セミナーのビデオ・DVD を貸し出します
ダビングはしないでください

料金

会 員…郵送料のみ
一 般…1 本 1,000 円（送料別）
貸し出し本数…１回の貸し出しで２本まで
貸し出し期間…２週間以内
・No.1～No.47 は VHS ビデオ,No.48 は DVD で貸し出ししております。
・下記事項を明記いただき、事務所まで FAX・メールでお申し込みください。
① 氏名 ②送り先住所 ③電話番号 ④ご希望の番号
郵便振込用紙を同封いたしますので到着後お振込みください。
メールでお申し込みの場合、件名を「ビデオまたは DVD 貸し出し希望」として
ください。
申込先

京都府自閉症協会
FAX：075-813-5157 メールアドレス：askyoto@iris.eonet.ne.jp
お問い合わせ TEL:075-813-5156
※借り主の責任において、紛失・破損などされた場合は、1 本につき
・正会員 2,000 円 ・賛助会員 3,000 円 ・一般 5,000 円をいただくことに
なっております。

◆自閉症理解のための基礎講座 2005◆
41 第１回 「自閉症の理解」津川麻子氏
(2005.5.21)
42 第２回 「わかりやすい環境づくりとコミュニケーション支援」諏訪利明氏 (2005.6.18)
◆平成 16 年度 定期総会 第２部 講演＆シンポジウム◆
(2005.5.28)
43 「グランドデザイン案でどう変わる？」
荒田均氏・松上利男氏・前田ハル子氏・櫻井基生氏
◆自閉症理解のための北部セミナー◆
(2005.6.28)
44 講演「高機能自閉症・アスペルガー症候群の理解とその支援」田中浩一郎氏
実践報告「幼児期における実践～高機能自閉症スペクトラムの子どもたち～」
足立和佳美氏

◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー◆
(2005.7.9)
45 講演「高機能自閉症スペクトラムをめぐって」 門眞一郎氏
実践報告「教育現場での実践」 春田富貴子氏・岡山由美氏・植村美栄子氏
講演「当事者としての体験と意見」 荒木大氏

◆自閉症の就労支援セミナー2006◆
(2006.3.18)
46―1 講義「自閉症の人達が元気に働ける仕事づくり：新しい就労のカタチ」樋口幸雄氏
46―2 講義「自閉症の人が元気に働けるためのサポート：ジョブコーチ」濱田和秀氏
46―3 シンポジウム「自閉症の人達が元気に働けるためには？」
～アンケート調査から見えてくるもの・京都における現状とこれから～
加藤久雄氏・田中正人氏・樋口幸雄氏・濱田和秀氏・櫻井基生氏
◆自閉症のきょうだい支援セミナー◆
(2007.6.3)
47 講演「自閉症のきょうだい支援について～自閉症者の兄との生活で感じてきたこと・
アメリカにおけるきょうだい児支援の現状について～」田中恭子氏
パネルディスカッション「きょうだいの思いを聞く」４人のきょうだいの方々

◆自閉症セミナー2006―ライフステージに合わせた支援―◆
第１回「幼児期・児童期の支援」
(2006.5.20)
48 講演「幼児期・児童期の支援―診断、療育、家族支援―」村松陽子氏
49 実践紹介「コミュニケーションと自立への支援―家庭での工夫―」喜田明子氏
第２回「青年期・成人期の支援」
(2006.6.10)
51 講演「青年期・成人期の支援のポイント」松上利男氏

◆ゲーリー・メジボフ先生 講演会◆ ゲーリー・メジボフ氏
(2006.8.29)
52―1 「自閉症を正しく理解するということ」～自閉症の支援で最も大切なこと～（１）
52―2
〃
（２）
52―3
〃
（３）

◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2006◆
(2006.7.8)
53―1 基調講演「高機能自閉症・アスペルガー症候群 その理解と支援」門眞一郎氏
53―2 第１分科会「ソーシャルストーリーの作り方～社会的情報を共有するために～」
村松陽子氏
53―3 第２分科会「青年期の精神医学的問題」 田中浩一郎氏
53―4 第３分科会「違法行為とのかかわり方や性の問題について」定本ゆきこ氏
53―5 第４分科会「就労に向けた支援のあり方」柴田珠里氏

◆平成 18 年度 定期総会 第２部 講演◆
(2007.6.2)
54 「地域で暮らすー被害者・加害者になってしまったら？ならないためには？―」
辻川圭乃氏
◆自閉症セミナー2007―ライフステージに合わせた支援―◆
第１回「幼児期・児童期の支援」
(2007.5.19)
55―1 講演「自閉症の理解と支援―幼児期に大切にすることー」津川麻子氏
55―2 実践紹介「幼児期の支援―療育教室での取り組み―」山村可奈子氏
第２回「青年期・成人期の支援」
(2007.6.16)
56―1 講演「行動障害のある人たちへの取り組み～居住・作業・余暇の支援～」
中野伊知郎氏
56―2 実践紹介「入所施設における行動障害への取り組み」前野篤史氏

