
＜講座一覧＞ 

  

 

 

 

 

 発達がゆっくりな子ども達とご家族を支援されている専門職の方々を対象に、さまざまな療育の分野の専門講

師による講座を開講します。日々の療育や保育に活かしていける講座、学んでみたかった講座等、ご希望の講座

を選択してお申込みください。 

 専門職対象の講座ですので、基礎的な講義はありません。基礎的な講義をご希望の方は、市民講座「発達障が

いボランティアサポート事業（7 講座 10回 クリーム色のチラシ分）」を受講してください。 

なお、連続の講座は毎回内容が異なりますので、すべて受講してください。 

＜対象者＞  保育士・教員・児童館職員・児童発達支援及び放課後等デイサービス職員等（神戸市在住･在勤

の方に限る） 

       ＊下記講座は専門講座になりますので、所属･勤務先等を明記してお申込みください。 

＜受講料＞  無料     

＜定 員＞  各 80人 Ｋ感覚運動：30人  

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため定員を減らすことがあります。 

＜会 場＞  神戸市総合児童センター（こべっこランド）7階 研修室 ＊Ｋのみ 4階 育成室 

＜主 催＞  神戸市社会福祉協議会  神戸市総合児童センター 神戸市発達障害者支援センター 

＜講座一覧＞ 

 講座名 講師 日時 受付開始 

H 作業療法 
関西医療大学教授 
作業療法士    大歳 太郎氏 

①  5／23（日） 
9：45～12：30 4／1 

（木） ②  6／ 5（土） 
9：45～12：30 

I 個別支援計画作成 
関西医療大学教授 
作業療法士    大歳 太郎氏 

①  5／23（日） 
13：30～16：30 4／1 

（木） ②  6／ 5（土） 
13：30～16：30 

J インリアル・アプローチ 

日本インリアル研究会 
永安  香氏 

                 河内 清美氏 
秋元 壽江氏 

①   6／19（土）  
13：30～16：30 

5／1 
（土） 

②   6／26（土）  
13：30～16：30 

③   7／ 3（土）  
13：30～16：30 

K 
感覚運動 
 
＊会場 4階 育成室 

姫路大学教授 
小河 晶子氏 

①   8／28（土）   
15：00～17：00 

7／1 
（木） 

②   9／ 4（土）  
15：00～17：00 

③   9／11（土）   
15：00～17：00 

L 
言語療法 
➀集団指導 
②個別指導 

城陽市立ふたば園園長 
言語聴覚士    松尾 育子氏 

①  10／16（土）   
13：30～16：30 9／1 

（水） ②  10／30（土） 
13：30～16：30 

M 発達検査 
神戸親和女子大学教授 
         大島  剛氏 

①  12／ 11（土） 
10：00～12：00 11／1 

（月） ②  12／ 11（土） 
13：00～15：00 



 

H－①②  作業療法 

関西医療大学教授 作業療法士  大歳 太郎 先生   

 身体と心の改善を目指す作業療法は、セッション（遊び）を通じて問題を探り、優れた部

分を伸ばし、不自由な部分の改善を図ることで、子どもの自尊感情を高め、自信を持たせる

とともに、やりとりの力（共感力）を育みます。 

 日常で困っている場面（食事・遊び・排泄・学習等）の援助のヒントを学びながら、身体

を通じて子どもとのコミュニケーションのとり方を学ぶ講座です。 

 

 

Ｉ－①②  個別支援計画作成 

関西医療大学教授 作業療法士  大歳 太郎 先生  

 大学で専門家育成の教鞭をとられる傍ら、児童発達支援及び放課後等デイサービスの代表と

して、療育の現場で援助されている講師による、実際的な個別支援計画作成の講義です。特別支

援学校･特別支援学級にも汎用しやすい様式を学びます。 

 講師から提示された事例をもとに、参加者がグループに分かれて個別支援計画を作成し、グル

ープごとに発表していただきます。個別支援計画を作成した経験のない方もご参加いただけます。 

＜講師より＞ ・事例の提示は、発達障がいの幼児、学齢児とさせていただきます 

・肢体不自由児の事例の提示はありません 

 

 

J－①②③ インリアル・アプローチ 

                  奈良県総合医療センター  日本インリアル研究会 永安  香  先生 

大阪府立生野聴覚支援学校 日本インリアル研究会会長  河内 清美 先生 

大阪府立大学非常勤講師 日本インリアル研究会  秋元 壽江 先生 

  インリアル（ＩＮＲＥＡＬ：Ｉｎｔｅｒ Ｒｅａｃｔｉｖｅ Ｌｅａｒｎｉｎｇ ａｎｄ 

ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ）は、1974 年米コロラド大学のワイズ博士らによってＬＤ児や

