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平成25年度(2013)発達支援教育実践センター事業報告

平成18年10月より学校や発達支援の現場の取り組

みをサポートするとともに子どもたちへの支援を行

いながら学生、現職教育、発達支援に関する専門家

による実践研究を行うトータル的な実践活動、

『トータル支援事業』をスタートさせた。当センター

の中心事業となる「トータル支援教室」の事業は大

学を中心とした活動を発展させるとともに、その成

果を地域に還元してきた。特に八重山地域では支援

拠点を築き、支援教室を拡大、活性化させてきた。

平成19年4月より特別支援教育がスタートして7

年が過ぎようとしている。学校現場では確実に発達

障がい児の理解が拡がった。しかし、その教育・支

援の在り方は未だ手さぐりの状態が続いており、本

センターへの期待は年々、大きくなっている。その

なか当センターにおける中心的事業である「|､－ダ

ル支援教室｣は今まで7年半で119回の支援のための

企画案を実践し、そしてその成果を地域に公開して

きた。地域の子どもたちが支援を受け、保護者の子

育てを応援し、現職教員、保育士、支援員、関連領

域の専門家のリカレント教育の機会を提供し、大学

院生や学生に実践教育の場を与え、行政などと協力

して地域に貢献し、実践研究を深める支援を行って

いることで､「トータル支援教室」と呼んでいる。ま

た、子どもたちとの関わりを通して「個」の特性を

多面的に捉え、子どもたちたちのもつ可能』性、支援

教育の多様性を追求し総合的包括的に支援する上で

も「トータル支援教室」と呼んでいる。

「トータル支援教室」を中核の活動とする「トータ

ル支援事業」は、大学を拠点とした地域貢献および

教育､研究活動を中心とする第1次段階から、「出前

支援プログラムの構築」を目指す第2次段階として

｢トータル支援教室｣、「実践事例研究会｣、「相談支

援」等の取り組みが定着し、第3次計画として大学

から離れた離島・へき地へ地域連携型支援を目的に

位置づけ「協働による子どもたちへの支援および教

員､支援者の実践力養成システムの構築｣、さらに第

4次計画として「地域主導型の支援体制の構築」を

目指してきた。

ついに、一昨年の10月には第4次計画として地域

拠点型の「トータル支援教室in八重山」が八重山教

育事務所を中心に、石垣市教育委員会、竹富町教育

委員会、与那国町教育委員会との共催で実施するこ

とができた。そして八重山の地域スタッフが中心と

なり八重山トータル支援ネット･協働会議を立ち上げ

り、本年度で2年が過ぎた。

今後、八重山地域の取り組みから生じる支援ニー

ズに対して、協働の支援体制・教育体制の充実を図

るとともに、八重山地域をひとつのモデルとして他

の地域の支援体制を構築していきたいと考えている。

本年度は7月、2月に出前支援を行い、3月には八

重山の現地スタッフを大学へお招きし、合同の実践

研修会を実施した。

国頭地域では、一昨年度から出前支援として金武

町で、当センターに参加する子どもたちと国頭地域

の子どもたちが交流する1日キャンプ「トータル支

援教室1N国頭」を開催している。本年度は国頭地

域のみならず、沖縄県委託事業『学力向上先進地域

育成事業』で共同研究を行っている沖縄市立比屋根

小学校および中頭地域を含めた「国頭・中頭トータ

ル支援教室、一日キャンプ」を、国頭教育事務所お

よび中頭教育事務所の共催により開催することがで

き、活動の場が拡がった。

また、本年度の12月には宮古地区の多良間村で、

｢I､－ダル支援事業IN多良間｣の実施に向けて､研

修会を開催した。今後、「出前型相談支援」に加え、

｢トータル支援教室」を開催していく予定である。

特別支援教育の授業実践研究の報告の場となって

いる「沖縄特別支援教育研究会」は本年度で3回目

の共催となった。センター専任が県内の実践研究を

報告された教諭たちとともに議論し学びあう場と

なった。さらに本年度は11月に沖縄で開催された九

州地区特別支援教育研究会を後援し、九州の教員と

交流し情報を交換することができた。

3年目に入った「海プロジェクト（日本財団)」も

八重山地域および国頭地域等の離島・へき地と交流

を深めながら実施した。

本年度は教育学部への沖縄県委託事業『学力向上

先進地域育成事業：沖縄県の子どもの学びと育ちを

支えるプロジェクl､』に参画した。本センターでは

｢気になる子どもたちへの支援教育と教員への実践

力養成システムの椛築一「トータル支援教室」にお

ける学校支援の展開と「他者との繋がり」を育む教
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育実践一」と題して実践が行われた。本センターの

特別研究員である崎浜朋子氏が教頭を務める沖縄市

立比屋根小学校と共同実践研究を1年間を通して実

施した。その成果は3月に行われた「琉球大学教育

学部附属教育実践総合センターの地域連機事業部

門』の報告会において報告した。

附属小学校においては今まで通り継続の巡回相談

を実施し、付属小学校との連携を深め、一層の充実

を目差した。特に近年、気になる子どもたちが増え、

外部の専門家が支援することが求められるように

なっている。月1回の校内委員会を校長、副校長、

教頭の参加により開催し、支援計画を作成するため

の子どもたちの実態と支援の方法について記録を残

し、′情報を提供することができた。

11月には山上雅子氏(京都女子大学元教授)、赤木

和重氏（神戸大学教授）を招鵬し当センターの公開

発達支援教育実践セミナーを開催した。その際、本

年度の「トータル支援教室」の事業による実践研究

の成果報告およびセンター事業の公開報告を行った。

160名の多くの参加者があり､関心の高さが伺われた。

当センターの地域貢献への取り組みは県内、県外

に認知され、期待の高まりとともに、より一層の地

域貢献への努力が求められている。

発達支援教育実践センターの参画プロジェクト

①沖縄県委託事業：「学力向上先進地域育成事業」

（琉球大学教育学部）

事業名：沖縄県の子どもの学びと育ちを支える

プロジェクト

：「気になる子どもたちへの支援教育と

教員への実践力養成システムの構築一

「トータル支援教室｣における学校支援

の展開と「他者との繋がり」を育む教

育実践一」

実施期間:2013年4月～2016年3月

②海を活かした教育に関する実践研究

（琉球大学、日本財団）

事業名：『海を活かした発達障害児の支援教育

プログラムの開発』

実施期間:2011年4月～2016年3月

琉球大学中期計画プロジェクト

大学中期計画のための「総合教育相談室（仮想)」

事業（琉球大学教育学部）

実施期間：2011年4月～2014年3月

事業名：多良間村地域支援研修会

発達支援教育実践センターの地域連携プロ

ジェクト

：関係機関および付属小・中学校への共同研究およ

び連携支援

以下の関係機関への支援、および連携による共同

研究、共同支援を行った。教育事務所、教育委員会、

学校、特別支援学級などそれぞれの関係機関の規模、

形態、ニーズに合わせた連携の在り方を模索した。

センター主催プロジェクト

①機関名：八重山教育事務所事業名：出前教育

相談支援

活動内容：保謹者、教員への発達相談、教育心理

相談、学校訪問相談

②機関名：八重山教育事務所事業名：トータル

支援教室の出前支援

活動内容：支援の必要な子どもたちへのトータル

集団支援教室

③機関名：八重山教育事務所事業名：実践事例

研究会

活動内容：地域における実践事例に関する研究会

④機関名：多良間村教育委員会事業名：実践研

修会

活動内容：地域における実践に関する研修会

⑤機関名：国頭教育事務所・中頭教育事務所（場

所：ネイチャー未来館）事業名：トー

タル支援キャンプ

活動内容：支援の必要な子どもたちへの日帰り

キャンプ

センター共催・後援

①機関名：九州特別支援教育研究会

活動名:九州特別支援教育研究大会（沖縄大会）

内容：特別支援教育に関わる分科会

②機関名：沖縄市教育委員会、特別支援学級実践

研究（共同研究事業）

場所：沖縄市立比屋根小学校

大学拠点型事業（教育学部附属発達支援教育

実践センター）

トータル地域支援事業

①トータル支援教室：月2回、年17回開催

支援スタッフ：センタースタッフ・特別研究員．
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現職教員・院生・学部生

