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ひと・まち交流館　京都

高機能自閉症やアスペルガー症候群について、基本的な考え方から

さまざまな場面での具体的な支援までを学べるセミナーです。

今年は自閉症の人の抱える生きづらさについて理解するとともに

基本的な支援の考え方から二次的な問題を予防するための

知識や具体的な支援、利用できるサービスまで、様々な角度から学べる

プログラムとなっております。

学校の先生、保護者、関連機関の方、学生さんなど、関心のある方なら

どなたでも参加できます。ぜひご参加ください

主催：

京都府自閉症協会

NPO 法人 あすく

ONLY ONE の会

後援 (申請予定 )：

京都府、京都市、京都府教育委員会、

京都市教育委員会、京都新聞社会福祉事業団、

京都府社会福祉協議会、

京都市社会福祉協議会、

京都知的障害者福祉施設協議会、

京都障害児者親の会協議会、

TEACCH プログラム研究会京都支部、

社会福祉法人京都総合福祉協会

高機能自閉スペクトラムの
人たちの生活支援
－「特別な配慮」から
「ユニバーサルデザイン」へ－

「目からウロコ！・・
     自閉症の世界を疑似体験してみませんか」

【第１分科会】【基調講演】

本田秀夫
（信州大学医学部附属病院　診療教授）

講師：コーディネーター　松尾博史
（京都市鏡山小学校　通級指導教室担当）

ゲストスピーカー：保護者
（京都府自閉症協会 高機能・アスペルガー部）

講師：東海林　美希子
        （作業療法士）
ゲストスピーカー：笹森　理絵
             （精神保健福祉士、神戸市発達障害ピアカウンセラー）

コーディネーター：東　敦子
                               （NPO法人そら　発達支援ルームこねっく）

講師・コーディネーター：岩井　栄一郎
                                        （立命館大学　特別ニーズ学生支援室）

ゲストスピーカー：保護者
                            （京都府自閉症協会）
司会：田中　一史
          （京都市児童福祉センター　児童精神科医）

感覚の視点から
子どもたちの行動を理解してみませんか？

【第 3分科会】

利用できるサービスや社会資源について
         ～見える・使える・役立つリソース～

【第 4分科会】参加費： 京都府自閉症協会 正会員・ONLY ONEの会 会員・・・1000 円
            京都府自閉症協会 賛助会員・・・2000 円
            一般・・・3000 円
定　員 300 名　( 先着順 )

問合せ先：京都府自閉症協会事務局　宮内  TEL 075-813-5156 ( 月・水・金　10:00 ～ 15:00)　FAX 075-813-5157

日本の罪と罰、
そして罪を犯した人の
更生について考える

【第 2分科会】

講師：浜井浩一
（龍谷大学法科大学院教授）

司会：村松陽子
（京都市児童福祉センター 児童精神科医）

日時：　7月 4日 (土 )

　　　　10:00 ～ 16:00　( 受付 9:30 ～ )

場所：　ひと・まち交流館京都　大会議室 他

(京都市下京区河原町五条下る東側 )

京都市バス「河原町正面」下車すぐ

京阪清水五条駅より徒歩 8分・地下鉄五条駅より徒歩 10 分

※申し込みいただいた方に
  事前振り込みについての案内を
  お送りします。
  出来るだけパソコンか携帯での
  申し込みをお願いします。

定　員 300 名
　( 先着順 )



プログラムご案内

【基調講演】      高機能自閉スペクトラムの人たちの生活支援
                          －「特別な配慮」から「ユニバーサルデザイン」へ－

（信州大学医学部附属病院　診療教授）

【第 1分科会】      「目からウロコ！・・自閉症の世界を疑似体験してみませんか」

ゲストスピーカー：保護者
（京都府自閉症協会 高機能・アスペルガー部）

講師：コーディネーター　
（京都市鏡山小学校　通級指導教室担当）

　自閉スペクトラムの人たちは，「臨機応変な対人関係が苦手で，
自分の関心，やり方，ペースの維持を最優先させたいという本能
的志向が強い」という共通の心理的・行動的特性をもつヒトの変
異あるいは種族と考えられます。多少なりともこの変異を有する
人は，人口の 10％程度は存在すると推定できます。これは，左利
きと同程度の割合です。かつて左利きは矯正の対象でしたが，今
では「ユニバーサルデザイン」の理念のもと，すべての利き手の
人が矯正せず公平に社会参加することが当然と考えられています。
自閉スペクトラムの人たちの社会参加を考えるとき，左利きの人
たちの社会参加の歴史に学ぶことが大いにあります。この講演で
は，高機能自閉スペクトラムの人たちの生活支援におけるユニバー
サルデザインの発想について，皆さんと一緒に考えてみたいと思
います。

本田秀夫
（信州大学医学部附属病院　診療教授）

　午前は信州大学医学部附属病院 診療教授　本田秀夫 先生の基調講演です。
午後は、第１～第４の分科会からニーズに合わせて、ご希望の分科会を選択していただきます。
午前・午後を通して参加者の理解が深まり、実践の場面での適切な支援に繋がるような
プログラムになっています。

　普段何気なくおこなっているコミュニケーションが
自閉症スペクトラムの方にとって、どれほど難しいことなのか。
疑似体験を通して自閉症の理解を深めていきたいと思います。
尚、本分科会は例年の内容とほぼ同じです。
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【第 3分科会】      感覚の視点から子どもたちの行動を理解してみませんか？

