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第９号

ＴＯＵＣＨは、自閉症や発達に障がいのある方とその家族の方が地域で幸せに暮らせるお手伝い
をしたいと福岡市東区箱崎で活動しています。どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

自閉症支援に興味のある学生さんやボランティアさんも大歓迎です。

ＴＯＵＣＨＴＯＵＣＨＴＯＵＣＨＴＯＵＣＨとはとはとはとは・・・・・・・・・・・・・・・・タッチタッチタッチタッチのののの活動活動活動活動をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします

本人支援・・・ＰＬＴ 【 発達検査と評価・個別療育指導教室・個別相談】

スマイルポッケ【特性に応じた個別の療育的支援通所施設】
家族支援・・・各種相談

母親学習会・父親学習会・懇談会・相談会
きょうだい児サークルとの連携 【すてっぷ】

人材育成・・・実習及び研修生の受け入れ、研修会等への講師派遣
その他・・・・・啓発活動
正会員・・・・・年会費4,000円 【情報交換・ピアカウンセリングが目的のＭＬがございます】
賛助会員・・・年会費：個人2,000円 【何口でも可】 、 団体10,000円 【何口でも可】

【ご希望の方にはメールにて情報配信サービスがございます】

相談（初回相談は無料）・検査・療育・通所の利用料はホームページに掲載中です。
詳細・ご予約は、お電話にてお問い合わせください。

発行元発行元発行元発行元

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人
自閉症自閉症自閉症自閉症くらしくらしくらしくらし応援舎応援舎応援舎応援舎
ＴＯＵＣＨＴＯＵＣＨＴＯＵＣＨＴＯＵＣＨ (タッチタッチタッチタッチ)
福岡市東区箱崎１-１９-９
優箱崎ビル1Ｆ2号

Tel＆Fax(092)632-8150 

HP

http://www.npotouch.jp/ 

E-mail

npotouch@ybb.ne.jp

4月 ～学習会はお休みです～

7月 ☆お父さんのための学習会＆懇談会

6月 ☆お母さんのための学習会＆懇談会

5月 ☆お母さんのための学習会＆懇談会

3月 7日(土) ☆お父さんのための学習会＆懇談会

講師：原口 良一先生 「卒後の進路と自立支援法」

2月25日(水) ☆お母さんのための学習会＆懇談会

講師：黒木 慶子先生 「進級・進学の不安を軽減する～移行支援のポイント～」

1月２７日(火) ☆お母さんのための学習会＆懇談会

講師：馬場 由紀子先生 「きょうだいのケアと子育てアドバイス」

これからのこれからのこれからのこれからの学習会学習会学習会学習会＆＆＆＆懇談会懇談会懇談会懇談会のののの予定予定予定予定

自閉症とは・・先天性の脳の障害です。【社会性】【コミュニケーション能力】【想像力】に障害があり

ます。時と場合に適した行動・人との共感や協調・臨機応変に！などは、自閉症の人には困難です。

☆☆☆☆日時日時日時日時・・・・内容内容内容内容はははは決決決決まりしだいまりしだいまりしだいまりしだいHPへへへへ掲載掲載掲載掲載いたしますいたしますいたしますいたします。。。。おおおお電話電話電話電話でもおでもおでもおでもお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。

母親学習会は、「日々の困った！」を少しでも軽減できるようポイントを絞った講義と、後半
は同じ悩みを持つお母さん同士で意見交換できる場があればと企画しています。父親学習
会は、毎回男性のゲスト講師をお迎えし、お父さん方が学び、情報交換ができる場になれば
と企画しています。
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ＰＬＴＰＬＴＰＬＴＰＬＴ教室教室教室教室だよりだよりだよりだより