支援対象：県内の発達障がい児支援・保謹者子育

て支援

（年2回は八重山現職教員:特別研究員

との合同研修）

②教育・発達相談支援・発達臨床支援：事例70：568

セッション

宜野湾市、西原町、中城村、浦添市、那覇市等

から来室

対象：障がい児、保護者、教員、保育士等

③実践事例研究会：月1回年11回開催

対象：現職教員、支援員、保育士、関係職種等

④発達支援教育実践セミナー＆実践研修会

（センター事業成果報告、基調講演、実践報告会）

後援：沖縄県、県教育委員会、発達障害者支援セ

ンター

場所：琉球大学法文新棟215

時：11月30日（土）～12月1日（日）

国頭。中頭地域支援事業

①国頭・中頭トータル支援教室：年1回

共催：国頭教育事務所、中頭教育事務所

場所：金武町ネイチャー未来館

時：8月18日（日）

（発達障がいのある子どもたちへの自然体験交流

キャンプ）

②沖縄市教育委員会、特別支援学級実践研究（共同

研究事業）

場所：沖縄市立比屋根小学校

宮古地域支援事業

・多良間村研修会：年1回

共催：多良間村教育委員会、

沖縄県宮古福祉保健所

場所：塩川集落センター

時：12月13日（金）～14日（土）

地域拠点型事業（八重山教育事務所）

発達支援教育実践センターは八重山をひとつのモ

デル地域として、今後、他地域へと事業を拡大させ、

第1次計画から第4次計画へと発展させていきたい

(図1）。

八重山地域支援事業

トータル支援ネットIN八重山

①八重山トータル支援教室：年8回（年2回は特別

研究員合同研修）

共催:八重山教育事務所･石垣市教育委員会・

竹富町教育委員会・与那国町教育委員

会

場所：八重山教育事務所

時：第1回7月5日（金）～7日（日）

第2回2月15日（土）～17日（月）

スタッフ：八重山地域特別研究員一現職教員・セ

ンタースタッフ

･本島特別研究員・サポーターズ・八重

山の高校生）

（支援対象:八重山地域の発達障がい児

支援・保談者子育て支援）

参加者：八重山地域の現職教員、支援員、保育

士、関係職種の実践研修会

プログラム：

1）八重山トータル支援ネット連携会議：年2回

参加者：八重山トータル支援ネット連携会議

メンバー

2）教育・発達相談支援：年2回

3）実践事例研究会：年2回開催

対象：現職教員､支援員､保育士､関係職種等

4）実践研修会

②八重山拠点型発展事業

・八重山地域人材育成：特別支援教育の啓発

高校生キャリア教育（支援者）としてトータル

支援教室の活用

･通級指導教室(石垣市教育委員会）：集団支援の

場としてトータル支援教室と通級指導教室との

連携
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地域支援プロジェクト計画

第1次計画：大学拠点型（参加型）連携支援体制の

構築（近隣地域支援）

（現職教員､学生､支援員､高度専門職業

人のための協働による実践力養成支援）

第2次計画：出前型連携支援体制の構築(出前離島・

へき地支援、実践力養成支援）

第3次計画：地域との協働による実践力養成システ

ムの榊築

（離島･へき地との協働･連携による支

援、実践力養成支援）

第4次計画：地域拠点型連携支援体制の構築（離

島･へき地主導による実践力養成支援）

発達障害児への

地域貢献支援活動

幼稚園、小学校、

中学校、高校

特別支援学校

地域支援

(出張相談・支援）

第4次計画

地域拠点型連携支援体制

（地域主導型子ども支援）

八重山教育事務所・石垣市、

竹富町、与那国町教育委員会、

多良間村教育委員会

来室型支援

(大学拠点相談・支援）

幼児、児童

生徒､保護者

(子ども支援）

琉球大学教育学部

発達支援教育

実践センター実践センター

地域連携支援

実践力養成機能

第3次計画

地域との協働による実践力養成システムの構築

(出前トータル支援教室、実践事例研究会、

情報交換会、出張発達・教育相談会）

八重山教育事務所

(教員の実践力養成）

第2次計画

出前型連携支援体制

(出前支援･出張相談会･実践事例研究会）

第1次計画

大学拠点型（参加型）

連携支援体制

（トータル支援教室、発達・教育

相談、学校支援・個別支援）

、

実施・評価

実践事例研究会

公開研究実践報告セミナー

合同研究会
ノ

図1地域支援プロジェクト計画
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地域支援

(出前支援教室）

第4次計画

地域拠点型連携支援体制

(地域主導型実践力養成）

八重山教育事務所・石垣市、

竹富町、与那国町教育委員会

多良間村教育委員会

(.1

八

竹

参加型連携支援

(大学拠点支援教室）

那覇市教育委員会等

(特別支援教育支援）
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1．実践教育・臨床支援活動

中核の活動である『トータル支援教室』では、大

学教員、学生、院生、現職教員、支援員等が参加し

て発達障がいのある子どもたちや気がかりな子ども

たちの参加による実践教育支援、及び実践研究を目

的として定期に集団支援、個別支援、連携支援を

行った。本年度は、沖縄市比屋根小学校の特別支援

教室との共同の授業研究や海プロジェクトの3年目

に入ってことより、支援教室の支援企画やその実践

をより充実させることを目的にして、現職教員、学

部学生、院生、特別研究員、特別支援教育支援員等

の参加者により協働の多様な取り組みと検討を行

なった。この「トータル支援活動』は地域支援を行

うとともに学生、院生、現職教員、特別支援教育支

援員等にとっては発達支援教育のための実践につい

て考える活動である。発達支援教育実践センターは

発達支援および特別支援教育における地域貢献及び

特別支援教育に貢献する人材育成を大・切な課題とし

て位置づけ、実践教育・臨床支援活動に取り組んで

いる。

(1)個別実践教育・臨床活動

本センターでは、個別臨床活動支援として母親面

接、教員面接、子どもへの実践教育臨床支援を行っ

ている。子どもを主体的な存在と捉え、彼．彼女ら

の内側の体験を重視した包括的支援を行っている。

本年度は、事例数は増加した。一人当たりのセッ

ション数は減少したが、少人数をしっかりと継続的

に支援することを心掛けた。

本センターは本年度中プレイルームの壁に鏡を取

り付けた。子どもたちへの支援体制の整備のため環

境を整えながら、さらなる一層の地域貢献を目指し

たい。

(2)集団実践教育・臨床活動

来所された子どもたちのなかで集団適応を困難と

する子どもたちには『トータル支援教室』での取り

組みに参加している。この活動は子どもたちを学校

と離れた集団の場で支援することで、集団の場を苦

手する対人関係、コミュニケーション、自我の成長

を支えていく取り組みである。まと、その取り組み

による子どもたちとの関わりから支援の在り方、教

育実践・発達支援の開発をし、地域に還元していく

ことを目指している。大学と小・中学校が連携する

ことにより発達支援・特別支援教育の支援体制のよ

り良い方向性を求めていく。10月には7年の歳月が

流れたが、本年度も数人の子どもたちが巣立って

いった。

本年度も当センターが提供している『発達支援教

育実践A』、『発達支援教育実践B』の演習において、

臨床心理学等の大学院生参加も増えて特別支援教育

専修に限らず多面的な視点をもったメンバーが取り

組みに参加した。

また、このトータル支援教室は、学生、院生、現

職教員にとっては発達支援・特別支援教育のための

実践力の養成をすることが可能となる活動である。

当センターはこの教室に参加することにより多様な

子どもたちと関わる視点を学んでもらい、その成果

を、現場の発達支援・特別支援教育へ還元すること

を目的としている。本年度も、この教室での実践研

究の成果をセンター主催の発達支援教育実践セミ

ナーを平成25年11月に開催し報告した。

(3)実践教育・臨床支援ケースの概要

平成25年1月から平成25年12月までの1年間の月

別セッション数を表1に示した。来所相談、訪問相

談を合わせて、セッション数は総計612セッション

になった。昨年度は724セッションであったので112

セッション減少した。トータル支援プログラムの個

別支援セッションが昨年度54セッションから17セッ

ションへと減少した。個別支援を担当する大学院生

が減少したことが、セッション数の減少の原因と

なった。

またトータル支援プログラム外の個別支援のセッ

ション数は61セッションであり、昨年度より86セッ

ション減少した。昨年度支援を行った事例は78で

あったが、今年は83事例に増加した。昨年度より支

援を行った対象は5事例増加した。

一方､親面接は昨年度174セッションであり、本年

度は148セッションであり、26セッションの減少と

なった。165件は子どもの行動によるアセスメント

を行った。そしてその行動アセスメントにそって保

護者、教員、保育士とともに考える形態の相談を

行った。

本年度はプロジェクトにより時間をとられ、相談

への時間数が減少した。
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親面接（カウンセリング含

む）セッション数

教員面接（スーパーヴィ

ジョン含む）セッション数

子どもの行動観察（アセス

メント）

子どもへの発達･教育学習．

適応支援（心理療法含む）

セッション数

実践トータル支援プログラム

(個別支援）セッション数

実践トータル支援プログラム

(集団適応支援)セッション数

総計

琉球大学教育学部附屈発達支援教育実践センター紀要第5号

表 1 臨床活動セッション数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

12 9 12 14 15 13 19 9

11 22 11 17 27 20 13 20

16 15 15 8 17 15 15 15

6 2 6 6 6 6 8 5

5 0 0 2 1 1 1 0

2 0 0 1 3 2 3 2

52 48 44 48 69 57 59 51

9月 10月 11月 12月 合計

13 n 10 11 148

11 20 9 20 201

14 14 9 12 165

3 5 4 4 61

0 3 2 2 17

0 2 2 3 20

41 55 36 52 612

(4)実践教育・臨床支援ケースの診断別内訳

表2には診断別内訳を示した。相談対象のなかで

多い障害は広汎性発達障害(自閉症)であり約25.3％

を占め、アスペルガー障害（高機能自閉症）を含め

ると37.3％となり全体の約半数を占めた。注意欠陥

多動性障害(ADHD)の相談が昨年度より6事例

増加した。

表2臨床活動診断別内訳

診断名 事例数

アスペルガー障害（高機能自閉症） 10

注意欠陥多動性障害(ADHD) 13

精神遅滞（知的障害） 10

広汎性発達障害（自閉症） 21

学習障害(LD) 0

情緒障害（虐待、械黙、不登校含む） 9

聴覚障害 0

言語障害 2

ダウン症候群 6

境界知能 2

身体障害 2

その他 8

総計 83
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(5)実践教育・臨床支援ケースの地域別支援内訳

