14：00 

施設職員向け勉強会「アセスメントに基づいた支援」 
講師：大妻女子大 繩岡好晴氏 

   

TEACCHプログラム研究会 神奈川支部事務局 

〒242-0016 神奈川県大和市大和南 2-8-32 

 ファーストクラス大和南 1F ぴこっと内 山田 

【℡】080-3250-2115 【FAX】046-240-0102 

【e-mail】 teacchkanagawa@yahoo.co.jp 

（2020年 4月より住所、F A Xが変更になりました） 
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3月未定 実践報告会 
「私たちの取り組み」 
入所施設職員の発表 

  
 

 

4月 14日 
18：00～20：00 

   第 1回 
運営委員会 

4月未定 ミニ勉強会（DVD 視聴と情報交換）    

5月未定 
10：00～14：00 

施設職員向け勉強会「アセスメントに基づいた支援」 
講師：大妻女子大 繩岡好晴氏 

 ぷらう春号＆ 
支部通信発送 

 

6月 13日 
9：30～12：30 

 
公開講座 TEACCH基礎講座 16 
テーマ：未定 
講師：香川大学教授 坂井聡氏 

   

13：00～14：00    第 2回 
運営委員会 

7月未定 施設見学会 又は ミニ勉強会    

8月未定 
18：00～20：00 

   第 3回 
運営委員会 

9月未定 
10：00～14：00 

施設職員向け勉強会「アセスメントに基づいた支援」 
講師：大妻女子大 繩岡好晴氏 

   

10月未定 ミニ勉強会    

10月未定 
18：00～20：00 

   第 4回 
運営委員会 

11月上旬 
 

幼稚園・保育園の先生たちの基礎講座 PART7 
講師：横浜市東部地域療育センター 安部陽子氏 

 ぷらう秋号＆ 
支部通信発送 

 

12月未定 
 

   第 5回 
運営委員会 

12月未定 
10：00～14：00 

施設職員向け勉強会「アセスメントに基づいた支援」 
講師：大妻女子大 繩岡好晴氏 

   

 

 

 

＜石川支部＞ 

 

日時 支部主催の事業 （内容・講師・会場） 
共催・ 

後援事業 
会報の発行、 

総会、世話人会等 

1月 26日（日） 
9：30～12：00（終了） 

「自閉症の理解と支援ｰ学齢期を中心として」 
講師：新井豊吉さん（福井大学准教授） 
会場：金沢市教育プラザ富樫 121室 

 第 18回総会 
会報発行 

3月 29日（日） 
9：30～12：00（中止） 

第 77回例会 
DVD「自閉症とともにー自閉症の理解と支援－」鑑賞会 
会場：金沢市教育プラザ富樫 131室 

 運営委員会（中止） 
会報発行（5月） 

7月 12日（日）中止 
→来年度に延期 

「自閉症の理解と支援～実践編～3回シリーズ」 
①アセスメント、支援者個々やチームとしての意識 
講師：笠合竜明さん（相談支援専門員） 
会場：金沢市教育プラザ富樫 121室 

 会報発行 

8月 9日（日） 中止 
→来年度に延期 

「自閉症の理解と支援～実践編～3回シリーズ」 
②ワークショップ、アセスメントから支援の立案等 
講師：笠合竜明さん（相談支援専門員） 
会場：金沢市教育プラザ富樫 121室 

 運営委員会 
会報発行 
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9月 27日（日）中止 
→来年度に延期 

「自閉症の理解と支援～実践編～3回シリーズ」 
③事例を紹介しながら自らの意識を更新できるような
話題提供 

講師：小坂正栄さん（ポーテージ協会専門員） 
会場：金沢市教育プラザ富樫 121室 

  

10月 18日（日） 
9：30～13：00 

「自閉スペクトラムの人への意志決定支援と 
コミュニケーション」（能登例会） 

講師：門眞一郎さん（児童精神科医） 
会場：奥能登行政センター（能登空港内） 

まるおかクリ
ニックと共催 

 