【第 4分科会】      利用できるサービスや社会資源について
　　　　　　　　　　　　～見える・使える・役立つリソース～

講師：
ゲストスピーカー：笹森　理絵（精神保健福祉士、神戸市発達障害ピアカウンセラー）
コーディネーター：東　敦子（NPO法人そら　発達支援ルームこねっく）

講師・コーディネーター：
ゲストスピーカー：保護者（京都府自閉症協会）
司会：田中　一史（京都市児童福祉センター　児童精神科医）

　「じっと立っていられずすぐダラッとする」「列に並ぶのを嫌がる」「好きな友達に何度も抱きつきに
いく」「消しゴムやコンパスを上手に使えない」・・・などの問題や行動の背景に『感覚』の問題が存在
していることがあります。
当事者の立場から笹森さんのお話をお聞きしながら、作業療法士の先生と共に感覚や運動の問題につい
ての理解を深め、子どもたちが見せる様々な行動や状態を、『感覚』の視点からも解明し、子どもたち
をより深く理解していきたいと思います。

　利用できるサービスや社会資源と聞かれてパッと何を思い浮かべますか？実は、知っているようで意
外と知らないこともありませんか？本分科会では、ライフステージを通して、使える社会資源を皆さん
と一緒に確認したり、利用の仕方を考えてみたいと思います。また、後半は、保護者の方をお招きし、
今までご利用されたサービスや意外とピッタリはまった活動やサービスなどを対談形式でお話ししてい
ただきます。

【第 2分科会】      日本の罪と罰、そして罪を犯した人の更生について考える

司会：村松陽子
（京都市児童福祉センター 児童精神科医）

講師：
（龍谷大学法科大学院教授）

　司法は、自分たちとは関係のない遠い世界だと思っていませんか。刑務所には、凶悪犯罪者ばかりが
入っていると思っていませんか。殺人の割合は約 1%です。今、日本の刑務所が抱えている最大の問題
は、増え続ける高齢の万引き犯です。そして、受刑者の 20%以上は IQが 70未満です。刑務所はさな
がら介護施設のようです。司法と福祉は異質な世界ではなく、実はコインの表と裏のような関係にあり
ます。孤立し、生活困窮に陥って万引きを繰り返す高齢者をモラルの問題ととらえ罰として刑務所に入
れるのか、それとも犯罪の原因に目を向け生活再建を支援するのか。ヨーロッパは後者を選択し、日本
は前者を選択しています。罪を犯す人に共通しているのは自尊感情がとても低いことです。日本の刑務
所に高齢者や障がい者がどうして多いのか、再犯を防止するとは、人が立ち直るとはどういうことなの
か。日本の罪と罰を考えてみませんか。
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（作業療法士）

（立命館大学　特別ニーズ学生支援室）
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申し込みから受講までの流れ

ふりがな

氏名

勤務先

会員種別

職名
職種

保護者の方は「保護者」とご記入下さい

● 分科会（第3希望まで必ずご記入下さい。同じ分科会を記載しないでください。）

〒連絡先

住所
・自宅
・勤務先

※　FAX欄に記入のない場合、振込先お知らせは郵送になります。参加証を郵送しますので連絡先住所は必ずご記入下さい

高機能自閉症・アスペルガー症候群セミナー2015　申込書

京都府自閉症協会正会員

京都府自閉症協会賛助会員

ONLY ONE の会

一般

・自宅

・勤務先

・自宅

・勤務先
TEL：

FAX：

E　MAIL @

郵送先　　〒602-8143　京都市上京区堀川通丸太町下る中之町519　京都社会福祉会館2階　京都府自閉症協会

受付FAX 075-813-5157

FAX、郵送の場合

※　携帯からの申し込みの場合、only1-kyoto.netを受信できるようにしておいて下さい。
　　返信メールが届かない場合は記入したメールアドレスが間違っている場合がありますので再
　　度申し込みをお願いします。

入金確認には3,4日要します。ご了承下さい。

パソコン・携帯から

1.　次のいずれかのホームページにアクセスしてください。
　　京都府自閉症協会ホームページ　http://as-kyoto.com/ 
　　オンリーワンの会ホームページ　http://www.only1-kyoto.net/

期日までにご入金のない方はキャンセルと見なし、次の方に受講資格が移りますのでご注意下さい。

尚、払込受領証はセミナー終了まで大切に保管して下さい。
領収証が必要な方はセミナー当日受付までお申し出下さい。

また入金後のキャンセルにつきましては、返金できませんのでご了承下さい。

5．入金確認後改めて詳細を記したメールを送らせていただきます。

パソコン、携帯からの申し込みが無理な場合は、FAXまたは郵送での申し込みもお受けしますが
確認までに時間がかかることがあります。先着順の受付ですので満席になった場合参加いただけなかったり
ご希望の分科会に入れないことがあります。

なるべくパソコンか携帯・スマートホンでの申し込みをお願いします。

2．申込フォームに必要事項を入力し送信して下さい。
3．送信が完了すると自動的に返信メールが返ってきます。
4．返信メールに記載されている振込口座に参加費をお振り込み下さい。

1．申込書に記入しFAXまたは郵送して下さい。　　
3．参加費をお振り込み下さい。        
5．当日受講番号をお知らせください。

（申込、振込が間際の方には参加証は届きません）

 2．参加費振込先のお知らせが届きます。

携帯・スマホからの場合はQRコードからアクセスして下さい。

第３希望　　　　　分科会第２希望　　　　　分科会第1希望　　　　　分科会

http://www.only1-kyoto.net/
esform/seminar_mobile.php

http://www.only1-kyoto.net/
seminar/contact.html

携帯用ＱＲ

スマホ用ＱＲ
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 4．セミナー開催の1週間前までに参加証をメールまたはFAXでお送りします。
   メール・FAXが無い方には葉書を送付します。