PLT教室では、週1回、1時間の個別指導を行っています。療育指導を始める前に、PEP-R及びAA-PEPによる評価を行い

ます。並行してご家族からご本人の家庭や学校での状況をお尋ねします。検査によるフォーマルな評価とご家族からの情
報によるインフォーマルな評価により生徒さんの現状を把握します。さらに、ご家族・ご本人の要望をお尋ねし、目標設定を
行い、ＩＥＰ(個別の教育支援計画)を作成します。ＰＬＴの療育指導は、ＩＥＰＩＥＰＩＥＰＩＥＰ(個別個別個別個別のののの教育支援計画教育支援計画教育支援計画教育支援計画)に基づき行っております。
今回は、特別支援教育において、学校でも義務化されているＩＥＰＩＥＰＩＥＰＩＥＰ(個別個別個別個別のののの教育支援計画教育支援計画教育支援計画教育支援計画)について書いてみました。

目標目標目標目標：：：：お風呂に一人で入ることができる。

一人でできているところ、支援が必要なところ、一人ではできないとこ
ろ（経験していない）などを詳細に記録し整理していきます。お風呂に
一人で入ること一つ取っても、右の表のように、たくさんの必要なスキ
ルが考えられます。

支援支援支援支援：：：：ご本人に合わせて、もうすぐでできそうなスキルや、重要度の
高いスキルなどに焦点を絞って取り組み始めます。視覚的な支援
の方法も、個人によって様々です。フォーマルな評価と、家庭や療
育の中で見てきたインフォーマルな評価とを参考にして支援方法を
組み立てていきます。

再評価再評価再評価再評価：：：：複数回、同じ支援で行ってみて上手くいかないようであれ
ば、支援の方法を再検討します。また、目標なども高すぎないか、
難しすぎないかなどをご家族の方と一緒に検討していきます。

同じ目標を持つお子さんでも、その方に応じたステップがあります。その目標に向
かって、今、どの段階にあるのかを支援する側が確認していくことで、継続した支援
につながります。そして、そのお子さんの成長をはっきりと捉えることによって、私た
ちはご本人を褒め（その場で、笑顔で、ひと言）、ご本人も褒められることによって伸
びていきます。

その他、療育で学習したことは、ご家庭や学校などできるだけ多くの場所で同じ方
法で行うようお願いしています。それは、療育の場面だけでは、場面や人が限定さ
れがちになり、たくさんの練習を重ねることが難しくなるからです。同じ支援を通して
経験を積み重ねていくことで、より早く学習が進みます。ＰＬＴ教室は、ご家庭や園や
学校などの協力があってこそ、活かされるものだと常に感じています。いつもご協力、
応援をいただきありがとうございます。

必要必要必要必要ななななスキルスキルスキルスキル：：：：例例例例

髪を乾かす

パジャマ

下着

新しい衣服を着る

頭を拭く

脱衣所で身体を拭く

適当な時間で湯船から上がる

湯船に入る

泡を流す

前後、左右

頭につける

シャンプーを適量押す

頭を洗う

適当な時間で湯船から上がる

湯船に入る

泡を流す

首、肩、背中、おしり

（裏）ふくらはぎ、太もも、

(表） 首、胸、お腹、おち
んちん、太もも、すね、足）

（左右、表裏）手・腕・脇

石けんで泡を立てる

身体を洗う

適当な時間で湯船から上がる

湯をかけて湯船に入る

脱いだ服を所定の場所へ入れる

脱衣所で服を脱ぐ

着替えを持って風呂場へ行く

行動

いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい

あるねあるねあるねあるね！！！！

検査検査検査検査のののの結果結果結果結果からからからから ： ご本人の理解に合わせたスケジュールの形態などを予め決めることができます（指導開始後、ご
本人に合わせて微調整を加えていきます）。また、課題の内容も＊めばえ反応を参考に組み立てていくことができます。
その他、行動特性を把握することができるので、ご本人の特性に配慮した環境を設定したり、支援の方法などを考慮し
たりすることができます。 ＊めばえ反応・・・・完全にはできないが、部分的に分かっている・できる課題。

ごごごご家族家族家族家族とごとごとごとご本人本人本人本人のののの要望要望要望要望からからからから ： ＰＬＴ教室に来られるご家
族の方々は、“今困っていることを相談したい”、“こんな大
人になってほしい”と、それぞれの目標をもって来られてい
ます。ご家族のご本人に対する将来像なども踏まえてご家
族・ご本人・支援者の共通理解のもと目標を設定していき
ます。