11月 1日（日） 
9：30～12：00 

「演題未定」 
講師：宇野洋太さん 

（よこはま発達クリニック児童精神科医） 
会場：金沢市教育プラザ富樫 121室 

 運営委員会 
会報発行 

＊新型コロナウイルスの感染拡大の影響で日程が変更される可能性があります。詳しくは石川支部事務局木崎までお問い

合わせください。（℡076－274－1946 留守電の時は、お名前・電話番号をお知らせ下さい。） 

 

 

 

＜愛知支部＞ 

 

日 時 支部主催の事業 （内容・講師・会場） 会報発行 総会など 

1月 25日 
 

講演会「自閉症スペクトラムの診療現場から思うこと」  
講師：村松陽子氏（京都市児童福祉センター） 

 
総会 
世話人会 

2月  会報 世話人会 

3月    

4月 25日 
 
 
 

講演会「行動障害のある方のより良い暮らしをめざして 
    ～現場で活かせる支援のコツをふまえて～」 

講師：志賀利一氏（横浜やまびこの里） 
林 大輔氏 （たくと大府）    中止 

 世話人会 
 
 
 

5月   世話人会 

6月    

7月 25日 
 
 
 

講演会「重い障害のある方の意思決定支援を考える」 
講師：門眞一郎氏（児童精神科医） 

中谷正恵氏（童夢 代表取締役） 
荻野ます美氏（愛知県自閉症協会・つぼみの会） 

会報 
 
 
 

世話人会 
 
 
 

8月    

9月未定 講演会（未定）  世話人会 

10月    

11月   世話人会 

12月未定 実践報告会  世話人会 
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＜滋賀支部＞ 

 

日  時 内   容 

9月 25日(金) 
19：00～20：45 

「自閉症スペクトラムの特性理解」 
講師：滋賀県発達障害者支援センター スタッフ 

10月 30日(金)  
19：00～20：45 

「自閉症スペクトラムのコミュニケーション」 
講師：滋賀県発達障害者支援センター スタッフ 

11月 27日(金) 
19：00～20：45 

「アセスメントの方法～氷山モデルを用いて」 
講師：滋賀県発達障害者支援センター スタッフ 

12月 18日(金) 
19：00～20：45 

「ワークシステムと自立課題」 
講師：滋賀県発達障害者支援センター スタッフ 

＊場所はいずれも、滋賀県男女共同参画センター（G-NET しが）予定 

＊参加費：会員無料、非会員は 1回につき 500円 

＊いずれも、事前の参加申し込みは不要です。（単発参加も可） 

＊新型コロナウイルスの感染拡大、天候の影響等により、例会の日時が変更になる場合があります。その場合

は、ブログ、Facebookに掲載しますので、例会の前にチェックをお願いします。 

【お問い合わせ】：TEACCHプログラム研究会滋賀支部 事務局 

FAX：077-562-8980  

E-mail：teacchshiga@yahoo.co.jp 

Blog：http：//blog.goo.ne.jp/teacchshiga   

Facebook：http：//www.facebook.com/teacchshiga 

 

 

 

＜京都支部＞ 

 

日 時 支部主催の事業 （内容・講師・会場） 
共催・ 
後援事業 

会報の 
発行 

総会、 
世話人会等 

1月 18日（土） 
14：00～16：00 
 
 
 

講演会 
「子どもたちの困りと本音を知りたい 

～絵本『学校コワイ』に込めた思い～」 
講師：よつば もこ 氏 

 （NPO 法人 高槻ルーロー） 

  

事務局会議 
総会 
 
 
 

2月 22日（土） 
～23日（日） 
 

「TEACCH コラボレーションセミナー2020 
～切れ目のない支援をめざして～」 

講師：カラ・ヒューム博士 
   

4月 
 

 
 

 
 

会報・ 
会員証発行 

事務局会議 
 

5月     

6月 
 

 
超入門！ 
自閉症支援講座 

  

7月 
 
 
 
 

 