相談ケースの地域別内訳を以下の表3に示した。

昨年と同様に宜野湾市、西原町、中城村などの大学

周辺の市町村からの相談(50.6％)を多く受けた。ま

た、継続支援を行ってきた八重山地区では専門的立

場で支援を行う人材の育成が課題となっている。発

達障がいのある子どもの保談者の不安は高くなり、

大学の支援の必要‘性が大きくなっている。

本年度は昨年度に引き続き教育学部における海プ

ロジェクトによる発達支援プログラムの一環として

八重山教育事務所と連携し、石垣市に出むき相談

(37.3％）を多く受けた。

表3相談ケースの地域別内訳

相談ケースの地域別内訳 事例数

宜野湾市 30

那覇市 2

浦添市 2

西原町 Ill

うるま市 1

中城村 2

読谷村 1

豊見城市 1

八重瀬町 1

南風原町 1

石垣市 31

竹富町 1

その他 0

総 計 83

(6)附属小学校支援

4月を除き、毎月巡回相談を行った(表4)o10人

が相談対象となり担任、コーディネーター、養護教

論、校長と情報交換および支援について話し合った。

総計年間延べ83人（重複含む）教員面接、行動観察

をおこなった。

表4相談人数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

教員面接（スーパーヴィ

ジョン含む）セッション数
1 1 1 0 4 3 2 1 2 3 0 1 19

子どもの行動観察（アセス

メント）
7 7 6 0 8 7 6 7 5 6 0 5 64

総計 8 8 7 0 12 10 8 8 7 9 0 6 83

－101－



琉球大学教育学部附属発達支援教育実践センター紀要第5号

2．社会教育活動

平成18年10月より支援を必要とする子どもたちと

特別支援教育について学ぶ意欲のある学生、院生、

現職教員、さらに子どもたちの通う学校がともに関

わりをもつ実践トータル支援教室をスタートさせた。

専門機関としての大学の発達支援教育実践センター

と公立の小学校とが連携して子どもたちを支援する

ことがこの活動のねらいである。

(I)実践トータル支援教室

保謹者や学校から軽度発達障害児における特別な

支援を必要とする子どもたちの実践支援の要望を受

けて、実践トータル支援活動を行っている。以下の

ような目的で活動している。

①支援を必要とする子どもたちやその保護者への

支援

②支援活動を通して子どもたちやその保護者への

特別支援教育について学ぶ学生や現職教員への

実践教育支援

③学校・教育行政との連携支援

④支援活動を通して子どもたちについての理解の

方法、支援の方法など、実践に役立つ支援に関

する研究

支援活動は、学部学生、大学院生、保育士、小学

校、中学校、特別支援学級、特別支援学校の現職教

員の参加により子どもたちへの支援として個別支援

活動と集団支援活動、保護者同士の'情報交換を行っ

ている。以下のような支援課題と目的で活動をして

いる。

1）個別支援活動

発達支援においては関係性に基づいた「生きる力

を引き出す」ことを目的とし、教育学習支援におい

ては発達の視点に基づいた「生きる力を育てる」こ

とを目的としている。

2）集団支援活動

適応支援においては’情緒の豊かさとメンタルケア

に基づいた「生きる力を支え活かす」ことを目的と

している。特に子どもたちの物事へと｢向かう力(主

体性)」を育むことを目指している。

3）子育て支援活動

子育て支援においては子どもをもつ親の気持ちを

支え、子どもたちの「生きる力を大切にする」子育

て支援を目的にしている。養育者としての親が自分

の気持ちを、親同士で素直に表現できる場を大切に

している。

水曜日、月2回のペースで琉球大学教育学部発達

支援教育実践センターを会場として以下のよう支援

活動を行った。ここでは2013年1月から12月までの

第104回から第119回までの活動を示す。また、その

活動の内容を表5に、支援活動参加者数を表6に示

す。

表5集団支援活動の内容

回 活動日 活動内容

104 2013年1月9日 ･カルタとり大会

105 2013年1月23日 ｡飛び出せ！ゴム鉄砲

106 2013年4月24日 ･輪になって遊ぼう！

107 2013年5月8日 ｡水鉄砲で遊ぼう！

108 2013年5月29日 ｡ギョ1ギョ11ギョ111ビックリ水族館

109 2013年6月12日 ．作ってとばそう1紙ひこうき

110 2013年6月26日 o手作りパフェを作ろう

Ill 2013年7月10日 ・しゃぼん玉を作って楽しもう》

112 2013年7月24日 。リアル脱出ゲーム！

113 2013年8月2日 ･琉大★海底探検！

114 2013年8月18日 。日帰りキャンプ

115 2013年10月23日 。みんなでドミノ

116 2013年11月6日 oオリジナル神経衰弱

117 2013年11月21)日 °秋の夜長にお祭り騒ぎ!！

118 2013年12月4日 ｡お茶会1リッツパーティ;>

119 2013年12月18日 ･いそげ！師走サンタリレー

－102－



平成25年度（2013）発達支援教育実践センター事業報告

表6支援活動参加者数

ハタオリドリ主宰)、赤木和重(神戸大学准教授）の

お二人に基調講演および研究成果の報告に対するコ

メントを頂き、教員、保育士、学生、発達支援に携

わる専門家、支援員、保護者など様々な領域の方々

にご参加いただき実りのあるセミナーとなった。

実践研究報告は当センターで行っているトータル

支援教室の集団支援を中心に報告した。また、毎年

度、実施している国頭地域における1日キャンプに

沖縄市立比屋根小学校の子どもたちも加わり、トー

タル支援教室に通う子どもたちとの共同による海プ

ロジェクトの実践の取り組みとして報告した。八重

(2)公開セミナー（実践トータル支援プログラムの

研究成果報告）

1）公開セミナー

地域社会への貢献を目的にした公開セミナー（セ

ンター活動の実践研究成果の報告）を『支援を必要

とする子どもたちの「向かう力」が生まれる支援と

教育の創造一他者との関係‘性、やりとり、対話へと

く繋がりを生む土壌＞としての体験活動一』という

テーマのもと、会場を琉球大学法文学部法文新棟

215教室において11月30日（土）に開催した。をお招

きし、山上雅子（元京都女子大学教授、心理相談室

－103－

第104回

1月9日

第105回
1月23日

第106回

4月24日

第107回

5月8日

第108回

5月29日

第109回

6月12日

第no回

6月26日

第111回

7月10日

第112回

7月24日

第113回

8月2日

第114回

8月18日

第115回

10月23日

第116回

11月6日

第117回

11月20日

第115回

12月4日

第116回

12月18日

総計

子ども

5

5

5

4

4

6

5

5

5

6

9

4

5

4

4

5

81

親

5

5

5

4

4

6

5

5

5

6

10

4

5

4

4

5

82

僻
柵
州

学
生
専

他学生

16

16

16

16

16

15

16

15

16

16

9

16

16

15

15

15

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

院 生

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

0

1

1

1

1

1

21

特別支

援教育

支援員

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

教員

(特別

究員）

2

2

2

3

2

2

2

2

2

6

2

2

2

1

3

2

37

近接領

域の専

門家

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

17

センター

スタッフ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

32

合計

33

33

33

32

30

33

33

31

32

40

33

30

32

29

30

31

514
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山地城でのトータル支援活動についての成果報告も

行った。本年度は、沖縄市立比屋根小学校で実践し

た『特別支援学級と通級指導教室の連携による取り

組み」や石垣市立比屋根小学校で実践した『八重山

地域の支援の必要な子どもたちへのトータル支援教

室と通級指導教室の実践から（トータル支援教室ill

八重山)』等､現場の実践を多く報告することができ

た。学校および教育関係機関を含めた各領域の専門

機関からの参加者に実践を通して学ぶ教育の機会を

提供することができたのではないかと思われる。

また、地域のニーズの収集や活動への関心の度合

いを確認することができた。前回のセミナーに引き

続き、教員、保育士、保護者のみならず、市町村教

育委員会、県市町村福祉部局等の参加や教育、福祉、

医療領域から多くの発達支援、特別支援教育に熱心

な関係者の参加を得ることができ、センターの取り

組みへの関心の高さを感じた。

公開発達支援教育実践セミナー『支援を必要とする

子どもたちの「向かう力jが生まれる支援と教育の

創造一他者との関係性、やりとり、対話へとく繋が

りを生む土壌＞としての体験活動-

日時：11月30日土曜日10時～17時

会場：琉球大学法文学部法文新棟2階215教室

後援：沖縄県沖縄県教育委員会沖縄県発達障

害者支援センター

参加者：約160人

司会：浦崎武：琉球大学教育学部附属発達支援教

育実践センター専任

講師：山上雅子（元京都女子大学教授、心理相談

室ハタオリドリ主宰)、赤木和重(神戸大学

准教授）

プログラム：

第1部：教育実践から考える（10時～12時30分）

『八重山地域の支援の必要な子どもたちへのトータ

ル支援教室と通級指導教室の実践から（トータル