小学生小学生小学生小学生のおのおのおのお子子子子さんのさんのさんのさんの目標目標目標目標にににに多多多多いいいい、、、、身辺自立身辺自立身辺自立身辺自立『『『『おおおお風呂風呂風呂風呂』』』』をををを
例例例例にににに挙挙挙挙げてげてげてげて簡単簡単簡単簡単にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。
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スマイルポッケでは、ポチ袋や和紙封筒を手作り

で製作したり、利用者さんがパソコンで描いたもの

をメッセージカードやレターセット、はがき等にして

販売しております。製作におきましては、手順など

を目で見て、わかりやすい方法を用いながら、より

自立的に出来ることを目指して取り組んでいます。

スマイルポッケスマイルポッケスマイルポッケスマイルポッケのののの毎日毎日毎日毎日

スマイルポッケスマイルポッケスマイルポッケスマイルポッケ製品販売協力店製品販売協力店製品販売協力店製品販売協力店さんのごさんのごさんのごさんのご紹介紹介紹介紹介

ときめきときめきときめきときめきショップショップショップショップ ありがたありがたありがたありがた屋屋屋屋↑↑↑↑
福岡市中央区渡辺通２－６－１西鉄薬院駅ビル１階

TEL＆ＦＡＸ：０９２－７１７－１１７７

営業時間：９時～１９時 店休日：年末年始

ふくふくふくふくふくふくふくふくプラザプラザプラザプラザ１１１１ＦＦＦＦ・・・・授産製品展示授産製品展示授産製品展示授産製品展示コーナーコーナーコーナーコーナー
福岡市中央区荒戸3丁目3番39号

TEL：０９２－７３１－２９２９（総合受付）

カットメイクカットメイクカットメイクカットメイク春春春春((((美容院美容院美容院美容院))))
宗像市泉ヶ丘２丁目１４－２

ＴＥＬ：０９４０－３５－２７４５ 定休日：土・日
横山小児科横山小児科横山小児科横山小児科

福岡県春日市春日原東町3-36
TEL：０９２－５８１－１２０３ 休診日：土午後･日･祝

ACBACBACBACB deuxdeuxdeuxdeux((((飲食店飲食店飲食店飲食店))))
福岡市中央区大名２－１－５ 公建ビル3階
ＴＥＬ：０９２－７３２－３１５２ 定休日：日・祭日

ＴＯＵＣＨＴＯＵＣＨＴＯＵＣＨＴＯＵＣＨのののの資金活動資金活動資金活動資金活動
スマイルポッケスマイルポッケスマイルポッケスマイルポッケでででで製作製作製作製作したしたしたした品品品品やややや感覚感覚感覚感覚グッズグッズグッズグッズのののの販売販売販売販売をしていますをしていますをしていますをしています。。。。

～～～～おおおお知知知知らせらせらせらせとおとおとおとお願願願願いいいい～～～～
いつもいつもいつもいつもアルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のごのごのごのご協力協力協力協力、、、、どうもありがとうございますどうもありがとうございますどうもありがとうございますどうもありがとうございます。。。。アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶はははは常常常常にににに不不不不
足足足足しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、ごごごご自宅自宅自宅自宅にににに１１１１つでもございましたらつでもございましたらつでもございましたらつでもございましたら、、、、持持持持ってきてってきてってきてってきて頂頂頂頂けますけますけますけます
とととと幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。今後今後今後今後ともともともとも、、、、どうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくおどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。
またまたまたまた現在現在現在現在、、、、雑巾縫雑巾縫雑巾縫雑巾縫いもいもいもいも行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。タオルタオルタオルタオル等等等等をををを持持持持ってきてってきてってきてってきて頂頂頂頂けましたらけましたらけましたらけましたら、、、、
おおおお作作作作りりりり致致致致しますしますしますします。。。。雑巾縫雑巾縫雑巾縫雑巾縫いはいはいはいは無料無料無料無料ですですですです。。。。場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては日数日数日数日数がかかることもがかかることもがかかることもがかかることも
あるかもしれませんあるかもしれませんあるかもしれませんあるかもしれませんがががが、、、、ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。