超入門！ 
自閉症支援講座 

高機能自閉症・ア
スペルガー症候群
セミナー 

  

http://blog.goo.ne.jp/teacchshiga
http://www.facebook.com/teacchshiga
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8月～10月 
 
 
 

夏例会 
DVD「自閉症とともに」上映と講演のジョイン
ト企画を計画中。確定し次第、機関紙・ブロ
グ・フェイスブックにてお知らせします。 

超入門！ 
自閉症支援講座 
 
 

会報発行 
 
 
 

 

11月～12月 
 
 
 

秋例会 
DVD「自閉症とともに」上映と講演のジョイン
ト企画を計画中。確定し次第、機関紙・ブロ
グ・フェイスブックにてお知らせします。 

超入門！ 
自閉症支援講座 
 
 

  

 

 

 

＜大阪支部＞ 

 

日  時 内   容 

5月 16日(土) 
14：00～16：30 

公開講座「高齢期から見たそれぞれのライフステージに必要な支援」 
講師：志賀 利一氏（㈳やまびこの里 相談支援事業部長） 

7月 11日（土）  
14：00～16：30 

公開講座「早期支援」 
講師：新澤 伸子氏（武庫川女子大学心理社会福祉学科 教授） 

9月 12日（土） 
14：00～16：30 

公開講座「通常の学校での支援」 
講師：重松 孝治氏（川崎医療大学 講師） 

10月 17日(土) 
14：00～16：30 

公開講座「コミュニケーション 家庭での支援」 
講師：中谷 正恵氏（童夢 代表取締役） 

11月 23日(月)  
14：00～16：30 

月例会「実践報告 事例検討会」 
講師：岩城 望氏（㈳北摂杉の子会 発達支援あゆみ） 

＊場所はいずれも大阪府社会福祉会館 

＊参加費：会員は月例会￥500円、公開講座は￥1、000円 

非会員は月例会￥1、000円、公開講座は￥2、500円 

＊いずれも、事前の参加申し込みは不要です。 

 

 

 

＜岡山支部＞ 

 

日 時 支部主催の事業 （内容・講師・会場） 
共催・後援事

業 
会報の発行、 

総会、世話人会等 

1月 25日（土） 
18：30～20：30 

【連続講座】「行動マネージメント」 
講師：重松孝治（支部代表） 
会場：川崎医療福祉大学 5351教室 

 役員会 

4月 26日（日） 
13：45～15：45 

【講演会】「ASD の理解と支援－臨床現場から－」 
講師：本田秀夫氏（信州大学医学部附属病院） 
会場：川崎医療福祉大学 3601教室 

【岡山支部総会】 

 役員会 

5月 9日（土） 
18：30～20：30 

【連続講座】「構造化」 
講師：重松孝治（支部代表） 
会場：川崎医療福祉大学 5351教室 

 役員会 

6月 13日（土） 
18：30～20：30 

【連続講座】「学級運営」 
講師：重松孝治（支部代表） 
会場：川崎医療福祉大学 5351教室 

 役員会 
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7月 11日（土） 
18：30～20：30 

【連続講座】「NEXT STEP（構造化の応用）」 
講師：重松孝治（支部代表） 
会場：川崎医療福祉大学 5351教室 

 役員会 

10月 24日（土） 
18：30～20：30 

【実践報告】「幼児の現場から」 
講師：重松孝治（支部代表） 

指定児童発達支援事業所 星とたんぽぽ 
会場：川崎医療福祉大学 5351教室 

 役員会 

11月 28日（土） 
18：30～20：30 

【実践報告】「学齢期の現場から」 
講師：諏訪利明（神奈川支部） 

児童発達支援・放課後等デイサービス ワルツ 
会場：川崎医療福祉大学 5351教室 

 役員会 

12月 19日（土） 
18：30～20：30 

【実践報告】「成人期の現場から」 
講師：小田桐早苗（支部運営委員） 

生活介護事業所 これから 
会場：川崎医療福祉大学 5351教室 

 役員会 

 

 

 

＜鳥取支部＞ 

 

