
 

　

講 師　

2019年 ５ 月12日（日）10：00～17：00

10,000円

日 時　

受講料　

会 場

(東京都新宿区市谷船河原町11）
【アクセス】

梅永 雄二
 
先生

高橋 亜希子 先生（株式会社エンカレッジ エンカレッジ京都）

村上 由美  先生

（早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授）

主 催

　　　　　　　TEACCH

飯田橋レインボービル 大会議室 

一般社団法人 国際教育

第 182回国治研セミナー
こくちけん

後 援      日本自閉症協会 / 全国情緒障害教育研究会 / 日本発達障害ネットワーク
（申請中）　日本 LD 学会 / 特別支援教育士資格認定協会 （ 順 不 同 ）

　

 

 
　

〒102-0074
千代田区九段南３-7-12　九段玉川ビル５F
Tel: 03-6261-1933  Fax: 03-6261-1934
Email: semi@iiet.co.jp  URL: http://www.iiet.co.jp

成人期のアスペルガー症候群～就労支援と生活支援～

三條 美紀 先生（東京都立水元特別支援学校）

JR「飯田橋」駅西口から徒歩 6 分
地下鉄 有楽町線／南北線「飯田橋」駅から徒歩 5 分
 　　　東西線／大江戸線「飯田橋」駅から徒歩 9 分（地下鉄は B3 出口）

（言語聴覚士 ・ 認定コーチングスペシャリスト＠）

◆◆ 4 月 12日（金）までにお申込み・ご入金 ◆◆

◆◆ 2名様以上でのお申込み ◆◆【団体割引】

【早期割引】9,000 円

9,000 円
　　★《国治研会員》 特別早期割引（4月 12 日までお申込み・ご入金）★ 8,500 円　

　　　※国治研セミナー・視察研修に参加された方にお送りしている 《国治研通信》のシリアルナンバーを記入すると
　　　　さらに特別割引が適用されます！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　※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 （申請中）
（SENS 更新ポイント認定用の証明書とは異なります）※修了証をご希望の方は各受講料に500円プラスとなります

　本セミナーでは、毎年 "TEACCH Autism Program" に基づく自閉症児者支援に関する講演会を行っていますが、

今回は成人期に達したアスペルガー症候群について学習します。アスペルガー症候群など発達障害の人たちは、大人

になると就労やそのベースとなる生活 ( 余暇、人との関わり、日常生活、法的な問題 ) などに問題を抱える人が多く、

ある意味「生活障害者」と考えられます。

　TEACCH は、幼児期の診断から老人期までのトータルサポートであり、わが国でも TEACCH に基づいた成人期

の支援が広がってきています。今回はアスペルガー症候群当事者である村上由美さんから大人になって困っている

こと、このような支援があればといった生活上のお話をしていただきます。そして、もう一人はアスペルガー症候群

の就労に実績にある京都の就労移行支援事業所株式会社エンカレッジの高橋亜希子さんに就労支援についてお話を

伺います。また、今回、昨年のノースカロライナ TEACCH プログラム視察研修にご参加された三條美紀さんから

研修での報告をしていただきますので、現地での貴重なお話が聴けることと思います。

このたびの講義内容の全てが最新情報となっておりますので、多くの皆様と一緒に学ぶことができれば幸いです。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         梅永 雄二

後 援    日本自閉症協会 / 全国情緒障害教育研究会 / 日本発達障害ネットワーク
　　　  日本 LD 学会 / 特別支援教育士資格認定協会 / 日本知的障害者福祉協会



※上記のプログラムは諸事情により変更することもございますので、予めご了承ください。

　2019年 5 月 12日（日）

《第 161 回 国治研セミナー 受講申込書》FAX to 03-6386-3870

第 182回国治研セミナープログラム

※お振込の際には、お申込者の
　お名前を必ずご記名ください。
※お振込手数料は、ご負担を
　お願いします。

お 振 込 み 先

　　　　　 　　　　　　　　　  

　　   《第182回国治 セミナー受講申込書》
　 　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　

　　　　