支援教室ill八重山)』

入嵩西清幸（八重山教育事務所指導主事）

運道恵理子（石垣市立登野城小学校教諭・セン

ター特別研究員）

本間七瀬（石垣市立新川小学校・センター特別

研究員）

『特別支援学級と通級指導教室の連携による取り組み』

末吉麻紀､翁長文子(沖縄市立比屋根小学校教諭）

崎漬朋子(沖縄市立比屋根小学校教頭･センター

特別研究員）

コメント

山上雅子（元京都女子大学教授、心理相談室ハ

タオリドリ主宰）

赤木和重（神戸大学准教授）

講演（11時30分～12時30分）

・『子どもたちの「向かう力」を生み出す教育実践j

赤木和重（神戸大学准教授）

第2部：支援教室から考える（13時30分～17時）

。『トータル支援教室について：センターと八重山

地域の取り組みを通して』

瀬底正栄（那覇市立小禄小学校教諭・センター

特別研究員）

。『海をテーマにしたトータル支援教室の取り組み

から』

大城麻紀子（沖縄県立森川特別支援学校教諭・

センター特別研究員）

金城明美(宜野湾市立長田小学校教頭･センター

特別研究員）

久志峰之（那覇少年鑑別所法務教官・センター

特別研究員）

。『トータル支援教室の実践事例から」

武田喜乃恵（センター特命研究員、臨床発達心

理士）

コメント

山上雅子（元京都女子大学教授、心理相談室ハ

タオリドリ主宰）

赤木和重（神戸大学准教授）

講演（16時～17時）

。「発達障がいの子どもたちの理解と支援～発達臨

床実践から考える～」

山上雅子（元京都女子大学教授、心理相談室

ハタオリドリ主宰）

(3)地域協働・離島・へき地協働活動

離島・へき地協働活動

第1回は外部相談員として山上雅子氏（元京都女

子大学、心理相談室ハタオリドリ）の協力を得て、

専任教員浦崎武、事例提供者として大学院生の武田

喜乃恵の3人で参加した。そして第2回は2009年3

月5日、6日にセンター長奥田実、専任浦崎武、特

別研究員の瀬底正栄、崎漬朋子、武田喜乃恵および

現職教員の金城明美、6人で教育学部共同研究経費

によりスタッフの人数を増やして出前トータル支援
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教室を開催した。第4回八重山出前支援は学部プロ

ジェクトとして21世紀おきなわ子ども教育フォーラ

ムに参画し実施した。第1回、東村出前支援に関し

ては財団法人宇流麻財団の助成を得て行った。第5

回、第6回八重山出前支援は第4回同様、学部プロ

ジェクトとして21世紀おきなわ子ども教育フォーラ

ムに参画し実施した。第5回の記事は2010年3月8

日八重山毎日新聞に、同年3月18日に琉球新報に、

第6回の記事は2010年9月4日、5日に地元紙八重

山毎日新聞、同年9月12日に琉球新報に掲載された。

第7回～9回の八重山出前支援は2011年3月4日～

5日、同年6月17日～19日、同年10月14日～16日に

行った（海を活かした教育に関する実践研究・21世

紀おきなわ子ども教育フォーラム)。八重山地域の

教諭、支援員による現地スタッフが参加し、支援活

動を行った。

本年度は昨年度に引き続き、「海を活かした教育

に関する実践研究」の海プロジェクトの一環として

八重山地域の協働活動を実施した。また、昨年度か

ら協働会議において要望が出ていた保育所への支援

および幼稚園、小学校との連携に取り組んだ。5月

17日に石垣市内の保育所を巡回した。

離島・へき地における八重山出前支援における臨

床活動のセッション数を表7に、診断別内訳を表8

に、地域別内訳を表9に示す。3年目に入った八重

山スタッフによる八重山拠点型支援教室で実施した

集団活動の内容を表10に示す。

1）八重山地域に関わる協働活動

八重山巡回相談

A.挨拶回り

日時：5月16日（木)10時30分～17時

場所：八重山特別支援学校、八重山教育事務所、

八重山高等学校、八重山農林高等学校、八

重山商工高等学校

B.保育所巡回相談（発達支援相談）

日時：5月17日（金）10時～13時

会場：大川保育所、新川保育所、登野城保育所

担当：浦崎武（琉球大学教育学部教授)、武田

喜乃恵（センター相談員）

･気になる子どもたちの相談を14人の子どもにつ

いて受けた。

①第7回八重山スタッフによる八重山拠点型支援教室

日時：5月17日（金）18時～20時半

会場：八重山教育事務所

企画タイトル：「空港ワールドー空港の世界を楽

しもう」

事前準備、集団支援、事後ミーティング

参加者：参加者総数19人一子ども：6人（内兄弟

2人)、保謹者4人、支援者:6人（小学

校教諭一含通級指導教室2人、中学校教

諭1人、特別支援学校教諭2人、八重山

教育事務所指導主事1人)、見学臨床心

理士1人、大学スタッフ2人で集団支援

活動を行った。

②第11回八重山出前支援平成25年7月（八重山教

育事務所との連携):支援プログラム参加者総数

76人

A発達支援教育相談

日時：7月5（金)10時～15時

会場：八重山教育事務所

担当：浦崎武(琉球大学教育学部教授)、武田

喜乃恵（センター相談員）

°一組の相談時間は50分、計7組(7人）の相談

を行った。

B.協働会議

日時：7月5日（金）18時～19時

連挽関係部局“|､－ダル支援ネットIN八重

山”のメンバーで、八重山の発達支援や特

別支援教育の今後の発展のために情報交換、

意見交換を行った。

参加者：10名

c.トータル支援教室（集団支援教室）

日時：7月6日（土）13時半～15時30分

会場：八重山教育事務所

企画タイトル：「ぎよぎよぎよびつくり水族館」

参加者：41人､子ども13人（内兄弟6人)、親9人、

本島支援スタッフ9人、八重山現職教員

3人、支援員2人（高校生)、見学5人

（教員1人、保育士3人）

・事前の説明会10分、集団支援(il)分、反省会50分

で行った。

・教員や保育士と対象児各一名が組になって7組

の参加で行った。

1).実践事例検討会

日時：7月7日（日）10時～12時半

会場：八重山教育事務所

事例発表1発表者：高校教諭

事例発表2発表者：中学教諭

参加者：18人

学校現場の事例から、子どもの支援についてみん

なで色々な視点から意見を出し合い検討した。

③八重山現地スタッフ出張研修
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A.トータル支援教室

日時：8月2日（金）会場琉球大学教育学部附

属発達支援教育実践センター

企画タイトル：「琉大海底探検」

八重山地域の幼稚園教諭1名、小学校教諭2名、

大学でのトータル支援教室に参加した。

B,事前研修

日時：8月3日（土）会場琉球大学教育学部附

属発達支援教育実践センター

④第8回八重山スタッフによる八重山拠点型支援教室

日時:10月18日（金)18時～20時半

会場：八重山教育事務所

企画タイトル：「ハロウィンワールドーかぼちゃ

を使ったゲームを楽しもう」

事前準備、集団支援、事後ミーティング

参加者：参加者総数24人一子ども：8人（内兄弟

3人)、保護者5人､支援者スタッフ9人

（小学校教諭一含特別支援学級･通級指導

教室3人、中学校教諭1人、特別支援学

校教諭2人、高校生支援員2人、八重山

教育事務所指導主事1人）の現地スタッ

フ、大学スタッフ2人で集団支援活動を

行った。

⑤八重山支援報告（発達支援教育実践セミナー）

日時：11月30日（土)10時半～17時

場所：琉球大学法文新棟215教室

･発達支援教育実践セミナーにおいて、『八重山

地域の支援の必要な子どもたちへのトータル支

援教室と通級指導教室の実践から（トータル支

援教室in八重山)』について報告を行った。

⑥第9回八重山スタッフによる八重山拠点型支援教室

日時：12月14日（土）18時～20時半

会場：八重山教育事務所

企画タイトル：「クリスマスワールドー雪で遊ぼう一」

事前準備、集団支援、事後ミーティング

参加者：参加者総数19人一子ども：6人（内兄弟

2人)、保護者4人､支援者スタッフ7人

（小学校教諭:含特別支援学級･通級指導

教室2人、中学校教諭1人、特別支援学

校教諭1人、高校生支援員2人、八重山

教育事務所指導主事1人）の現地スタッ

フ、大学スタッフ2人で集団支援活動を

行った。

⑦第12回八重山出前支援平成26年2月（八重山教

育事務所との連携):支援プログラム参加者総数

56人

A・実践事例検討会

日時：2月15日（日）10時～12時半

会場；八重山教育事務所

参加者：7人

B.トータル支援教室（集団支援教室）

日時：2月16日（日）10時～12時

会場：八重山教育事務所

企画タイトル：「海底探検IN八重山」

参加者：36人､子ども11人(内兄弟4人)、親(他）

9人、本島支援スタッフ9人、八重山現

職教員5人、見学者2人

・事前の説明会10分、集団支援60分、反省会50分

で行った。

・教員や保育士と対象児各一名が組になって7組

の参加で行った。

c.発達支援教育相談

日時：2月17日（月)10時～15時

会場：八重山教育事務所

担当：浦崎武(琉球大学教育学部教授)、武田

喜乃恵（センター相談員）

・一組の相談時間は50分、計7組(7人）の相談

を行った。

1).協働会議

日時：2月17日（月）18時～19時

・連携関係部局“トータル支援ネットIN八重山”

のメンバーで、八重山の発達支援や特別支援教

育の今後の発展のために情報交換、意見交換を

行った。

参加者：6名

表7八重山臨床活動セッション数

相談の形態

保護者相談会（カウン

セリング含む)、面接

セッション数

教員･保育相談会(スー

パーヴィジョン含む)、

面接セッション数

トータル支援教室（集

団適応支援）セッショ

ン数

実践事例研究会（グ

ループスーパーヴィ

ジョン）セッション数

セッション総数

5月

0

14

0

0

14

7月 2月

7 3

2 1

1 1

2 1

12 6

合計

10

17

2

3

32
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表8八重山臨床活動診断別内訳 2）中北部地域に関わる支援活動