【鳥取定例会】 第 3木曜日 18：15～19：30 

株式会社 つむぎ      （0857）30－0976 

【境港定例会】 特定非営利活動法人 陽なた  （0859）57－6240 

【事務局】     特定非営利活動法人 スペル  （0857）50－0631 

 

日 時 支部主催の事業 （内容・講師・会場） 
共催・ 
後援事業 

会報の 
発行 

総会、 
世話人会等 

2月 2日 
9：30～11：00 

   役員会 
総会 

4月 16日 
18：15～19：30 

【鳥取定例会】つむぎにて 
「TEACCH プログラムとは」 
講師：信原 和典 氏 

  
 

5月 21日 
18：15～19：30 

【鳥取定例会】つむぎにて 
「自閉症の特性について」 
講師：信原 和典 氏 

   

6月 18日 
18：15～19：30 

【鳥取定例会】つむぎにて 
「構造化について」 
講師：信原 和典 氏 

鳥取県自閉症協会 
総会記念講演会 

ぷらう 
 

 

7月 16日 
18：15～19：30 

【鳥取定例会】つむぎにて 
「コミュニケーションについて」 
講師：信原 和典 氏 

自閉症・発達障が
い基礎講座 

  

8月 20日 
18：15～19：30 

【鳥取定例会】つむぎにて 
事例検討会（つむぎ） 

   

9月 17日 
18：15～19：30 

【鳥取定例会】つむぎにて 
事例検討会（鹿野かちみ園） 

   

10月 15日 
18：15～19：30 

【鳥取定例会】つむぎにて 
事例検討会（明日葉） 

 
 

  

11月 19日 
18：15～19：30 

【鳥取定例会】つむぎにて 
事例検討会（検討会その後） 

 ぷらう 
 

 

12月 17日 
18：15～19：30 

【鳥取定例会】つむぎにて 
 次年度計画 
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＜香川支部＞ 

 

日 時 支部主催の事業 （内容・講師・会場） 
共催・ 

後援事業 
会報の発行、 

総会、世話人会等 

3月 15日（日） 中止   

4月 19日（日） 中止   

5月 17日（日） 中止  ぷらう発行 

以降の開催は未定です。 

6月 21日（日） 
  10：00～12：00 
 

「自閉スペクトラムの特性理解と支援① ～特性の理解～」 
 講師：支部運営スタッフ 
 会場：かがわ総合リハビリテーションセンター 

  

7月 26日（日） 
  10：00～12：00 
 

「自閉スペクトラムの特性理解と支援② ～コミュニケーション～」 
 講師：支部運営スタッフ 
 会場：かがわ総合リハビリテーションセンター 

  

7月 26日（日） 
  10：00～12：00 
 
 

「自閉スペクトラムの特性理解と支援③ 
～構造化（空間・時間・活動）～」 

 講師：支部運営スタッフ 
 会場：かがわ総合リハビリテーションセンター 

  

10月 4日（日） 
  13：00～16：00 
 

公開講演会「タイトル未定」 
 講師：佐々木康栄 氏（よこはま発達クリニック 臨床心理士） 
 会場：かがわ総合リハビリテーションセンター 

 
ぷらう発行 
 
 

11月 15日（日） 
  10：00～12：00 
 
 

「自閉スペクトラムの特性理解と支援④ 
～「問題行動」への取組～」 

 講師：支部運営スタッフ 
 会場：かがわ総合リハビリテーションセンター 

  

12月 13日（日） 
  10：00～12：00 
 

「座談会：自閉症への支援Ｑ＆Ａ」 
 講師：支部運営スタッフ 
 会場：かがわ総合リハビリテーションセンター 

  

＊会場は全てかがわ総合リハビリテーションセンター 福祉センター2F研修室です。 

＊現在、会場が使用中止となっており、開催の目処がたっていない状況です。最新情報はホームページでご

確認ください。http：//teacchkagawa.web.fc2.com/index.html 

 

 

 

＜福岡支部＞ 

 