◆自閉症理解のための北部セミナー◆
(2007.6.23)
57―1 講義「自閉症スペクトラムの支援～【わかる・できる！】を大切に」村松陽子氏
57―2 実践報告「与謝の海養護学校 小学部の実践より」坂根斉美氏

◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2007◆
(2007.7.15)
58―1 基調講演「高機能自閉症スペクトラムの理解と支援について」田中浩一郎氏
58―2 第１分科会「こんなときどうする？―地域で安全に暮らすためにー」辻川圭乃氏
58―3 第２分科会「青年に人たちのかかえている問題」中山清司氏
58―4 第３分科会「学校現場における高機能自閉症・アスペルガー症候群への取り組み」
小松晃子氏
58―5 第４分科会 パネルディスカッション「中卒後・高卒後の進路を考える」
坂井聡氏・保護者

◆自閉症の就労支援セミナー2007◆
(2007.9.8)
59―1 講演「自立支援法の戦略的活用法 自閉症者の就労支援はどう変わったか？」
松上利男氏
59―2 実践報告１「自閉症の人が元気に働けるための環境づくりや工夫」福田晋介氏
59―3 実践報告２「自閉症の人たちの就労支援の実際」 酒井大介氏

◆自閉症セミナー2008―ライフステージに合わせた支援―◆
60
第１回「幼児期・児童期の支援」
講演「家族への支援」幸田栄氏
実践紹介「保育所での支援～家族との協力」 牛田睦美氏
61
第２回「青年期・成人期の支援（生活編）」
講演「自閉症の特性と支援～構造化と行動障害の支援」諏訪利明氏
実践紹介「ガイドヘルプの現場から」駒田健一氏
実践紹介「通所施設の現場から」浅田康義氏
62
第３回「青年期・成人期の支援（就労編）」
講演「自閉症の人の就労を考える」中山清司氏
実践紹介「就労支援の現場から」中西大作氏

(2008.5.17)

(2008.6.14)

(2008.9.6)

◆自閉症理解のための北部セミナー◆
(2008.6.28)
63―1 講義「高機能自閉症スペクトラムの理解～支援をする上で考えておきたいことは？」
田中一史氏
63―2 当事者から「アスペルガー症候群の私からわたしへ」佐々木欣子氏

◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2008◆
(2008.7.5)
64―1 基調講演「高機能自閉症・アスペルガー症候群 その理解と支援」村松陽子氏
64―2 第１分科会「成人の支援」関水実氏
64―3 第２分科会「当事者から学ぶ」中山清司氏
64―4 第４分科会 パネルディスカッション「学校と親の連携」
小田健司氏・清水里美氏・中川徳子氏

◆自閉症セミナー2009―ライフステージに合わせた支援―◆
65
第１回「幼児期・児童期の支援」
(2009.5.16)
講演「転換期に立つ自閉症教育」澤月子氏
実践紹介「子どもと教師のおもいをつなく視覚支援」 松尾博史氏
66
第２回「青年期・成人期の支援（生活編）」
(2009.6.13)
講演「自閉症支援の基本～構造化とコミュニケーションを中心に」中山清司氏
実践紹介「自発的コミュニケーションと自立」桧尾めぐみ氏
67
第３回「青年期・成人期の支援（就労編）」
(2009.7.11)
講演「広汎性発達障害の人の就労支援の実際」志賀利一氏
実践紹介「大阪版 就労支援システムとそのプロセス」高橋亜希子氏

◆自閉症理解のための北部セミナー◆
(2009.6.27)
68
講義「
‘普通’とめざす教育がもたらしたこと～成人期の姿から」 澤月子氏
実践紹介「コミュニケーションの育ちと思春期～当たり前の暮らしの中にあるＰＥＣＳ」
桧尾めぐみ氏

◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2009◆
(2009.11.28)
69―1 基調講演「わたしのキャンパスライフ－役立ったこと・困ったこと－」佐々木欣子氏
69―2 第２分科会「診断名告知を考える」田中浩一郎氏・田中一史氏・村松陽子氏・保護者
第３分科会「教育現場からの報告」
『通常学級における特別支援教育～個に応じた指導の工夫と改善』西澤洋子氏
『障害特性の顕著なＡくんの変化とそれを支えたもの』柴田和泉氏・和田由起子氏

◆ＮＨＫハートフォーラム～京都府自閉症協会 40 周年記念大会◆
(2009.11.1)
70
講義「
『親と専門家の協働』－まず互いに理解し合って、
そして社会共通の理解に協力し合って－」 佐々木正美氏
シンポジウム「京都におけるこの 10 年間の変化」
門眞一郎氏・岡美智子氏・駒田健一氏・真田雅子氏・宮内賀永子氏