 

　　　

みずほ銀行 八王子南口支店
口座︓普通 1328817
名義︓ 一般社団法人 国際教育
イッパンシャダンホウジン　コクサイキョウイク

■申込方法︓  ホームページ http://www.iiet.co.jp の「国内セミナー情報」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︓   10,000 円（修了証含 10,500 円）
　　　　　 ※お申込み後 7 日以内に受講料のお振込みをお願いします。
　【早期割引】  4 月 12 日 ( 金）までにお申込みとご入金は、9,000 円（修了証含 9,500 円）
　　　　　　　※4 月 12 日以降のご入金は早割割引は適用されません。予めご了承ください。
　【団体割引】  2 名様以上でのお申込みは、9,000 円（修了証含 9,500 円）
　★国治研会員 特別早期割引★　8,500 円（修了証含 9,000 円）
　　《国治研通信》のシリアルナンバーを申込書の該当欄に記入のうえ、4 月 12 日までにお申込みとご入金をお願いいたします。 
■受講票︓  ご入金を確認後、順次、ご登録 E-mail アドレスあてにメールにてお送りいたします。
　　　　　※2 名以上でお申込みの方は、全員のご入金を確認後、お申込み代表者の方に一括にてお送りいたします。　　　　　
　　　　　※FAX でのお申込みで E-mail アドレスのご登録がない場合は、郵送させていただきますので予めご了承ください。
■定員︓ 　180 名　※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︓（必ずご連絡をお願いいたします）
　1. セミナー 15 日前まで︓ 振込手数料を差引いて受講料全額をご返金いたします。
　2. セミナー 14 日前から 8 日前まで︓ キャンセル手数料として、5,000 円頂戴いたします。
　3. セミナー 7 日前より当日︓ 受講料全額を頂戴いたします。但し、セミナー終了後、テキスト集を送付させていただきます。
　4. 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。

9︓30 ～　受付・開場
10︓00 ～ 11︓00　　「アスペルガーの支援」                       梅永 雄二 先生

11︓10 ～ 12︓30　　「当事者、支援者、家族の立場から見るアスペルガー支援」 　村上 由美 先生

13︓30 ～ 14︓50　　「成人アスペルガーの就労支援」               　　　  高橋 亜希子 先生
　
15︓00 ～ 16︓00　　「ノースカロライナ TEACCH 研修報告」       　　　  三條 美紀 先生

16︓10 ～ 17︓00　　質疑応答・まとめ         講師全員

フリガナ

名前

TEL 携帯 修了証の発行
（手数料500円） □要□不要

勤務先名 E-Mail

フリガナ

名前

TEL 携帯 修了証の発行
（手数料500円） □要□不要

勤務先名 E-Mail

　今回のセミナーを何で知りましたか︖　□DM（郵送）□DM(メール） □ホームページ □国治研通信 （No.　　　　　　） □情報サイト（　　　　 　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□学会・セミナー会場（　　　　　　　　　） □知人の紹介 □雑誌（　　　　　　） □その他（　　　　　 　　)

●　　　月　　　日に（　　　　　　　　）銀行から（￥　　　　　　　　　）振込み予定　/　振込人名義（　　　　　　　　　　　）　

FAX

職業 　　　　　　　　　　　＠

　今回のセミナーを何で知りましたか︖　□DM（郵送）□DM(メール） □ホームページ □国治研通信 （No.　　　　　　） □情報サイト（　　　　 　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□学会・セミナー会場（　　　　　　　　　） □知人の紹介 □雑誌（　　　　　　） □その他（　　　　　 　　)

男
・
女

ご住所　□自宅　□勤務先
〒　　　　　－　　　

FAX

職業 　　　　　　　　　　　＠

FAX TO 03-6261-1934   《第182回国治研セミナー受講申込書》
お申込み人数　計　　　　　名　代表者名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）  ※2名以上でのお申込みは、本紙をコピーしてお使いください

男
・
女

ご住所　□自宅　□勤務先
〒　　　　　－　　　