日 時 活動内容 
アドバイザー 
（すべて予定） 

会場 

4月 2日（木） 
 

○世界自閉症啓発デー 
○自閉症スペクトラム実践研修会案内状送付 

  

5月 16日（土） 
13：30～16：00 

○自閉症スペクトラム実践研修会 
テーマ：情報交換会 

井上哲雄氏 
 

西南学園大学 
 

6月 ○自閉症スペクトラム実践研修会案内状・ぷらう送付   

7月 18日（土） 
13：30～16：00 
 

○自閉症スペクトラム実践研修会 
テーマ： 
講師：未定 

井上哲雄氏 
 
 

西南学園大学 
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8月 ○自閉症カンファレンスＮＩＰＰＯＮ   

9月 ○自閉症スペクトラム実践研修会案内状送付   

10月 17日（土） 
13：30～16：00 
 

○自閉症スペクトラム実践研修会 
テーマ：  
講師：未定 

井上哲雄氏 
 
 

西南学園大学 
 
 

11月 ○自閉症スペクトラム実践研修会案内状・ぷらう送付   

12月 12日（土） 
13：30～16：00 
 
 

○自閉症スペクトラム実践研修会 
記念講演（タイトル未定） 
講師：未定 

○令和 2年度総会 

井上哲雄氏 
 
 
 

西南学園大学 
 
 
 

※自閉症スペクトラム実践研修会の実践報告者は、随時募集します。 

※日時、アドバイザー、会場については予定であるため、変更される場合もあります。 

※他団体の研修会等の情報を提供。（随時送付） 

 

 

 

＜佐賀支部＞ 

 

日 時 内容・講師など   共催・後援 会 場 備考 

1月 19日（日） 
 

定例学習会「自閉症の今後」 
講師：オーティズム・リサーチ・コンサルタンシー 服巻智子氏 

ほほえみ館 視聴覚室 
14：00～16：00 

総会 
 

2月 定例学習会はお休みです。【京都にてコラボレーションセミナー】   

3月 14日（土） 
 

定例学習会「学校における実践」→8 月に延期 
講師：地域の特別支援学級・通級指導教室 

ほほえみ館 視聴覚室 
9：30～11：30 

 

4月 4日（土） 
 

世界自閉症啓発デー佐賀イベント  主催：佐賀県自閉症協会 
定例学習会はお休みです。 

  

5月 10日（土） 
 

定例学習会「行動について行動療法」 
講師：公認心理師 ・ 臨床心理士 中山政弘氏 

メートプラザ 大会議室 
 

ぷらう 
 

6月 28日（日） 
 

定例学習会「ペアレントメンターについて」 
講師：公認心理師 ・ 臨床心理士 中山政弘 氏 

メートプラザ 大会議室 
 

 

7月 18日（土） 
 

定例学習会「ペアレントトレーニングの取り組みについて」 
講師：㈱ぱすてる こども発達療育相談 PASTEL 藤本夏美 氏 

メートプラザ 大会議室 
 

 

8月 29日（土） 
 

定例学習会「事例検討会 インシデントプロセス法 を用いて」 
幼児期・学齢期（特別支援学級・特別支援学校）から 

メートプラザ 大会議室 
 

 

9月 19日（土） 
 

定例学習会「ストラクチャードティーチング①」 
講師：オーティズム・リサーチ・コンサルタンシー 服巻智子氏 

  

10月 31日（土） 
 

定例学習会「ストラクチャードティーチング②」 
講師：オーティズム・リサーチ・コンサルタンシー 服巻智子氏 

  

11月 未定 公開講演会 未定  ぷらう 

12月 19日（土） 
 

定例学習会「行動を整えること」 
講師：それいゆ 宗貞由貴子 氏 

 
代表者会 
 

2021年 

1月 定例学習会（仮題）「自己理解の支援について」それいゆ吉永菜穂子氏終了後：総会 

2月 定例学習会はお休み。 

3月 定例学習会（仮題）「学校現場から実践からみえてくる課題」 
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＜大分支部＞ 

 