東福岡特別支援学校・福岡養護学校のバザーに参
加しました。地域の方や生徒さんが、たくさんお買い
上げくださいました。学校ならびにPTAのみなさま、ご

助力をありがとうございます。

スマイルポッケ製品と感覚グッズはTOUCH事務所と
HP上での販売もおこなっております。
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また、日中活動においては、「選択」が出来るように教えたり、仕事が意欲的

に取り組めるよう、褒めることを積極的に行いながら、達成した分が理解できる

ように、支援しています。仕事を軸に、生活に関連していくこと一つひとつを教

えながら、生活全体が安定していくよう今後も活動していきたいと思います。
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憂楽帳憂楽帳憂楽帳憂楽帳よりよりよりより ぶぶぶぶぶぶぶぶ

２００６２００６２００６２００６年年年年１０１０１０１０月月月月５５５５日日日日～～～～１２１２１２１２月月月月２８２８２８２８日日日日 毎日新聞毎日新聞毎日新聞毎日新聞・・・・大阪版掲載大阪版掲載大阪版掲載大阪版掲載

毎日新聞毎日新聞毎日新聞毎日新聞・・・・大阪本社大阪本社大阪本社大阪本社のののの記者記者記者記者であるであるであるである浦窪浦窪浦窪浦窪 学学学学さんさんさんさん。。。。自閉症自閉症自閉症自閉症とととと診断診断診断診断をををを受受受受けたけたけたけた息子息子息子息子さんのさんのさんのさんの目線目線目線目線でででで綴綴綴綴ったったったった
全全全全12回回回回のののの連載連載連載連載エッセイエッセイエッセイエッセイがががが話題話題話題話題になりましたになりましたになりましたになりました。。。。残念残念残念残念ながらながらながらながら毎日新聞毎日新聞毎日新聞毎日新聞・・・・大阪版大阪版大阪版大阪版のみでののみでののみでののみでの掲載掲載掲載掲載でしたでしたでしたでした。。。。今回今回今回今回
はごはごはごはご厚意厚意厚意厚意によりによりによりによりTOUCH広報誌広報誌広報誌広報誌へのへのへのへの掲載掲載掲載掲載をごをごをごをご承諾承諾承諾承諾いただきいただきいただきいただき、、、、①①①①～～～～⑥⑥⑥⑥をををを前号前号前号前号にににに、、、、今号今号今号今号はははは⑦⑦⑦⑦～～～～⑫⑫⑫⑫とととと二回二回二回二回にににに
わたりわたりわたりわたり掲載掲載掲載掲載いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ぶぶくんはぶぶくんはぶぶくんはぶぶくんは4月月月月からからからから小学生小学生小学生小学生だそうですだそうですだそうですだそうです。。。。
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憂楽帳憂楽帳憂楽帳憂楽帳よりよりよりより ぶぶぶぶぶぶぶぶ



土曜学級で学んだこと

―集団運動遊びによる関わり―
西南学院大学 井上哲雄

いろいろな自閉症の子どもたちと知り合えて、家族の人たちにも関わる経験を持てたのは、「土曜学級」というボ
ランティアによる集団活動の場だった。九州大学医学部付属病院の外来で、土曜日の午後学生のボランティアを集め
一対一の担当で集団治療活動が開始されたのが、ちょうど40年前の昭和44（1969）年のことだった。村田豊久先生の

呼びかけで九州大学の教育学部、心理学、医学部学生や病院のスタッフ、そのほか近隣の公立・私学の短大、大学
からボランティアが参加していた。医師なのに偉そうにしない村田先生のお人柄が、学生、ボランティアを集めたのだっ
たが、多様なボランティア同士の間での交流が楽しくて続いた。現在もこの「土曜学級」は少し形態を変えて自閉症とそ
の家族とボランティアが運営する集団活動として、特別支援学校の体育館を借りて継続して活動している。（僕自身は
5年前ぐらいに一応引退した。）

