第 142 回 国治研セミナー

TEACCH プログラムに学ぶ自閉症・発達障害への支援
～発達障害のまま安心して学び、幸福に働き、健康に生きる～
TEACCH セミナーに寄せて
自閉症・発達障害の子どもや人々とふれ合って 40 数年になります。長い歳月、試行錯誤の時代が続きました。
絶対受容という心理学的アプローチや、学習理論を背景にした行動療法をはじめ統合教育の発展に精を出すなど、
さまざまに努力をしてきました。しかし、それらのいずれにも、安心や納得のできる成果は実感できませんでした。
いわば絶望的ともいえる八方塞がりの時代を経て、30 年前（1982）に TEACCH プログラム
に出会いました。衝撃的でした。自閉症スぺクトラムは治療的に治すものではなくて、その
ままで安心して学ぶことや働くことができる環境を私たちの方が用意するというの が TEACCH
の哲学でした。その原理を実践するための方策に、視覚的構造化などのアイデアがあります。
以来私は、迷いや不安を抱くことなく、自閉症スペクトラムの人々や家族の人々に接すること
ができています。
ノースカロライナを訪問した人々はみんな、同州の発達障害の子どもや人々が、おだやかに
幸せそうに日々を学び働いていることを知っています。保護者や家族が、一様におだやかに
日々の生活を送っていることの真実を含めて、できるだけ広い視野を持って講義をしたいと
思います。私自身の、自閉症スペクトラムの人々への仕事の総決算とも思えるお話をしたい
と思います。
また、今回は最近のTEACCHの状況に大変お詳しい梅永雄二先生にもお話していただきます。
佐々木 正美（川崎医療福祉大学・ぶどうの木）

講師

佐々木 正美 先生

梅永 雄二

先生

( 宇都宮大学教育学部 教授）
( 川崎医療福祉大学医療福祉学部 特任教授）
ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ大学 医学部精神科TEACCH部 臨床教授）

日時

2013 年 4 月 20 日（土）21 日（日）

受講料

22,000 円 /2 日間

至秋葉原・神田
御茶ノ水

新御茶ノ水
ビル
井上眼科病院

会場

全電通ホール
( 東京都千代田区神田駿河台3-6）
■アクセス
JR 中央・総武線 御茶ノ水駅（聖橋口）出口 徒歩 4 分
東京メトロ 千代田線・新御茶ノ水駅（B3) 出口 徒歩 2 分
東京メトロ 丸の内線・淡路町駅（A5) 出口 徒歩 3 分
都営地下鉄新宿線・小川町駅（A7) 出口 徒歩 3 分

主

外堀通り

※「修了証」 をご希望の方は、 500 円プラスとなります。

全電通ホール

ニコライ堂

〒神田局

お茶の水
ホテルジュラク
本郷通り

2 名様以上でのお申込 21,000 円
5 名様以上でのお申込 20,000 円

至新宿

駿河台3丁目
三井海上

ガソリンスタンド
龍名館
ビル
（B3）
新御茶ノ水駅
（千代田線）
（A5）
淡路町駅
（A7）
（丸の内線）
小川町駅
（都営新宿線）

催

後援名義
（申請中）

日本自閉症協会 / 日本自閉症スペクトラム学会 / 日本ＬＤ学会 / 特別支援教育士資格認定協会
全国特別支援教育推進連盟 / 全国情緒障害教育研究会 / 日本知的障害者福祉協会
TEACCH プログラム研究会 / 日本発達障害ネットワーク ( 順不同）
※特別支援教育士 (S.E.N.S）、特別支援教育士スーパーバイザー (S.E.N.S-SV）資格更新 2 ポイント認定

< 第 142 回国治研セミナー プログラム >

＜1 日目＞
9：30
9：50

＜2 日目＞

4 月 20 日 （土）

受付・開場
開会のあいさつ

9：00

開場

9：30-12：00 【TEACCH の最新情報】 梅永 雄二 先生
（昼食休憩 60 分）

10：00-12：00
【自閉症との 45 年／臨床と研究】 佐々木 正美 先生
講義Ⅰ「TEACCH に出会う前の迷いの 10 余年」
（昼食休憩 60 分）
13：00-17：00
講義Ⅱ「TEACCH に出会って、歩む道を得てからの 30 余年」
①自閉症の特性を知る－学習スタイルの違いを知る
②自閉症の人に寄りそう－構造化の多様性と意味の深さ

13：00-15：00
【自閉症との 45 年／当事者から学ぶ時代】 佐々木 正美先生
講義Ⅲ「世界各地の研究の成果と当事者の発言の照合
～より深い理解と教育や支援への道筋を求めて～」
（休憩 20 分）
15：20-16：50 質疑応答
16：50

（途中休憩あり）

4 月 21 日 （日）

閉会

佐々木 正美 先生
梅永 雄二 先生

※上記のプログラムは変更することもございますので予めご了承ください。

●申込方法： ホームページ http://www.iiet.co.jp の申込みページから、
または、本紙申込書にご記入のうえ、FAX にてお申込みください。
●受講料： 22,000 円 / 2 日間（修了証含 22,500 円）
2 名様以上でのお申込 21,000 円（修了証含 21,500 円）
8051836
5 名様以上でのお申込 20,000 円（修了証含 20,500 円）
※お申込後 10 日以内に受講料のお振込をお願いいたします。ご入金を確認後、
受講番号のご案内をお送りいたします。
※お振込の際には、お申込者の
※
「受講票」は、開催日の２週間前より、お申込代表者の方に一括にて郵送いたします。
お名前を必ずご記名ください。
●定員： 400 名（定員になり次第締め切らせていただきます。
）
※お振込手数料は、ご負担を
お願いします。
※残席状況は、ホームページにてご案内いたします。
●キャンセルについて：
１．セミナー 6 日前まで : 振込手数料、受講票送料などの実費を差引いて返金いたします。
２．セミナー 5 日前から２日前まで : 上記１の金額とキャンセル事務手数料として 5,000 円頂戴いたします。
３．セミナー前日： 上記１の金額とキャンセル事務手数料として 10,000 円を頂戴いたします。
４．セミナー当日： 全額を頂戴いたします。但し、その場合は後日テキスト集を送付させていただきます。
５．天災、地変、不慮の事故など、不可抗力により開催されない場合、返金をご容赦いただく事もありますのでご了承ください。

FAX to

03-3436-5808

＜第 142 回 国治研セミナー 受講申込書＞
ご連絡先（受講票の送付先） □自宅

□連絡先

ご連絡先（受講票の送付先） □自宅

□連絡先

勤務先名

勤務先名

●振込は

月

日に

銀行から予定。 振込予定額：￥

振込人ご名義（

）