①トータル支援教室の出前支援（国頭教育事務所、

中頭教育事務所との連携）平成25年8月

日時：8月18日（日）

会場：金武町ネイチャーみらい館

プログラム：そうめん流し、いかだ創りと泥んこ

クルージング（製作の部･活動の部）

参加者：児童生徒9名保謹者9名団長及び支

援スタッフ14名学生6名計38名

②国頭・中頭地域支援報告（発達支援教育実践セミ

ナー）平成25年11月

日時：11月30日（土)10時～17時

会場：琉球大学法文新棟215教室

・発達支援教育実践セミナーにおいて、「海を

テーマにしたトータル支援教室の取り組みか

ら」を通して活動を報告した。

3）沖縄市立比屋根小学校との共同研究

地域協働活動

初年度は比屋根小学校において、支援を必要とす

る子どもたちや発達障がいのある子どもたちの「他

者との関わりや繋がり」を豊かにする社会性の形成

および「学び」へと向かう意欲を育むことを目的と

した体験活動を行った。管理職の理解のもと、1学

期は知的障害特別支援学級、自閉症・情緒障害特別

支援学級、LD等通級指導教室の子どもたちを集め

た授業を合同で開催することができた。「トータル

支援教室」を学校現場で還元し、子どもたちの主体

性をできる限り尊重するため、1週間に1時間、定

期的に「自由に自分を表現できる」時間を設けるこ

とができた。その結果、その時間は子どもたちが楽

しみにする時間となった。1学期の成果を受けて、

2学期以降は、さらに毎日、1時間目に子どもたち

診断名 5月 7月 2月 合計．

アスペルガー障害

(高機能自閉症）
0 2 2 4

注意欠陥多動性障害

(ADHD)
1 0 0 1

精神遅滞（知的障害） 1 2 1 4

広汎‘性発達障害

(自閉症）
6 4 2 12

学習障害(LD) 0 0 0 0

情緒障害(虐待､械黙、

不登校含む）
0 1 1 2

聴覚障害 0 0 0 0

言語障害 1 0 0 1

ダウン症候群 1 1 2 4

境界知能 0 2 0 2

身体障害 1 0 0 1

小頭症 2 0 0 2

その他 1 1 1 3

計 14 13 9 36

表9相談ケースの地域別事例内訳

相談ケースの

地域別内訳
5月 7月 2月 合計

石垣市 14 6 3 23

竹富町（西表島） 0 0 1 1

総計。 14 6 4 24

表10八重山集団支援活動の内容

回 活動日 活動内容

1 2011年11月18日 。ふわふわワールドーラ風船であそぼう一

2 2012年2月17日 ・によるぴよんワールドーなわやひもであそぼう一

3 2012年5月18日 。ダダダダーンワールドー段ボール箱であそぼう一

4 2012年8月24日 ｡ひらひらワールド－ず大きな布であそぼう－

5 2012年10月19日 ・どすこいワールドであそぼう

6 2012年12月15日 ・クリスマスワールド

7 2013年5月17日 o空港ワールド

8 2013年10月18日 。ハロウィンワールド

9 2013年12月14日 ・クリスマスワールドー雪で遊ぼう－
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の活動の時間を設け、「安心して過ごせる時間」を日

常的にもてるようにすることで、子どもたちが生き

生きと学校生活を過ごすようになった。特別支援学

級や通級指導教室の子どもたち以外の不登校の子ど

もたちも、その活動に参加するようになったことは

大きな成果であった。参加した子どもたちは共通し

て、物事へと積極的に「向かう力」が芽生え、支援

を必要とする子どもたちの「生きる力」を育む思考

力、判断力、表現力、言語活動が活性化するように

なった。

年度後半には、比屋根小学校の研究教員、発達支

援教育実践センター特別研究員、当センターおよび

八重山の特別研究員との協働による「実践研究報告

会」や「公開セミナー＆実践研究報告会」を琉球大

学で開催した。また、比屋根小学校でも「公開校内

研究授業発表会」を12月に開催した。沖縄市内の学

校や県内の支援の必要な子どもたちの支援者・教育

者、養育者に実践を報告した。

さらに、3月には神戸大学において関西地区や東

海地区の学校の先生や心理士等の専門家、大学の研

究者とともに、1年間の取り組みを報告し、実践の

成果を検証する予定である。年度末には1年間の取

り組みを整理し、報告書をまとめることで次年度の

活動を発展させるための備えをしたい。

①協働会議

日時：5月、会場：比屋根小学校

内容：事業企画および実施計画の検討会議と安慶

田小学校等近隣校の説明

②実践事例研究会

日時：6月14日（金）、会場：比屋根小学校

内容：学校における気になる子どもの実態把握と

支援教育の方向性を確認

③合同実践研究会

日時：7月20日（土)、会場：八重山教育事務所

内容：学校の研究教員を八重山地区に研修派遣し

八重山の|､一ダル支援教室と協働で「合同

トータル支援教室IN八重山｣、「実践事例研

究会」を実施

④合同実践研究会

日時：8月3日（土)、4日（日）

会場：琉球大学教育学部附属発達支援教育実践セ

ンター

内容：比屋根小学校の研究教員、八重山の特別研

究員との協側による「トータル支援教室｣、

「実践研究会」を実施

⑤中北部地域キャンプ

日時：8月18日日曜日会場：ネイチャー未来館

内容：比屋根小学校の特別支援学級、通級教室に

通う子どもと発達支援教育実践センターの

「トータル支援教室｣に通う子どもたちの一

日キャンプを実施

⑥公開合同実践研究報告会

日時：11月4日月曜日会場：琉球大学教育学部

附属発達支援教育実践センター

内容：比屋根小学校の研究教員、発達支援教育実

践センター特別研究員、当センターおよび

八重山の特別研究員との協働による「実践

研究報告会」の実施

⑦公開セミナー＆実践研究報告会

日時：11月30日土曜日会場：琉球大学教育学部

附属発達支援教育実践センター

内容：比屋根小学校の研究教員、発達支援教育実

践センター特別研究員、八重山地区特別研

究員との協働による「公開セミナーおよび

実践報告会」の開催

③公開校内研究授業発表会

日時：12月11日水|曜日会場：比屋根小学校

内容：特別支援学級、通級指導教室の合同「校内

研究授業発表会」の開催

4）海プロジェクト

トータル支援活動プログラムにより地域協働活動

を展開してきた。特に「トータル支援教室」におい

ては子どもたちへの支援教育の媒介となる支援企画

の開発を行ってきた。3年前より、沖縄の地理的特

色を生かした支援企画を、日本財団のプロジェクト

に参画し、『海を活かした発達障害児の支援教育プ

ログラムの開発』と題してトータル支援教室（大学

及び八重山教育事務所）や学校現場で実践的な研究

を行ってきた（表1，2)。

本年度は、9月29日から10月7日にアメリカ合衆

国ハワイ州に障がい児教育を行っているバラエテイ

スクールや施設、ボランティアの取り組みを視察し

た。また、東京大学主催による第1回全国海洋教育

サミットにお呼びがかかり、今までの取り組みを報

告することができた。専任の浦崎武、センター相談

員の武田喜乃恵、特別研究員の瀬底正栄、大城麻紀

子が参加し、瀬底正栄、大城麻紀子が取り組みを報

告した。

第1回全国海洋教育サミット

主催：東京大学海洋アライアンス海洋教育促進

研究センター(RCME)