治療の方法は、当初は個別の遊戯療法を集合的に同じ空間でやっているような形になった。僕も最初は小学4

年生の高機能自閉症の男子の担当として、ギターを持ち出し、その男の子のオルガン演奏に合わせて、「みんなの歌」
を合奏したりした。それぞれのペアーで子どもの好きなことや楽しめることを探して、活動していたが、ばらばらの並行
遊びでしかないのが気になって、みんなが参加し集団でできる活動を探した。そこで、わらべ唄やフォークダンスで輪に
なって遊ぶ集団遊戯活動を工夫していった。一緒にしようとしても子ども同士は手をつなぐこともしないので、ボランティ
アが子どもの間に入って、両手をしっかり（やや無理やり）つないでの輪になっての「大波小波」や「カモメカモメ」などを
やってどうにか集団での活動になってきた。最初のころから、毎年九重で「朝日自閉症キャンプ」をキャンプリーダーた
ちと協力して3泊4日で開催することができた。その中で、キャンプソングや、振りを付けたリズム遊び（踊り）や、手指遊

びなどをリーダーたちから教わり、土曜日の集団活動にも取り入れていった。この頃のやりかたを、村田先生が「阿波
踊り方式」と名付けたが、それはかなり騒々しいリズムと歌に合わせて、みんなを踊り（集団運動）の渦に駆り立てるや
り方だった。強烈な集団的刺激で集団に乗ってこない子どもたちを巻き込んでいこうと熱心に働きかけた。その頃はみ
んなで同じ動きに乗せようと一所懸命でわからなかったが、後になって思うと、聴覚が過敏な自閉症のある子どもたち
には、ホールに反響する音楽や歌声、子どもの叫び声などの大音響はかなり耐えがたい苦痛を与えていたに違いな
いと反省させられる。それでも半数以上の子どもにはこうした踊りや手遊びは少しずつ身についてきて、楽しめるように
なり、効果があったと思える。働きかけの目的として自閉症の子どもが集団に参加してみんなと同じことができるように
することを目指して、それこそが学校での教育や生活にとって必要不可欠な条件だと考えていた。しかし集団活動に馴
染んでこのアプローチが有効な子どもにはよいが、いつまでたっても逃げ回り続ける子どもにはいやな活動の強制でし
かないことは気になっていた。そうした場合、集団参加を強要するのでなく、個別的にどう働きかけたらより発達につな
がるのかは、いつまでも解決が見つかりにくい課題であった。それでも話し言葉によるコミュニケーションの前に、身体
的な運動を通してのふれあいで、情緒的な交流を楽しめるようになることは自閉症の子どもにそれなりに意味のあるこ
とであると考えられる。このような活動をTEACCHプログラムについて知る前にいろいろしてきた。
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井上教授井上教授井上教授井上教授のののの徒然徒然徒然徒然

すてきなすてきなすてきなすてきな雑誌雑誌雑誌雑誌のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介

おおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは FAX 092-531-8054及及及及びびびび Eーメールーメールーメールーメール info＠＠＠＠arinoie.com でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。
HPアドレスアドレスアドレスアドレス http://www.arinoie.com/素敵素敵素敵素敵ななななオリジナルオリジナルオリジナルオリジナル商品商品商品商品のののの販売販売販売販売もありますよもありますよもありますよもありますよ！！！！

ひとりひとりは小さいけれど・・・・
代表の藤野幸子さんは、 20 年余り雑誌編集者として勤務していた編集部を辞め、フリーになった頃に、福祉施設の方々か
ら「モノが売れない」「どうやって売ればいいかわからない」「十分な工賃が払えない」と、悩みを聞く機会があり、福祉施設の

商品を紹介する情報誌を立ち上げることに踏み切ったそうです。情報誌で知らせて商品を買ってもらうことで自立の支援がで
きないかと、考えたからです。資金も人脈もない、たった三人で始めた出版事業は難航しました。それを知って助けてくれた
クリエーターの仲間や普及に奔走してくださった福祉関係の方々の協力によって、 2007年11月に創刊号が発行され、現在
に至っています。

