
          特別支援セミナー福岡会場無料プレセミナーのご案内

特定非営利活動法人大分特別支援教育室フリーリー
〒870-0820大分市西大道1-1-76-103　TEL・FAX　097-544-8902　  E - mail　npofreely@yahoo.co.jp　  Homepage　http://freely.vis.ne.jp　

指導者を支援する全国ネットワークRAISE 
北海道　田中康雄　特別支援教育士スーパーバイザー　児童精神科医　北海道大学大学院教授　
秋田県　橋本高史　特別支援教育士スーパーバイザー　養護学校教諭
宮城県　佐藤秀明　特別支援教育士スーパーバイザー　NPO法人ここねっと理事長 　学校カウンセラー
兵庫県　中尾繁樹　特別支援教育士スーパーバイザー　関西国際大学准教授 
広島県　穐山和也　特別支援教育士　小学校教諭
島根県　上田　実　邑智郡邑南町社会福祉協議会局長
島根県　大山英子　特別支援教育士スーパーバイザー　小学校教諭
徳島県　島　治伸　徳島文理大学心理学科教授　臨床心理士　元文科省特別支援教育調査官
愛媛県　高橋圭三　松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科准教授　自閉症者支援オーソリティ
大分県　大内博文　特定非営利活動法人大分特別支援教育室フリーリー副理事長　RAISEオーガナイザー
大分県　梶原陽子　特定非営利活動法人大分特別支援教育室フリーリー理事長

受講者　　約1400名（2005年～2009年）
認定者　　アナリスト認定者          2名
　　　　　コンサルタント認定者  80名
　　　　　（2010年4月1日現在）

テキストをご使用いただいた大学・団体
　岩手大学　　富山大学岩手
　仙台YMCA　一ノ関NPOえぇ町つくり隊

これまでにセミナーを開催した会場

　宮城県仙台市　山口県岩国市　福岡市　佐賀市　大分市　佐伯市　中津市　玖珠町 九重町 

セミナー依頼をいただいた教育委員会・団体

　秋田県教育委員会　　島根県浜田市教育委員会　　日田市教育委員会　　国東市教育委員会
　佐賀県教育委員会　　佐賀市教育委員会　　　　　佐賀県放課後児童クラブ連絡会

後援 那珂川町教育委員会・ 春日市教育委員会
       指導者を支援する全国ネットワークRAISE

お飲物をご用意して
お待ちしております。

もしもあなたが今、孤軍奮闘しておられるのなら
フリーリーは、子ども達と向合う大人の方々を応援します。
いつでも、どんなときでも、あなたの、子ども達と向合う、心優しさ、心豊かさ、心強さを守り支えます。

後 援　　那珂川町教育委員会・大分県教育委員会・大分市教育委員会・指導者を支援する全国ネットワークRAISE

今、特別支援を必要としているのは、発達障害があるお子さんだけではありません。ご苦労を重ねられている、教
師の方々、保護者の皆さん、さまざまな部署で活動している支援者の方々。その方々にこそ特別支援が必要です。
人としての優しさや繊細な感性は、疲労によって弱められ、持てる力を発揮できずに、更に苦痛を重ねてしまうこ
とになりかねません。フリーリーは、どなたもが、しなやかで、たおやかな心を保つ為に、元気で仕事に向うため
に、傷ついた自分の心も守ることができる「特別支援」をお伝えいたします。皆様のご参加をお待ちしています。

8月21日 土曜日 
13：30受付開始　

14：00～16：00 
どなたでもご参加いただけます

参加料 無　料

会  場 春日市ふれあい文化センター
　　　 新館3F研修室1・2　　　　　
〒816-0831　　福岡県春日市大谷6丁目24番地

まずはお試し無料プレセミナー 　　配慮・支援を必要とする児童生徒の問題解決

支援者・指導者のための必須8項目
                                         大内 博文  (教育環境ストラテジスト) 

講師　大内博文プロフィール　
特定非営利活動法人大分特別支援教育室フリーリー　副理事長　相談員　
教育環境ストラテジストフリーリー特別支援教育セミナー講師　
特別支援教育士資格取得経験者　RAISEオーガナイザー
2000年4月、任意団体としてスタートしたフリーリーのブレインとして、数々の
深刻な相談や、不登校・ひきこもり・暴力・リストカット等、子ども達を問題行
動に至らせる原因を究明し解決してきた奇才。この10年間に受けた相談はメール
や、電話相談、県外出張先での相談を含めると1000件を越える。当事者の教育環
境を分析し、問題解決を戦略的に捉え、方策を提示するいう独特の手法で、障害
の有無にかかわらず困難な問題でも必ず道が開けることを、実践を通じて立証し続けている。問題が解決するまでは、どん
な相談者とも誠実に向合い、時には叱咤激励し、相談者の疲弊した心に勇気と力を贈ることを忘れない。全国の大内ファン
からの熱い講演依頼も多数あるが、地域のニーズを優先に考え、フリーリーセミナーに全力を注いでいる。セミナーでは毎
回「目から鱗が落ちた」と受講生に言わせるほどのアイデアとノウハウを披露している。特別支援教育士資格取得経験者。

