
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ＮＰＯ法人全国ＬＤ親の会では、発達障害等の障害のある児童・生徒への支援の充実、特別支援教育

の推進、保護者のエンパワメント、障害のある幼児児童生徒に対する社会一体となった支援の充実に資

することを目的とした事業の一環として、特別支援教育支援員の養成講座を開催しています。 

講師陣は、日本ＬＤ学会、特別支援教育士資格認定協会のご協力を得て、特別支援教育士ＳＶの有資

格者等を中心としています。特別支援教育支援員、学習支援員、介助員だけでなく、学童保育・児童デ

イサービス等で発達障害児の支援を行っている方等に必要な知識や技能を織り込んだ最適のカリキュラ

ムです。多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

配信期間：２０２１年８月１８日(水) ～ ８月３０日(月) 

特別支援教育概論①     ６０分   竹田 契一 氏 

特別支援教育概論②     ６０分   大阪教育大学名誉教授、 

大阪医科薬科大学 LDセンター顧問 

 

学校・学級での支援の仕方  ４５分   小田 浩伸 氏 

担任との連携の仕方     ４５分   大阪大谷大学教育学部長教授、特別支援教育 

       実践研究センター長、特別支援教育士 SV 

 

 

配信期間：２０２１年９月１日(水) ～ ９月１３日(月) 

主な障害の特性と理解(1)    花熊 曉 氏 

(知的、身体、視覚、聴覚）① ４５分  関西国際大学教育学部教育福祉学科教授、 

(知的、身体、視覚、聴覚）② ４５分  特別支援教育士資格認定協会理事長、 

特別支援教育士 SV 

 

主な障害の特性と理解(2)    花熊 曉 氏 

(発達障害）①          ４５分  関西国際大学教育学部教育福祉学科教授、 

(発達障害）②          ４５分  特別支援教育士資格認定協会理事長、 

特別支援教育士 SV 

 

子どもへの対応の基本①       ４５分  笘廣 みさき 氏 

子どもへの対応の基本②       ４５分  (一社)発達支援ルームまなび理事、 

特別支援教育士 SV 

2021 年度 

学習支援員コース：18科目/25時間 

特別支援教育支援員として、学校長や担任教諭等の指示の下で、発達障害等の障害のある幼児児童生徒に

対する学習支援、介助、保護者等に対する相談支援が行える者の養成 

講座配信日程・プログラム 
 



配信期間：２０２１年９月１５日(水) ～ ９月２７日(月) 

子どもの特性と対応方法(3)     

社会性・コミュニケーションの困難とサポート方法① 伊丹 昌一 氏 

４５分  梅花女子大学心理こども学部心理学科教授、 

社会性・コミュニケーションの困難とサポート方法② 特別支援教育士 SV 

                   ４５分 

 

子どもの特性と対応方法(4)    伊丹 昌一 氏 

行動面の困難とサポート方法①   ４５分  梅花女子大学心理こども学部心理学科教授、 

行動面の困難とサポート方法②   ４５分  特別支援教育士 SV 

 

子どもの特性と対応方法(5)          小田 浩伸 氏 

介護・介助の基礎、移動介助①   ４５分  大阪大谷大学教育学部長教授、特別支援教育 

介護・介助の基礎、移動介助②   ４５分  実践研究センター長、特別支援教育士 SV 

 

 

配信期間：２０２１年９月２９日(水) ～ １０月１１日(月) 

子どもの特性と対応方法(1)     松久 眞実 氏 

自立生活面の困難とサポート方法   ６０分  桃山学院教育大学人間教育学部教授、 

     特別支援教育士 SV 

 

子どもの特性と対応方法(2)     松久 眞実 氏 

学校生活面の困難とサポート方法① ６０分  桃山学院教育大学人間教育学部教授、 

       特別支援教育士 SV 

 

       米田 和子 氏  特別支援教育士 SV 

ペアレントトレーニングの視点(1)   ６０分  NPO法人ラヴィータ研究所理事長、 

九州ペアレントトレーニング研究所所長、 

 

米田 和子 氏  特別支援教育士 SV 

ペアレントトレーニングの視点(2)   ６０分  NPO法人ラヴィータ研究所理事長、 

九州ペアレントトレーニング研究所所長、 

 

配信期間：２０２１年１０月１３日(水) ～ １０月２５日(月) 