アリヤアリヤアリヤアリヤはははは、、、、福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設でででで作作作作られられられられ
るるるる商品商品商品商品やそのやそのやそのやその活動活動活動活動をををを紹介紹介紹介紹介するするするする

情報誌情報誌情報誌情報誌ですですですです。。。。

定価定価定価定価500円円円円（（（（税込税込税込税込））））

A5判判判判76ページページページページ オールカラーオールカラーオールカラーオールカラー

定期購読申込定期購読申込定期購読申込定期購読申込やややや設置販売店設置販売店設置販売店設置販売店
などなどなどなど詳詳詳詳しくはしくはしくはしくはホームページホームページホームページホームページにににに

掲載掲載掲載掲載されていますされていますされていますされています。。。。



<単行本単行本単行本単行本>発達障害発達障害発達障害発達障害といじめといじめといじめといじめ““““いじめにいじめにいじめにいじめに立立立立ちちちち向向向向かうかうかうかう””””10のののの解決解決解決解決
策策策策

<ワークブックワークブックワークブックワークブック>低学年用低学年用低学年用低学年用・・・・高学年高学年高学年高学年～～～～中学生以上用中学生以上用中学生以上用中学生以上用

著者著者著者著者：：：：キャロルキャロルキャロルキャロル・・・・グレイグレイグレイグレイ 訳者訳者訳者訳者：：：：服巻智子服巻智子服巻智子服巻智子

クリエイツクリエイツクリエイツクリエイツかもがわかもがわかもがわかもがわ
価格価格価格価格：：：： 単行本単行本単行本単行本2,940円円円円 ・・・・ ワークブックワークブックワークブックワークブック各各各各630円円円円

いじめは、当事者のその後の人生に大きくネガティブな影
響を残す重大な問題です。いじめの対象になりやすい発達
障害の子どもたちにスポットを当て、いじめ防止のための10

の具体的な行動計画を提案する<単行本>といじめられる子

ばかりでなく、黙ってみている大多数の子どもたちの役割も
明確にし、いじめられていない子のやるべきことも明確に教
えることのできる<ワークブック>です。
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書籍書籍書籍書籍・・・・DVDのごのごのごのご紹介紹介紹介紹介

家庭家庭家庭家庭でででで無理無理無理無理なくなくなくなく楽楽楽楽しくできるしくできるしくできるしくできる
生活生活生活生活・・・・学習課題学習課題学習課題学習課題46

自閉症自閉症自閉症自閉症のののの子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのABA
(応用行動分析応用行動分析応用行動分析応用行動分析)基本基本基本基本プログラムプログラムプログラムプログラム

著者著者著者著者：：：：井上井上井上井上雅彦雅彦雅彦雅彦
学習研究社学習研究社学習研究社学習研究社 価格価格価格価格：：：： 1,890円円円円

保護者が子どもを前にして指導
する際に手がかりとなるような課
題例を集めてあります。実行しや
すい形で掲載することで、トレーニ
ングや指導としての「やらなけれ
ば」というイメージを払拭し、家庭
で楽しく無理なく親子で学習できる
ようにという願いで執筆されたそう
です。 学校での課題作りなど、先

生方にも参考になる本だと思いま
す。

自閉自閉自閉自閉っっっっ子子子子、、、、
こういうこういうこういうこういう風風風風にできてますにできてますにできてますにできてます！！！！
自立自立自立自立のためののためののためののための身体身体身体身体づくりづくりづくりづくり

岩永竜一郎岩永竜一郎岩永竜一郎岩永竜一郎××××藤家寛子藤家寛子藤家寛子藤家寛子××××ニキニキニキニキ・・・・リンコリンコリンコリンコ
花風社花風社花風社花風社 価格価格価格価格：：：： 1,680円円円円