日 時 支部主催の事業 （内容・講師・会場） 
会報の 
発行 

総会、 
世話人会等 

1月 26日 
10：00～16：00 

講演会①「セルフケアに活かすブレインジムエクササイズ」 
講師：今道久恵氏 →終了 

 
総会 
 

2月 22・23日 コラボレーションセミナー →終了   

3月    

4月    

5月 24日 
基礎講座①「内容未定」 
講師：三ケ田智弘氏 →2020 年 9 月以降に延期 

 
世話人会 
（WEB開催？） 

6月 28日 
10：00～16：00 

 

講演会②「自閉スペクトラム症の対人社会性や 
コミュニケーション力を伸ばす方法」 
講師：今本繁氏 →2021 年に延期 

えまーじゅ 
発行予定 
 

世話人会 
（WEB開催？） 
 

7月 19日 
 

基礎講座②「内容未定」 
講師：三ケ田智弘氏  →2020 年 9 月以降に延期 

  

8月 7日 
19：00～20：00  

 

特別講演会「難民キャンプへの医療支援を通じて見えてきたこと 
世界に忘れられた人々に光をあてる援助」 
講師：益田みつる氏 →2021 年に延期 

 
世話人会 
（WEB開催？） 
 

9月 6日 
10：00～16：00 

講演会③「生涯を見据えた自閉スペクトラム症の包括的支援」 
講師：重松孝治氏 →2021 年に延期 

  

10月    

11月 8日 
 

講演会④「発達障害に役立つ東洋医学（仮）」 
講師：川嶋浩一郎氏 →2021 年に延期 

  

12月 6日 
 

基礎講座③「内容未定」 
講師：三ケ田智弘氏 

 
世話人会 
 

※大分支部では今年度の研修（基礎講座等）の全てをWEBで開催することを検討しております。 

 

 

 

＜熊本支部＞ 

 

期 日 研修内容・講師 備 考 

1月 18日(土) 
18：30～ 
新都心プラザ 

6階会議室 

支部総会 総会 令和 2年度 
会費納入 
（～2/28） 

講演会 内容 「くまもとの就労支援について」 
講師 くまもと障がい者ワーク･ライフサポートセンター縁 

4月 18日 
 

基礎講座 
 

内容「TEACCH と ASD」 
講師：重松孝治 先生（川崎医療福祉大学） 

*定例運営委
員会は、毎例
会 前 後 を 予
定。 
 
 
 

7月 4日（土） 
 

実践研修 
 

内容「構造化～TEACCHに学ぶ自閉症支援～」 
講師：諏訪利明 先生（川崎医療福祉大学） 

10月 
 
 

くまもと障がい者就
業支援研究会合同
研修会 

内容「就業困難者の就労支援」 
講師：高橋亜希子さん（㈱エンカレッジ） 
 

1月 
 

令和 3年度 
支部総会・講演会 

総会・講演会 
 

 

※日程、内容などは変更する場合があります。会場は、その都度ご案内いたします。 
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＜宮崎支部＞ 

 

１． 事業の方向性 

 令和 2 年度の事業として、2 カ月の 1 回のペースで基本となる勉強会を実施したいと考えている。本支部と

しては初年度でもあるため、本支部会員を講師として実施して手作り感のある勉強会にする。また、年間 1 回

は講師を招聘して、公開講座を実施したいと考えている。 

 

２． 事業計画 

開催月・日（予定） 内 容 

1月 11日 主催研修：自己認知支援（般化のプロセス） 

3～4月 立ち上げ式・支部総会（延期） 

5月 主催研修：自閉症の特性と支援（中止） 

7月 主催研修：事業所や学校の環境設定（構造化を中心に） 

9月 主催公開講座：（内容未定） 

9～10月 主催研修：自立課題その 1（視覚的構造化を中心） 

12月 
主催研修：自立課題その 2（年齢に合わせた課題設定） 
講師：水野敦之 

 

 

 

＜鹿児島支部＞ 

 