◆自閉症セミナー2010―ライフステージに合わせた支援―◆
71
第１回「幼児期・児童期の支援」
(2010.4.17)
講演「特別支援学級（育成学級）における自閉症教育～方法論を形に～」松尾博史氏
実践紹介「大藪小学校ひまわり学級の一日」北福浩章氏
72
第２回「青年期・成人期の支援（生活編）」
(2010.5.22)
実践紹介「日中活動支援の現場から」田中紀江氏
73
第３回「青年期・成人期の支援（就労編）」
(2010.6.12)
講演「自閉症者の就労支援とジョブコーチの役割」小川浩氏
実践紹介「『共に働く』手ごたえのある日々“やったらやれるんや、やらさへんだけや！”」
山田美智子氏

◆自閉症理解のための北部セミナー◆
(2010.6.26)
74
講義「自閉症スペクトラムの人への支援」 門眞一郎氏
実践紹介「高機能自閉症スペクトラム・21 歳の娘～診断と支援について～」和田裕子氏
「高機能・アスペルガー部の活動から」 高橋望氏

◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2010◆
(2010.7.4)
75―1 基調講演「発達障害の二次的問題－青年期のひきこもり事例から考える」近藤直司氏
75―2 第３分科会「大阪府芦間高校の実践から～学校・保護者・生徒との協働」
大阪府立芦間高校自立支援チーム・保護者
75―3 第４分科会「高機能自閉症スペクトラム理解のＡＢＣ～『診断名』ではなく
『特性』として理解するための基礎講座～」田中一史氏
◆自閉症のきょうだい支援セミナー2010◆
(2010.10.9)
76
講演「きょうだいの思い～障害のある子のいる暮らし～」 吉川かおり氏
パネルディスカッション「きょうだいとしての体験と思い」５人のきょうだいの方々
なかよし会（きょうだい会）の活動紹介

◆平成 22 年度 第 41 回 定期総会 第２部 講演会◆
77 「家族を支える～実践例を通して～」傍島規子氏

(2011.6.4)

◆自閉症セミナー2011―ライフステージに合わせた支援―◆
78
第１回「幼児期・児童期の支援」
(2011.5.21)
実践紹介「双子の自閉症スペクトラム児とともに」岡部松美氏
79
第２回「青年期・成人期の支援（生活編）」
(2011.6.11)
講演「自閉症に人たちの暮らしを支えるということ」中村公昭氏
80
第３回「青年期・成人期の支援（就労編）」
(2011.7.16)
講演「就労支援の実践から～特性に合わせた支援と就労アセスメント」山口陽一氏
パネルディスカッション「当事者の体験から学ぶ」岩井栄一郎氏
◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2011◆
(2011.7.2)
81
第１分科会「特性から支援を考える－入門編－」田中浩一郎氏
82
第２分科会「就労支援の現状について」岩井栄一郎氏・障害者職業センターの方
83
第４分科会「家族からのメッセージ～そして、これからの取り組みについての
話をしましょう～」松尾博史氏・保護者
◆父親ネットワーク 学習会◆
84 「お父さんのための“今さら聞けない自閉症のこと”」田中浩一郎氏

(2011.7.2)

◆自閉症セミナー―ライフステージに合わせた支援―◆
85
第１回専門家の視点から
(2012.4.22)
「自閉症スペクトラム障害：ライフステージに応じた支援のあり方」神尾陽子氏
◆平成 23 年度 第 42 回 定期総会 講演会◆
86 「障害者総合支援法について」土屋健弘氏

(2012.6.2)

◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2012◆
(2012.7.8)
87 基調講演「自閉症スペクトラムの理解と支援－特性から考える－」村松陽子氏
88 第１分科会「高機能広汎性発達障害の青年・成人の危機と乗りこえ」塚本千秋氏
89 第２分科会「１つの事例から具体的な支援を考える～インシデント・プロセス法による～」
松尾博史氏
90 第３分科会「自分に合った働き方とは～特性の視点から考える～」 岩井栄一郎氏
当事者の方のお話
当事者の方
◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2013◆
(2013.7.6)
91 基調講演 「少数派として豊かに生きるために大切なこととは？－育ち・環境・心－」
田中浩一郎氏
92 第 3 分科会「自閉症スペクトラムの成人期の生活～暮らす・働く・楽しむ～」
岩井栄一郎氏／当事者
第 4 分科会「子育てのツボ～思春期から大人へ～」
保護者３名／村松陽子氏
◆自閉症セミナー2013～ライフステージを見据えた支援～◆
93 -1 基調講演「自閉症スペクトラムの理解と支援」
保護者の立場から「子どもの成長とともに～『今できること』」
93 -2 質問コーナー
◆世界自閉症啓発デー◆
94 京都タワーブルーライトアップイベント
◆平成 25 年度 第 44 回定期総会 講演会◆
95 「自閉症スペクトラム障害のある人たちの地域での暮らしを考える」

(2013.12.14)
長倉いのり氏
義平幸子氏

(2014.4.2)

(2014.6.7)
松上利男氏

◆高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2014◆
(2014.6.28)
96 第２分科会『携帯・スマートフォンの光と影～便利？危険？それは使い方・もたせ方を決める
あなた次第！～』
高松崇氏