日時：平成26年2月22日土曜日13時～17時
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30分

会場：東京大学本郷キャンパス理学部4号館

1220教室

共催：日本財・団

参加者：浦崎武（センター専任)、武田喜乃恵（セ

ンター相談員)、瀬底正栄(那覇市立小禄

小学校)、大城麻紀子(沖縄県立森川特別

支援学校）

東京大学での発表の場で以下の報告を行った。

｢海は､島国である日本にとっては､身近で親しみや

すい。特に、たくさんの島からなる、特に沖縄は、

日本の中でもより身近に海を感じる県のひとつであ

る。子どもたちにとって身近な存在である海は、自

分の経験や興味から活動に入りやすく、その子なり

の発想で活動を展開することができる。また、『海』

をテーマに多様なプログラムが考えられるのも魅力

である。単純に泳ぐことをイメージした活動だけで

なく、すいかわり、たきびなど、砂浜で遊ぶ活動、

釣りや潜水、舟遊びなど、海上、海中での活動、さ

らに、夏の海、冬の海といった季節から海をイメー

ジした活動といったいろんなプログラムを準備する

ことができる。そして、その活動への参加もひとり

で、ユニットで、集団でと、多様な参加の形が可能

である。今後、さらに海を活かした発達障がい児の

支援教育プログラム開発と学校現場での実践を通し

てその効果を検証していく｣。総評においては、実

践を高く認めてもらうコメントを戴くことができた。

地域における協働による「トータル支援教室」の企

画においても海を活かした支援教育プログラムを活

性化させていきたい。

表1トータル支援教室で行った『海jの支援プログラム

年 月

2011 3

2011 6

2011 8

2011 10

2012 6

2012 8

2013 2

2013 5

2013 7

2013 8

2013 8

年 月

2011 7

2011 9

2013 6

2013 7

2013 7

企画名

みんなで海をつくろう海であそぼう

ペタペタコロコロうみのせかい

日帰りキャンプ（どろんこクルージング）

へんしん！しんぶんし！

海の世界へレッツゴー1海であそぼう！

日帰りキャンプ（カヌーで冒険）

冬の海へレッツゴー！

ギョ！ギョ11ギョ

ビックリ水族館IN琉大

ギョ！ギョ11ギョ 111
●●｡

ビックリ水族館IN八重山

琉大★海底探検！

日帰りキャンプ

(どろんこクルージングパート2）

場所

八重山教育事務所

八重山教育事務所

金武町のキャンプ場

八重山教育事務所

八重山教育事務所

金武町のキャンプ場

八重山教育事務所

琉球大学構内

八重山教育事務所

琉球大学構内

金武町のキャンプ場

表2学校で行った『海』を活かした授業実践

企画名 場所

みんなで海をつくろう海であそぼう 石垣市立登野城小学校

ペタペタコロコロうみのせかい 沖縄県北部地区小学校

ギョ！ギョ11ギョ111

ビックリ水族館
那覇市立小禄小学校

幻想美ら海水族館 沖縄市立比屋根小学校

ギョ！ギョ11ギョ!!！

ビックリ水族館
沖縄市立比屋根小学校
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形態

見立て遊び

創作活動

野外活動

見立て遊び

見立て遊び

野外活動

見立て遊び

創作活動

創作活動

見立て遊び

野外活動

形

見立て遊び

創作活動

創作活動

見立て遊び

創作活動
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5）宮古：多良間地域に関する協働活動

本年度、当センターおよび宮古福祉保健所の主催

による研修会を多良間村で2日間、開催した。宮古

島と石垣島の間にある多良間島は地理的要因もあり、

専門家が存在せず、発達障がいのある子どもたちへ

の支援が行き届かない状況が続いていた。そのよう

な状況を危‘慎していた宮古福祉保健所の呼びかけに

より研修会が実現した。初日は発達障がい児への支

援および教育を行っている教員を中心とした教育・

福祉・医療関係者向けの研修会を宮古保健所が主催

となり、当センターが共催となって開催した。また、

その翌日は当センターが主催となり、宮古福祉保健

所が共催となって一般向け研修会を開催することが

できた。

①発達支援ってなんだろう

一こどものこころとどう向き合う？一

日時：12月13日金曜日16時～18時30分

会場：多良間塩川集落センター

主催：沖縄県福祉保健部宮古福祉保健所

共催：琉球大学教育学部附属発達支援教育実践

センター

識師：浦崎武（琉球大学教育学部附属発達支援

教育実践センター教授)、武田喜乃恵(琉

球大学教育学部附属発達支援教育実践セ

ンター相談員）

②発達支援ってなんだろう

一こどものこころとどう向き合う？一

日時：12月14日土曜日16時～18時30分

会場：多良間塩川集落センター

主催：琉球大学教育学部附属発達支援教育実践

センター

共催：沖縄県福祉保健部宮古福祉保健所

講師：浦崎武（琉球大学教育学部附属発達支援

教育実践センター教授)、武田喜乃恵(琉

球大学教育学部附属発達支援教育実践セ

ンター相談員）

(4)学校、保育園訪問支援活動

本年も昨年同様、那覇市、宜野湾市を中心に学

校、保育園の訪問支援を行った。保育園を含め10学

校・園に訪問し相談を受けた。そのうち3園は月1

回定期巡回の訪問支援となった。

(5)他機関および付属小・中学校との連携支援

①島峨地域出張教育相談支援八重山教育事務所と

の連携支援

教育相談会、実践事例研究会、トータル支援教

室の出前

②特別支援教育の教員養成支援沖縄市教育委員会

との連携支援

トータル支援教室の還元による特別支援教育支

援員の実践力養成支援

③連携支援附属小学校との連携支援校内委員会

の実施、発達が気になる子どもたちの巡回相談、

トータル支援教室への参加

3．学生、院生、特別研究員への教育活動

(1)実践トータル支援活動

発達障害のある子どもたちや気がかりな子どもた

ちとの活動を通して子どもたちとの関わり方や支援

のあり方を学び、将来、発達支援教育、特別支援教

育に貢献できる学生や院生を育成すること、子ども

たちの支援教育に桃わる研究員の実践力を高めるこ

とを目的として教育活動を行っている。実践トータ

ル支援活動のなかで「発達支援教育実践A｣、「発達

支援教育実践B」を受講している学生は集団支援に

参加し、グループで集団支援活動を企画し、集団支

援の実践および集団のなかで個と関わる能力を養う。

院生においては「軽度発達障害者支援特論」を受講

すると担当する子どもの個別支援の実践力を養うこ

とができ、さらに「特別支援教育特論B」を受講す

る院生は個別支援における関わりを整理し分析する

能力を養う。当センターは子どもたちへの支援活動

を通して実践力を備えて教育現場で活躍できる人材

を育てる教育を行っている。

(2)実践事例研究会

実践事例研究会において、院生、特別研究員が実

践事例の報告を行い、特別支援学校教員、小学校教

員、中学校教員、保育士、臨床心理士、医師、言語

聴覚士、大学教員、院生、特別支援教育支援員など

の参加によりコメントをもらった。院生においては

｢障害児臨床心理学特論｣の講義に実践事例研究会を

位置づけており、発達支援教育の理解を深めるため

のアフターカンファレンスを実施している。

1）実践事例検討会による院生への実践教育および

特別研究員のリカレント教育

第69回は大学院生、第74回、第76回の2事例、第

77回は特別研究員、第68回は発達支援教育実践セン

ターの専任教員、第70回、第72回、第76回、第77回

は発達支援教育実践センターの相談員が実践事例を

報告した。参加者と事例について議論を行い、多面

-no-
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的な意見をもらった。

・第68回実践事例研究会

発表者：琉球大学教員

タイトル：『聴覚過敏性のあるアスペルガー障害

と診断された青年の育ちと支援』

日時：1月16日18時30分

参加者：8名

・第69回実践事例研究会

発表者：小学校特別支援学級担任教諭

タイI､ル：『小学校の気になる子に対する支援工

夫に関する実践～遊びを媒介とした他

者との関係’性に基づく自尊感情の形成

～』

日時：2月20日18時30分

参加者：9名

・第70回実践事例研究会

発表者：琉球大学教育学部附属発達支援教育実

践センター相談員

タイトル：『人とのかかわりに課題のある小学3

年生男児とのプレイルームでの関わり

－2年半の関わりをふりかえる一』

日時：4月17日18時30分

参加者:10名

・第72回実践事例研究会

発表者：琉球大学教育学部附属発達支援教育実

践センター相談員

タイトル:広汎性発達障害のある小学校高学年

男児との関わり～集団支援教室の実践

から～』

日時：6月19日18時30分

参加者：9名

・第74回実践事例研究会

発表者：小学校教諭（センター特別研究員）

タイトル：『広汎性発達障害児の通級指導教室に

おける実践報告』

日時：8月22日18時30分

参加者：8名

・第76回実践事例研究会（第13回特例会）

発表者： 午前 の部小学校教諭

午後の部小学校教諭

琉球大学教育学部附属発達支援教育実

践センター相談員

タイトル：午前の部

『大学との連携による小学校での特別

支援教育の取り組み：特別援学級と通

級指導教室の連携による支援活動から』

午後の部

『八重山地域の支援の必要な子どもた

ちへのトータル支援教室と通級指導教

室の実践』

『広汎性発達障害のある小学校高学年

男児とのトータル支援教室での関わり』

コメント：古市真知子（中部大学准教授、臨

床心理士）

日時：11月4日10時～16時

参加者：14名

・第77回実践事例研究会（第11回特例会）

発表者：第1部

小学校教諭

第2部

琉球大学教育学部発達支援教育実践セ

ンター相談員

タイトル：第1部

『小学校低学年の広汎性発達障害のあ

る児童の関わり～通級指導教室と集団

支援教室を通して～』

第2部

『発達障がいのある児童の集団支援に

おける関わりの変容～事例の変容と集

団支援を考える～』

コメント：山上雅子（元京都女子大学教授心

理相談室ハタオリドリ主宰臨床心理

士）

赤木和重（神戸大学准教授）

日時：12月1日10時～16時

参加者：22名

2）公開特別支援セミナー

公開発達支援教育実践セミナー『支援を必要とす

る子どもたちの「向かう力」が生まれる支援と教育

の創造一他者との関係性、やりとり、対話へとく繋

がりを生む土壌＞としての体験活動-J

日時：11月30日土曜日10時～17時

会場：琉球大学法文学部法文新棟2階215教室

後援：沖縄県沖縄県教育委員会沖縄県発達

障害者支援センター

参加者：約160人

司会：浦崎武：琉球大学教育学部附属発達支援

教育実践センター専任

識師：山上雅子（元京都女子大学教授、心理相

談室ハタオリドリ主宰)、赤木和重(神戸

大学准教授）
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プログラム：

第1部：教育実践から考える（10時～12時30分）

『八重山地域の支援の必要な子どもたちへのトータ

ル支援教室と通級指導教室の実践から（トータル

支援教室in八重山)