「働ける大人」になるためにやっておけ
ることがこんなにたくさんあった！
自閉っ子の「経済的自立」を応援する一
冊です。長崎大学の岩永先生（作業療法
士・医学博士・自閉っ子パパ）が「自閉っ
子がどうやって労働生活＋衣食住の管
理を乗り切れるか」をニキさん・藤家さん
へアドバイスされています。自閉っ子なり
の体力の培い方、自閉っ子なりの心身を
安定させる方法、自閉っ子なりの休憩の
取り方などなど…盛りだくさんです。

知的障害知的障害知的障害知的障害やややや自閉症自閉症自閉症自閉症のののの人人人人たちのためのたちのためのたちのためのたちのための
見見見見てわかるてわかるてわかるてわかるビジネスマナービジネスマナービジネスマナービジネスマナー集集集集

著者著者著者著者：：：： 志賀利一志賀利一志賀利一志賀利一、、、、市川浩樹市川浩樹市川浩樹市川浩樹、、、、宮崎英憲宮崎英憲宮崎英憲宮崎英憲、、、、

小川保小川保小川保小川保、、、、木野村木野村木野村木野村なぎさなぎさなぎさなぎさ、、、、村上知之村上知之村上知之村上知之、、、、
今井忠今井忠今井忠今井忠、、、、青山均青山均青山均青山均

編著編著編著編著：：：： 同書企画同書企画同書企画同書企画プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
ジアースジアースジアースジアース教育新社教育新社教育新社教育新社 価格価格価格価格：：：： 1,575円円円円

知的障害や自閉症の人たちのために、
職場における場面に応じたマナーをわ
かりやすく伝える1冊です。身だしなみや

言葉遣い・電話の対応など項目別に、
わかりやすく書かれています。また、マ
ナーを身につけるための具体的な指導
方法や練習方法も書かれており、支援
者・保護者ともに役立つ書です。備えあ
れば憂いなし！将来に備えてビジネス
マナーの練習を始めてみませんか？

ワークブックワークブックワークブックワークブック ・・・・アトウットアトウットアトウットアトウット゛゙゙゙博士博士博士博士のののの〈〈〈〈感情感情感情感情をををを見見見見つけにいこうつけにいこうつけにいこうつけにいこう〉〉〉〉
(1)怒怒怒怒りのりのりのりのコントロールコントロールコントロールコントロール (2)不安不安不安不安ののののコントロールコントロールコントロールコントロール

著者著者著者著者：：：：トニートニートニートニー・・・・アトウッドアトウッドアトウッドアトウッド
監修監修監修監修：：：：辻井正次辻井正次辻井正次辻井正次 訳者訳者訳者訳者：：：：東海明子東海明子東海明子東海明子
明石書店明石書店明石書店明石書店 価格価格価格価格：：：： 各各各各1,260円円円円

アスペルガー症候群などの広汎性発達障害のある子ど
もの不安障害や怒りのコントロールの問題を改善するた
めに考案された認知行動療法プログラムです。様々な演
習をこなしながら感情について深く理解し、怒りと不安を
コントロールする力を身につけます。対象年齢:9歳以上。

プログラムを円滑に実施できる「指導者のためのガイド」
も充実しています。



編集後記・・・・・１００年に一度の不況と言われる中、自動車産業をはじめ多くの方が失業し、障害者雇用にも影響が出てき
ているというニュースを耳にします。暗い話題の多い昨今ですが、TOUCHは元気に明るく、自閉症や発達に障害がある方々