言語発達遅滞児に対するコミュニケーション･アプローチとして開発されました。 

 子どもを静かに見守り、行動や気持ちを理解し、子どもの「ことばにならないことば」に耳を

傾けながら、子どものレベルに合わせて反応的にかかわることを基本にしています。子どものか

かわりたい、話したいという意欲を支えながらコミュニケーションの力を育てていきます。かか

わり方やことばかけの方法として、ミラリング、モニタリング、パラレルトーク、セルフトーク、

リフレクティング、エキスパンション、モデリング、といった「言語心理学的技法」を学び、子

どもにとっての良いコミュニケーターになることを目指します。 

     日本インリアル研究会で長年実践されてきた先生方から実践場面の VTR を視聴したり演習を

したりしながらインリアルの方法を学び、子どもの障がい特性や発達のレベルにあったかかわり

やことばかけができるよう援助者としての留意点や方法を具体的にご講義いただきます。 

 

 

 

 

 



 

 

◆神戸市総合児童センター こべっこランド 

JR「神戸駅」下車徒歩 5分 

神戸市営地下鉄「ハーバーランド駅」下車徒歩 5分 

神戸市バス「神戸駅前」下車徒歩 5分 

神戸高速鉄道「高速神戸駅」下車徒歩 10分 

神戸市営地下鉄「大倉山駅」下車徒歩 15分 

 

 

 

 

K－①②③ 感覚運動 

姫路大学教授  小河 晶子 先生 

 感覚統合療法では「前庭覚」という重力と運動に関する感覚と、「固有覚」という筋肉と関節

に関する感覚、「触覚」の 3 つの感覚に注目して刺激をうまくコントロールできるよう指導して

いきます。運動遊びのなかで、子ども達が「やりたい!」と思う欲求を自然に引き出しながら、

神経系の成長をサポートします。 

講座は、講義とこべっこランド「感覚運動指導教室」で実際に使用する運動器具を使いながら

の実習になります。 上靴持参・動きやすい服装でご参加ください。 

            ・３回出席できる方を対象とします 

                         ・実際に動いていただきます 

             ・同じ施設からの参加は２名までとさせていただきます 

 

L－①②  言語療法  ①集団指導 ②個別指導 

城陽市立ふたば園園長 言語聴覚士  松尾 育子 先生 

                        

ことばはコミュニケーション、学習、思考、行動コントロール、記憶の道具です。 

ふたば園では、就学前の子どもを対象とした療育を行っています。子どもを通して工夫してき

た教材や設定のなかから、言語・コミュニケーションに焦点を当てた指導について具体的にご紹

介したいと思っています。 

道具として使えることばの学習について一緒に考えていきましょう。    ―講師より― 

 

Ｍ－①②  発達検査 

神戸親和女子大学教授  大島 剛 先生  

新版Ｋ式発達検査の専門家として、改訂や普及に関わってこられた講師より、知能検査（ＷＩ

ＳＣ）と発達検査（新版Ｋ式発達検査）の特徴をご講義いただきます。また、目前の子どもの行

動・状態から、子どもの認知能力や性格傾向といった発達像や生活像など、新版Ｋ式を使って見

える世界を視聴覚教材を用いて分かりやすくご講義いただきます。    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

※お書きいただいた情報は、当事業の運営にのみ使用させていただきます 

今回申込まれる講座に○をつけてください 

受付開始日 
今回申込む

講座 
講座名 実施日 

4/1 （木）  Ｈ：作業療法 5/23（日）  6/5（土） 

4/1 （木）  Ｉ：個別支援計画作成 5/23（日）  6/5（土） 

5/1 （土）  Ｊ：インリアル・アプローチ 6/19（土）  6/26（土） 7/3 （土） 

7/1 （木）  Ｋ：感覚運動 8/28（土）  9/4 （土） 9/11（土） 

9/1 （水）  Ｌ：言語療法 10/16（土） 10/30（土）  

11/1（月）  Ｍ：発達検査 12/11（土） （AM・PM） 

※連続の講座はすべて受講してください。 

※受付開始日前に申込みをされた場合は無効となります。受付開始日は講座ごとに異なりますのでご確認くださ

い。 

※警報発令時も原則として講座は開講します。状況判断はご参加の方々でお願い致します。 

（ただし、講師が到着できない等の場合は中止になります。） 

※ＦＡＸでのお申込みの方へは定員を超えたためご参加いただけない場合のみ、ご連絡を致します。ご参加いた

だける場合は当センターからの連絡はございません。 

※ホームページからお申込みいただいた方へは受講案内や警報発表時の対応等のお知らせをいたします。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員や内容が変更になる場合があります。 

 

 

 

 

       

【お問い合わせ先】 ◆神戸市総合児童センター TEL:078-382-1300 (代表) 

                    078-382-1355（療育直通） 

                          〒650-0044神戸市中央区東川崎町１－３－１ 

ふりがな  

名前 
 

住所 
〒 

 

電話番号  FAX番号  

所属 

 

             

＊専門職対象の講座ですので、かならず所属や勤務先等をご記入ください 

令令令和和和 333 年年年度度度発発発達達達障障障がががいいい支支支援援援者者者サササポポポーーートトト事事事業業業＜＜＜参参参加加加申申申込込込書書書＞＞＞   

神戸市総合児童センター 療育指導事業担当宛 

FAX番号：078-351-0684 

ホームページからもお申込みいただけます https://www.kobekko.or.jp/ryouikuken 

 

託児はありません 

tel:078-382-1300