入嵩西清幸（八重山教育事務所指導主事）

運道恵理子（石垣市立登野城小学校教諭・セン

ター特別研究員）

本間七瀬（石垣市立新川小学校・センター特別

研究員）

I特別支援学級と通級指導教室の連携による取り組み』

末吉麻紀､翁長文子(沖縄市立比屋根小学校教諭）

崎漬朋子(沖縄市立比屋根小学校教頭･センター

特別研究員）

コメント

山上雅子（元京都女子大学教授、心理相談室ハ

タオリドリ主宰）

赤木和重（神戸大学准教授）

講演（11時30分～12時30分）

。『子どもたちの「向かう力」を生み出す教育実践』

赤木和重（神戸大学准教授）

第2部：支援教室から考える（13時30分～17時）

。『トータル支援教室について:センターと八重山地

域の取り組みを通して』

瀬底正栄（那覇市立小禄小学校教諭・センター

特別研究員）

。『海をテーマにしたトータル支援教室の取り組みから』

大城麻紀子（沖縄県立森川特別支援学校教諭・

センター特別研究員）

金城明美(宜野湾市立長田小学校教頭･センター

特別研究員）

久志峰之（那覇少年鑑別所法務教官・センター

特別研究員）

。『トータル支援教室の実践事例から』

武田喜乃恵（センター特命研究員、臨床発達心

理士）

コメント

山上雅子（元京都女子大学教授、心理相談室ハ

タオリドリ主宰）

赤木和重（神戸大学准教授）

講演（16時～17時）

『発達障がいの子どもたちの理解と支援～発達臨床

実践から考える～』

山上雅子（元京都女子大学教授、心理相談室

ハタオリドリ主宰）

(3)センター専任教員の授業担当

センター専任教員は、当センターでの取り組みに

参加し実践を学ぶことをねらいとして、学部への提

供授業『発達支援教育実践A』、『発達支援教育実践

B』を開設している。また、特別支援教育専攻の選

択必修授業を担当している。平成25年度は以下の授

業を担当した。

学部1年～4年

「発達支援教育実践A｣、「発達支援教育実践B」

大学院「特別支援教育特論B」

大学院「障害児臨床心理学特論」

大学院「軽度発達障害者支援特論」

大学院「障害児教育の実践研究V」

(4)センター特別研究員およびセンター事業による

研究論文

･2014年3月（浦崎武）自閉症スペクトラム障害児・

者の他者へのく向かう力＞とく受け止める力＞の

相互性一く能動一受動＞の相互性に関する支援教

育論的検討一琉球大学教育学部発達支援教育実践

センター紀要第5号

｡2014年3月（久志峰之大城麻紀子金城明美

浦崎武）海をテーマにしたトータル支援教室の取

り組みを通して－子どもたちの向かう姿から－琉

球大学教育学部発達支援教育実践センター紀要

第5号

。2014年3月（本間七瀬）高機能自閉症をもつ低学

年男児に対する内面世界に寄り添う適応支援一通

級指導教室と集団支援教室における関わりを通し

て一琉球大学教育学部発達支援教育実践セン

ター紀要第5号

。2014年3月（金城明美）知的に遅れのない広汎

性発達障害児童のトータル支援（3）－指示に反

応し怒りを表出する小5男児とのかかわり一琉

球大学教育学部発達支援教育実践センター紀要

第5号

．2014年3月（崎漬朋子末吉麻紀翁長文子

武田喜乃恵浦崎武）特別支援学級と通級指導教

室の連携による取り組み－自立活動における「み

んなであそぶ活動」を通して「向かう力」のめば

え一琉球大学教育学部発達支援教育実践センター

紀要第5号
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4．研究教育活動

(1)実践事例研究会

2006年10月から月1回定期、水曜日に院生、現職

教員、コーディネーター、特別支援教育関係者、そ

の他の近接領域の関係者が参加して実践研究を行っ

てきた。本年度は大学からの研究費の助成により、

当発達支援教育実践センターのプレイルームに鏡が

設置されたり、複合的コピー機を設置することがで

きた。研究に使用する資料の作成がスムーズになる

と考えられる。

新設されたセンターにおいて支援活動を行った。

この実践事例研究会は対外的には沖縄発達研究会と

呼び、長年の子どもの発達研究の成果が蓄積された

京都発達研究会のスーパーヴァイズ等の協力を得て

いる。

第4回は特例会として麻生武（奈良女子大学）氏、

山上雅子（元京都女子大学、心理相談室ハタオリド

リ）氏がコメンターとして参加された。また、第11

回には浜田寿美男（奈良女子大学）氏、麻生武氏、

山上雅子氏の他、京都の発達研究会との共同研究会

が開かれた。第22回は京都発達研究会から山上雅子

氏をお招きして開催された。また、第24回の特例事

例研究会では発達支援教育実践センターの研究会メ

ンバーが奈良女子大学に出向き、第2回沖純・京都

発達研究会合同研究会が開かれた。関西地区以外に

も東北地区、関東地区、中部地区からも参加者が来

られた。第47回（第8回特例会）事例研究会では滝

川一度氏（学習院大学）が、第48回（第9回特例会）

事例研究会では滝川一度氏（学習院大学）と浜田寿

美男氏（奈良女子大学名誉教授）をお招きして開催

した。平成24年度の第59回（第10回特例会）事例研

究会で、田中千穂子氏（花クリニック）と古田直樹

氏(京都市児童福祉センター)、平成25年度の第66回

(第11回特例会)事例研究会で､麻生武氏(奈良女子

大学）と別府哲氏（岐阜大学）を、第67回（第12回

特例会）は山上雅子氏（元京都女子大学）をお招き

して開催した。

そして本年度は、第76回（第13回特例会）事例研

究会では古市真知子氏（中部大学）を、第77回（第

14回特例会）事例研究会では山上雅子氏（元京都女

子大学)、赤木和重（神戸大学）をお招きして開催す

ることができた。

・第68回実践事例研究会

発表者：琉球大学教員

タイトル:『聴覚過敏性のあるアスペルガー障害と

診断された青年の育ちと支援』

日時：1月16日18時30分

参加者：8名

･第69回実践事例研究会

発表者：小学校特別支援学級担任教諭

タイトル：『小学校の気になる子に対する支援工

夫に関する実践～遊びを媒介とした他

者との関係性に基づく自尊感‘情の形成

～』

日時：2月20日18時30分

参加者：9名

･第70回実践事例研究会

発表者：琉球大学教育学部附属発達支援教育実

践センター相談員

タイトル：『人とのかかわりに課題のある小学3

年生男児とのプレイルームでの関わり

－2年半の関わりをふりかえる-J

日時：4月17日18時30分

参加者：10名

･第71回実践事例研究会

発表者：ゆうわ保育園保育士

タイトル：『障がい児保育の実践報告』

日時：5月15日18時30分

参加者：22名

･第72回実践事例研究会

発表者：琉球大学教育学部附属発達支援教育実

践センター相談員

タイトル：『広汎性発達障害のある小学校高学年

男児との関わり～集団支援教室の実践

から～』

日時：6月19日18時30分

参加者：9名

･第73回実践事例研究会

発表者：琉球大学教員

タイトル：『いじめを契機に脅迫症状を呈した思

春期男児の事例j

日時：7月17日18時30分

参加者：5名

･第74回実践事例研究会

発表者：小学校教諭（センター特別研究員）

タイトル：『広汎性発達障害児の通級指導教室に

おける実践報告』

日時：8月22日18時30分

参加者：8名

･第75回実践事例研究会

発表者：小学校校長、教諭

タイトル：『小学校で対応に苦慮している6年生
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男児の事例』

日時:10月16日18時30分

参加者：9名

･第76回実践事例研究会（第13回特例会）

発表 者： 午前の部小学校教諭

午後の部小学校教諭

琉球大学教育学部附属発達支援教育実

践センター相談員

タイトル：午前の部

『大学との連携による小学校での特別

支援教育の取り組み：特別援学級と通

級指導教室の連携による支援活動か

ら』

午後の部

『八重山地域の支援の必要な子どもた

ちへのトータル支援教室と通級指導教

室の実践』

『広汎性発達障害のある小学校高学年

男児とのトータル支援教室での関わ

り』

コメント：古市真知子（中部大学准教授、臨

床心理士）

日時：11月4日10時～16時

参加者：14名

･第77回実践事例研究会（第14回特例会）

発表者：第1部

小学校教諭

第2部

琉球大学教育学部発達支援教育実践セ

ンター相談員

タイトル：第1部

『小学校低学年の広汎性発達障害のあ

る児童の関わり～通級指導教室と集団

支援教室を通して～」

第2部

『発達障がいのある児童の集団支援に

おける関わりの変容～事例の変容と集

団支援を考える～』

コメント：山上雅子（元京都女子大学教授心

理相談室ハタオリドリ主宰臨床心理

士）

赤木和重（神戸大学准教授）

日時：12月1日10時～16時

参加者：22名

･第78回実践事例研究会

発表者：小学校教諭、養護教諭、支援員

タイトル：『養育困難家庭の小学校高学年男児へ

の支援について』

日時：12月16日18時30分

人数：13名

(2)実践研究公開報告

11月24日のセミナーにおいて実践トータル支援活

動の成果およびその取り組みの成果を学校に還元し、

当センターで実施した事業の実践研究の報告、八重

山地域、国頭地域等でのトータル支援活動の報告を

行い、山上雅子（元京都女子大学教授心理相談

室ハタオリドリ主宰臨床心理士)、赤木和重(神

戸大学准教授）から貴重なコメントを頂いた。

(3)実践研究論文の作成

11月30日に実践研究の公開発表を行った事例を中

心にトータル支援教室の実践の成果、実践事例研究

会の検討事例に関する実践研究の成果を以下の論文

にまとめた。

1）トータル支援教室報告：研究論文

。2013年10月（武田喜乃恵）広汎性発達障害児との

く能動一受動＞のやりとりにおける変容過程一

トータル支援教室の集団支援から一九州地区国

立大学教育系･文系研究論文集,1(1),No.21

・2013年11月（武田喜乃恵）発達障害のある子ども

たちとの集団支援での関わり－6つのエピソード

から考える一「発達・療育研究」京都国|擬社会福

祉センターVol.29

・2014年3月（浦崎武武田喜乃恵瀬底正栄

崎漬朋子金城明美大城麻紀子久志峰之

本間七瀬運道恵理子）自閉症スペクトラム障害児・

者の他者へのく向かう力＞とく受け止める力＞の

相互性一く能動一受動＞の相互性に関する支援教

育論的検討一琉球大学教育学部発達支援教育実

践センター紀要第5号

．2014年3月（久志峰之大城麻紀子金城明美

浦崎武）海をテーマにしたトータル支援教室の取

り組みを通して一子どもたちの向かう姿から一

琉球大学教育学部発達支援教育実践センター紀要

第5号

・2014年3月（本間七瀬浦崎武）高機能自閉症を

もつ低学年男児に対する内面世界に寄り添う適応

支援一通級指導教室と集団支援教室における関わ

りを通して一琉球大学教育学部発達支援教育実

践センター紀要第5号

°2014年3月（金城明美）知的に遅れのない広汎性
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発達障害児童のトータル支援(4)一指示に反応し