やそのご家族のために支援活動をおこなって行きたいと思っております。

<団体団体団体団体・・・・法人法人法人法人> 鮫島病院様

<個人個人個人個人> 松永元宏様 江上しのぶ様 樋田勝様 大神和恵様 猿川隆文様 猿川明子様

鮫島哲也様 鮫島文子様 岡本幹子様 安東剛様 安東恵子様 オン千恵子様 後藤みずほ様

馬場由紀子様 田口睦美様 緒方千代美様 杉野博子様 宮崎亜希子様 神戸金貴様 神戸絹江様

神戸忠昭様 中村久美様 滝井登様 山本浩美様 田口博美様 中原信明様 平尾恵子様

座間味千賀子様 城朋子様 副島雅子様 友寄文子様 日下部真理子様 伊波玲子様 前山直子様

小西稔様 小西香代様 飯尾忠明様 瀧井はる香様 松本恵様 作道由美子様 金子博美様

影山奈美子様 横山文英様 峰松美恵様 佐原順子様 鮫島純治様 鮫島久子様 猿川京子様

（以上順不同）

♪♪♪♪皆様皆様皆様皆様のののの温温温温かいおかいおかいおかいお志志志志はははは、、、、TOUCHのののの活動活動活動活動でででで大切大切大切大切にににに使使使使わせていただきますわせていただきますわせていただきますわせていただきます。。。。 ゆうゆうゆうゆうちょちょちょちょ振替振替振替振替口座口座口座口座０１７９００１７９００１７９００１７９０－－－－００００－－－－１１７７５７１１７７５７１１７７５７１１７７５７
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助成助成助成助成、、、、寄付寄付寄付寄付をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました皆様皆様皆様皆様、、、、賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員のののの皆様皆様皆様皆様、、、、

ごごごご協力協力協力協力ありがとうございまありがとうございまありがとうございまありがとうございますすすす。。。。心心心心よりよりよりより御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
２００８２００８２００８２００８年年年年７７７７月月月月～～～～２００９２００９２００９２００９年年年年1111月月月月

ごごごご存知存知存知存知ですかですかですかですか

助成助成助成助成・・・・寄付寄付寄付寄付 親切会九州支部様 神戸金史様 瀧井登様

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員

ＪＤＤＪＤＤＪＤＤＪＤＤ発達障害発達障害発達障害発達障害ネットワークネットワークネットワークネットワーク
「日本発達障害ネットワーク」は、従来制度の谷間に置かれ支援の対象となっていなかった、あるいは適切な支援を受
けられなかった、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障
害のある人およびその家族に対する支援を行うとともに、発達障害に関する社会一般の理解向上を図り、発達障害のあ
る人の福祉の増進に寄与すること目指します。 「日本発達障害ネットワーク」は、「NPO法人 アスペ・エルデの会」
「NPO法人 えじそんくらぶ」 「NPO法人 EDGE」 「全国ＬＤ親の会」 「社団法人 日本自閉症協会」の5団体を発起団
体として、2005年12月3日に発足しました。日本発達障害ネットワークは、発達障害関係の全国団体・地方団体や発達障
害関係の学会・研究会、職能団体なども含めた幅広いネットワークを目指しています。2008年度は全国各地でタウンミー
ティングを展開しています。2008年12月には福岡市でも開催されました。<自閉症くらし応援舎TOUCH>もエリア会員とし

て活動に参加しています。

ＪＤＤネットが、平成20年4月に発行致しました「発達障害児のための支援制度ガイドブック」が好評で希望が多いこと
を受け、保護者手記やトピックスとして発達障害者支援に携わる専門家等の項目を追加し、表紙の色彩も変えて、[増
補版]として12月中旬に市販版を発刊しました。発達障害のあるお子さんの保護者や関係者の方にお勧めの一冊です。

【ガイドブックの概要】
書 名：［増補版］発達障害児のための支援制度ガイドブック
概 要：A5判116ページ
発行者：日本発達障害ネットワーク（ＪＤＤネット）
発行日：2008年12月10日
価 格：500円(JDDネット事務局を通じ販売、一般書店での販売はありません)

概 要：このガイドブックは、自閉症、ＬＤ、ＡＤＨＤなどの発達障害のあるお子さ

んをお持ちの保護者や関係者が、各種の支援制度を探したり、利用した
りする際の参考にしていただけるように、現状利用できる支援制度をわ
かりやすく整理してまとめたものです。

問い合わせ先：【JDD Net事務局】
〒104-0044 東京都中央区明石町6-22 ダヴィンチ築地2 6F

社団法人日本自閉症協会内 JDD Net事務局
電話：03-3547-1733 Fax : 03-5413-3358 E-MAIL: jddnet@mbn.nifty.com
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