特別支援教育コーディネーターからのレクチャー① 今村 佐智子 氏 

４５分  (一社)発達支援ルームまなび理事、 

特別支援教育コーディネーターからのレクチャー② 特別支援教育士 SV 

４５分 

 

支援員として活動して  ６０分  支援員３名、今村 佐智子 氏 

  (一社)発達支援ルームまなび理事、 

       特別支援教育士 SV 

 

学習面の困難とサポート方法(1)    村井 敏宏 氏 

読み書きの困難とサポート方法①  ４０分  青丹学園 発達・教育支援センター フラーテ 

読み書きの困難とサポート方法②  ４０分  ル L.C.所長、言語聴覚士、特別支援教育士 SV 

 

学習面の困難とサポート方法(2)    村井 敏宏 氏 

言葉(聞く、話す)の困難とサポート方法 ４０分 青丹学園 発達・教育支援センター フラーテ 

       ル L.C.所長、言語聴覚士、特別支援教育士 SV 



配信期間：２０２１年１０月２７日(水) ～ １１月８日(月) 

学習面の困難とサポート方法(3)   栗本 奈緒子 氏 

算数の困難とサポート方法①    ６０分  大阪医科薬科大学 LDセンター言語聴覚士、 

算数の困難とサポート方法②    ６０分  特別支援教育士 SV 

 

学習面の困難とサポート方法(4)   山田 充 氏 

教材・教具の利用方法①      ６０分  広島県廿日市市教育委員会特別支援教育アド 

教材・教具の利用方法②      ６０分  バイザー、特別支援教育士 SV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：ＮＰＯ法人全国ＬＤ親の会 

 
本件に関する問い合わせ先 

ＮＰＯ法人 全国ＬＤ親の会 
 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-26-5 バロール代々木415 
            電話/FAX ：03-6276-8985(火曜日のみ) 

          E-mail : jimukyoku@jpald.net     HP: http://www.jpald.net/ 

対象者 

 
１．特別支援教育支援員、介助員等を目指す方 

学童保育・児童デイサービス等で発達障害児の支援を

行っている方に必要なカリキュラムを網羅しています。 

２．全講義を視聴できる方 

募集期間 募集人員 受講費 修了証 

 
１．募集期間 

●２０２１年６月１６日(水)～ 

２０２１年７月１９日(月) 

●申込者先着順。 

●定員に達した場合は、ＨＰにてお知らせします。 

２．募集人員および受講費 

●募集人員：５０名 

●講習費 １８,０００円 テキスト代 １,０００円 

  合計 １９,０００円 

３．受講費のお支払い 

 （クレジットカード決済のみ・前払い） 

①参加費は、カード決済システムを利用した前払い

決済になります。 

②お申込確認後（1週間程度かかる場合があります）、

「請求書」をメールにてお送りします。請求書の

支払い画面にカード情報を入力していただくこと

で決済します。 

③決済後、振り込みが完了した確認メールが届きま

す。参加費のお振込み完了をもって、申込が確定

となります。 

④テキストは、8月 10日頃に、受講費の領収書を同

封して郵送いたします。 

４．修了証の交付 

●全講習を受講した方に、ビデオ講座修了証を交

付・郵送します。 

受講申込方法 

 
全国ＬＤ親の会のホームページもしくは、 

右の 2次元バーコードから 

氏名・メールアドレス等を 

入力してお申し込みください。 

 

 

 

パソコンから： 

  https://fs223.formasp.jp/w928/form1/ 

その他(留意事項) 

(1) 本講習のカリキュラムは主催者の都合等により

変更する場合があります。 

(2) COVID-19感染が終息した場合、来年度はビデオ

講座ではなく会場開催になる可能性があります。 

(3) お申込みが定員数を大幅に上回った場合、同じ

内容で冬期講座を開催します。冬期講座開催につ

いては、弊会 HPにてお知らせします。 

(4)参加費振込み後のキャンセルはできません。 

ただし、天災などやむを得ない事情により中止し

た場合は参加費をお返しします。 

(5)本講習は特別支援教育支援員としての採用に直

接結び付くものではありません。 

受講方法 

 
●各講座の URL・パスワードはメールにてお知らせ

します。 

●講義は配信期間中、ご都合の良いときに何度でも

視聴できます。（配信される動画を録画すること

はできません） 

●各講座終了後のアンケート回答をもって講座受

講済とします。 

mailto:jimukyoku@jpald.net
https://fs223.formasp.jp/w928/form1/