怒りを表出する小6男児との6年間のかかわり一

琉球大学教育学部発達支援教育実践センター紀要

第5号

。2014年3月（崎漬朋子末吉麻紀翁長文子

武田喜乃恵浦崎武）特別支援学級と通級指導教

室の連桃による取り組み一自立活動における「み

んなであそぶ活動｣を通した「向かう力」のめばえ一

琉球大学教育学部発達支援教育実践センター紀要

第5号

2）公開セミナー報告：研究論文

･2014年3月（浦崎武武田喜乃恵瀬底正栄

崎漬朋子金城明美大城麻紀子久志峰之

本間七瀬運道恵理子）自閉症スペクトラム障害

児・者の他者へのく向かう力＞とく受け止める力＞

の相互性一く能動一受動＞の相互‘性に関する支援

教育論的検討一琉球大学教育学部発達支援教育

実践センター紀要第5号

。2014年3月（久志峰之大城麻紀子金城明美

浦崎武）海をテーマにしたトータル支援教室の取

り組みを通して一子どもたちの向かう姿から－

琉球大学教育学部発達支援教育実践センター紀要

第5号

。2014年3月（本間七瀬浦崎武）高機能自閉症を

もつ低学年男児に対する内面世界に寄り添う適応

支援一通級指導教室と集団支援教室における関わ

りを通して－琉球大学教育学部発達支援教育実

践センター紀要第5号

。2014年3月（崎漬朋子末吉麻紀翁長文子

武田喜乃恵浦崎武）特別支援学級と通級指導教

室の連携による取り組み－自立活動における「み

んなであそぶ活動｣を通した｢向かう力｣のめばえ－

琉球大学教育学部発達支援教育実践センター紀要

第5号

3）紀要：発達支援教育実践センター専任・相談員

の研究論文

･2014年3月（浦崎武武田喜乃恵瀬底正栄

崎漬朋子金城明美大城麻紀子久志峰之

本間七瀬運道恵理子）自閉症スペクトラム障害

児･者の他者へのく向かう力＞とく受け止める力＞

の相互性一く能動一受動＞の相互性に関する支援

教育論的検討一琉球大学教育学部発達支援教育

実践センター紀要第5号

。2013年II)月（武田喜乃恵）広汎性発達障害児との

く能動一受動＞のやりとりにおける変容過程一

トータル支援教室の集団支援から－九州地区国

立大学教育系・文系研究論文集,1(1),No.21

・2013年11月（武田喜乃恵）発達障害のある子ども

たちとの集団支援での関わり－6つのエピソード

から考える一「発達・療育研究」京都国際社会福

祉センターVol.29

(4)定期刊行物の発行

定期刊行物として「発達支援教育実践センター紀

要」を発行している。2014年3月には第5号を発行

した。

(5)研究資料の提供

・トータル支援教室の活動に関することや支援を受

けている子どもたちとの関わりについて報告し、

発達支援教育実践セミナーにおいて資料として配

布した。

｡発達支援教育実践セミナーの参加者のアンケート

による感想をまとめて、ニュースレーダーとして

まとめ、配布した。

（6）助成金における研究

1）沖縄県委託事業：「学力向上先進地域育成事業」

（琉球大学教育学部）

事業名：沖縄県の子どもの学びと育ちを支える

プロジェクト

：「気になる子どもたちへの支援教育と

教員への実践力養成システムの榊築一

「トータル支援教室｣における学校支援

の展開と他者との繋がり」を育む教

育実践一」

実施期間:2013年4月～2016年3月

2）海を活かした教育に関する実践研究（琉球大学、

日本財団）

事業名：『海を活かした発達障害児の支援教育

プログラムの開発』

実施期間：2011年4月～2016年3月

3）大学中期計画のための事業（琉球大学）

事業名：「総合教育相談室（仮想)」

実施期間:2011年4月～2014年3月

事業：多良間村地域支援研修会

5．講師・委員・相談員派遣活動

センター専任浦崎武

･沖縄県特別支援教育推進事業運営協議会

期間：平成24年4月1日～平成26年3月31日

開催日：第1回7月23日、第2回2月4日

会場：沖縄県教育庁
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｡島尻地区特別支援教育専門家チーム委員会

期間：平成24年4月1日～平成26年3月31日

開催日：第1回5月22日、第2回11月25日、第3

回1月22日

会場：島尻教育事務所

･八重山地区特別支援教育総合推進事業運営委員会

期間：平成24年4月1日～平成26年3月31日

開催日：第1回8月28日、第2回2月18日（イン

クルーシブ教育システム椛築モデル地域

事業協議会）

会場：八重山教育事務所

･島尻地区特別支援教育総合推進事業運営委員会

期間：平成24年4月1日～平成26年3月31日

開催日：第1回8月15日、第2回1月27日

会場：島尻教育事務所

･八重山地区特別支援教育専門家チーム委員会

期間：平成24年4月1日～平成26年3月31日

開催日：9月26日（巡回相談）

会場：八重山教育事務所

･厚生労働省沖純労働局発達障害者専門指導監

期間：平成25年4月1日～平成27年3月31日

開催日(会場）：8月22日（ハローワーク那覇)、1

月21日（ハローワーク那覇)、3月

3日（ハローワーク沖縄)、3月6

日（ハローワーク沖縄)、3月11日

（ハローワーク那覇）

・沖縄県発達障害者支援センター連絡･協議会

期間：平成24年3月16日～平成26年3月31日

開催日：11月8日、3月7日

会場：沖縄県発達障害者支援センター

°宜野湾市保育園巡回相談員

依頼期間：平成24年4月1日～平成26年3月31日

･那覇市教育委員会学習障害児等専門家チーム巡

回

依頼時期：平成24年4月1日～平成26年3月31日

開催日(会場）：12月18日（城東小学校)、3月7日

（小禄南小学校）

･沖縄県立大平特別支援学校評議員

期間：平成24年4月1日～26年3月31日

開催日：11月18日、2月18日

会場：沖縄県立大平特別支援学校

･沖縄県立美咲特別支援学校評議員

期間：平成24年4月1日～26年3月31日

開催日：第1回7月2日、第2回2月25日

会場：沖純県立美咲特別支援学校

o那覇市就学指導委員会

期間：平成24年4月1日～平成26年3月31日

開催日：8月13日、8月14日

会場：那覇市教育委員会

･中城村就学指導委員会

期間：平成24年4月1日～平成26年3月31日

開催日：11月2日（審査会)、11月16日（委員会）

会場：中城村教育委員会

･浦添市教育委員会特別支援教育研修会

開催日：4月3日

会場：浦添市中央公民館

･県教育委員会カウンセリング実践講座（特別支

援教育論）講師

開催日：7月22日、23日

会場：県立総合教育センター

･県立特別支援学校10年経験者研修講師

開催日：7月25日

会場：県立総合教育センター

･免許法認定講習講師

開催日：8月7日～8日

会場：大平特別支援学校

･八重山地区特別支援教育研修会講師

開催日：8月15日

会場：八重山教育事務所

･那覇市教育委員会校長会

開催日：9月4日

会場：那覇市教育委員会

･八重山教育事務所校長会

開催日：9月26日

会場：八重山教育事務所

･沖細県教育庁生涯学習振興課教育講演会講師

開催日:10月18日

会場：沖縄県教育庁

演題：発達障がいのある子どもたちの理解とそ

の関わり方

･九州特別支援教育研究会自閉症部門助言

開催日：11月8日

会場:ているる（沖縄県男女共同参画センター）

･職業能力訓練校講師

開催日：12月10日

会場：職業能力訓練校

･宜野湾市障害児等審査委員会委

開催日：12月19日

会場：宜野湾市立うなばら保育園

･宜野湾市障がい児保育実践報告会講師

開催日：2月26日

会場：宜野湾市民会館
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6．センター相談員の活動

･センター個別相談（総数72件）

子ども面接：46

親面接：22

教員：4

・トータル支援教室集団活動の企画・運営

実施日:2013年4月～2014年3月（計17回）

場所：発達支援教育実践センター

･八重山支援スタッフ

実施日：5月、6月、10月、11月、12月

･国頭支援スタッフ

実施日：2013年8月18日

場所：ネイチャーみらい館

･八重山発達障害研修会講師

「発達障害の理解と対応」

実施日:2013年8月15日

場所：八重山教育事務所

･多良間村発達障害者研修会講師

実施日:2013年12月14日

場所：塩川集落センター

･付属小巡回相談、校内ケース会議

実施日:2013年4月～2014年2月（各月1回）

場所：附属小学校
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