日 時 
公開講演会 

10：00～12：00 
少人数限定ワークショップ 

13：00～15：00 
総会、 

世話人会等 

5月 31日（日） 
 
 

自閉症であるということと TEACCHのある暮らし 
〜自閉症概念と TEACCHの概説〜 
講師：宇野洋太 氏（児童精神科医師） 

行動の背景を特性から見立てる 
講師：宇野洋太 氏 
 

運営委員会 
 
 

6月 28日（日） 
 
 
 

自閉症のある方々の感じている世界や捉え方 
〜自閉症スペクトラムの認知スタイル〜 
講師：佐々木康栄 氏 

（臨床心理士・公認心理師） 

構造化 1 〜環境の意味をわかりや
すくする工夫を中心に〜 
講師：宇野洋太 氏 
 

運営委員会 
 
 
 

9月 27日（日） 
 

 

自閉症のある方々の暮らしを支えるための支援 
〜テーラーメイドな支援〜 
講師：笠合竜明 氏（相談支援専門員） 

構造化 2 〜活動の意味をわかりや
すくする工夫を中心に〜 
講師：宇野洋太 氏 

運営委員会 
 
 

11月 22日（日） 
 
 
 

自閉症のある方々と想い・気持ちを分かち合う 
〜コミュニケーションの特徴と支援〜 
講師：下田祐輝 氏（一般社団法人ゆこり 代

表理事・言語聴覚士） 

コミュニケーションの表出を促す取
り組み 
講師：宇野洋太 氏 
 

運営委員会 
 
 
 

12月 13日（日） 
 
 
 
 
 

大規模講演会・総会 
自閉症のある方々と想い・気持ちを分かち合う 
〜コミュニケーションの特徴と支援〜 
講師：草原比呂志（社会福祉法人洋々会 あじの里地域生活支援センターセンター

長） 
宇野洋太、佐々木康栄 

総会 
 
 
 
 
 

※①②については新型コロナウイルス感染対策のためWEBにて実施。 

③以下の講演の会場は未定。順次案内いたしますが状況を鑑みWEBになる場合もあり。 
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▼公開講演会 

①自閉症であるということと TEACCHのある暮らし〜自閉症概念と TEACCHの概説〜 

講師：宇野洋太（よこはま発達クリニック副院長・児童精神科医師／TEACCH研東京支部長／ 

TEACCH研鹿児島支部顧問） 

②自閉症のある方々の感じている世界や捉え方〜自閉症スペクトラムの認知スタイル〜 

講師：佐々木康栄（よこはま発達クリニック・相談室 臨床心理士・公認心理師・精神保健福祉士／ 

TEACCH研鹿児島支部会員） 

③自閉症のある方々の暮らしを支えるための支援〜テーラーメイドな支援〜 

講師：笠合竜明（社会法人手をつなぐ親の会 相談支援事業所「きずな」相談支援専門員／ 

障がい児拠点学童クラブ「すずかけクラブ」支援職員／TEACCH研本部常任理事） 

④自閉症のある方々と想い・気持ちを分かち合う〜コミュニケーションの特徴と支援〜 

講師：下田祐輝（一般社団法人ゆこり 代表理事・言語聴覚士） 

▼大規模講演会（200名程度）･･･講演終了後に鹿児島支部総会を開催予定 

⑤自閉症のある方々と想い・気持ちを分かち合う〜コミュニケーションの特徴と支援〜 

講師：草原比呂志（社会福祉法人洋々会 あじの里地域生活支援センターセンター長） 

宇野洋太、佐々木康栄 

▼少人数限定ワークショップ（20名程度：公開講演会①および 4回連続の参加が前提） 

①行動の背景を特性から見立てる 

②構造化 1〜環境の意味をわかりやすくする工夫を中心に〜 

③構造化 2〜活動の意味をわかりやすくする工夫を中心に〜 

④コミュニケーションの表出を促す取り組み 

講師：宇野洋太（よこはま発達クリニック副院長・児童精神科医師／TEACCH研東京支部長／ 

TEACCH研鹿児島支部顧問） 

 