お気軽にご参加ください
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2010年度セミナー日程（予定）

おなまえ ご住所（〒　　　-　　　　　　）

電話番号（　　　　）　　　　　ー　

ご住所（〒　　　-　　　　　　）

 F    A    X（　　　　）　　　　　ー　　 E-mailアドレス　　　　　　　　　＠

携帯番号　　　　　　　ー　　　　　　　ー　　 お勤め先

まずはお試し
基礎セミナー  午前9:30~12:00　午後13:00 ~15:30　　　 
 　　　　　　福岡会場　  宮崎会場　  岩国会場　　
無料
プレセミナー   8月21日　　　　　　　　3月20日　
講座 1・2   9月18日　　4月17日　　4月10日　
講座 3・4    10月16日　　4月18日　　5月15日　
講座 5・6    11月20日　　5月22日　　6月12日　
講座 7・8    12月11日　　5月23日　　7月10日　
講座 9・10    1月22日　　9月23日　　8月  7日

実践セミナー　9:30～15:30
 　福岡会場　   宮崎会場　 　岩国会場
講座 1　2月12日  　11月  6日　   9月11日　
講座 2　3月12日  　11月  7日　   9月12日　　
講座 3   4月  2日  　12月25日　 10月  9日　
講座 4　5月  7日  　12月26日　 10月10日　　 　　　　  　　　　　　　
スキルアップ集中セミナー 9:30～翌日16:00  　   
             福岡会場　  宮崎会場　    岩国会場
            6月4・5日  1月29・30日  11月13・14日

受講ご希望の方は○をご記入の上FAXでお送りください。
受講料は初回講座日に受付にてお支払いください。
受講ご希望の方は○をご記入の上FAXでお送りください。
受講料は初回講座日に受付にてお支払いください。
受講ご希望の方は○をご記入の上FAXでお送りください。
受講料は初回講座日に受付にてお支払いください。

プレセミナー 無料です。どなたでもご参加いただけます。　　　

特別支援教育
セミナー
（全10講座）

1講座　  5,500円 　　　（午前と午後の２講座受講される方は11,000円になります）特別支援教育
セミナー
（全10講座）

 10回講座一括払（10％オフ）50,000円　一括払いの方には、
「テキストバインダー」と
「個別の支援計画作成キット（非売品）」を差し上げます

実践セミナー
（全4講座）

1講座　12,000円 

実践セミナー
（全4講座）

 4回講座一括払  （10％オフ）43,200円 

（基礎セミナー修了者は20%オフ  38,400円）
一括払いの方には
「面談マニュアル・向き合う人に贈る言葉の宝石箱 ( 非売品 ) 」
を差し上げます

お申込　FAX 097-544-8902

フリーリーセミナー  あなたもぜひ、地域を支える核となってください！

1

発達障害の知識と活用方法

午前 発達障害基礎知識 1 ＬＤ基礎 ＬＤ疑似体験
1

発達障害の知識と活用方法
午後 発達障害基礎知識 2 ＡＤＨＤ基礎 ADHDの教育的支援

2

発達障害の知識と活用方法
午前 発達障害基礎知識 3 広汎性発達障害とは 疑似体験

2

発達障害の知識と活用方法

午後 発達障害基礎知識 4 二次的障害 二次的障害への対応

3 当事者や保護者との向合い方
午前 コンサルテーション 1 初回面談を成功に導く 面談相談スタート編

3 当事者や保護者との向合い方 午後 コンサルテーション 2 深刻な相談 面談相談アドバイス編

4 適切で効果的な支援プラン
午前 アセスメント 心理検査とは アセスメントの心構え

4 適切で効果的な支援プラン 午後 課題設定 課題設定の心がまえ 課題設定の基本

5 保護者や学校内との連携
午前 個別支援 個別の支援計画について 具体的な個別支援

5 保護者や学校内との連携 午後 チームコーディネート ライブカンファレンスライブカンファレンス

特別支援教育セミナー　全課程を修了された方には、「修了証」を発行します。 どなたでも受講いただけます。 

1 アセスメント  トレーニング　 1
　心理知能検査の概説・データの読取り・支援に生かす方法を解説します。

2 アセスメント  トレーニング　 2
　相談内容からその課題点を絞る考え方・見分け方をトレーニングします。

3 アセスメント  トレーニング　 3
　相談内容から主訴・優先課題・具体的助言を導くノウハウを解説します。

4 コンサルテーション  トレーニング
　あらゆる面談に対応できるスキルをお伝えします。

実践セミナー どなたでも受講いただけます。特別支援教育セミナー未受講の方も受講いただけます。

1 アセスメント演習
　ひとつの事例に対しアセスメントから助言までの一連を演習します。

2 コンサルテーション演習
　受講者の個性を生かした、効果的な面談方法を演習します。

獲得したノウハウ・スキルを二日間集中
して研修し、即戦力に仕上げてます。

基礎セミナー修了証をお持ちの方でスキルアップセミナーでの認定基準に到達された方には、フ
リーリー認定「教育環境アナリスト」「教育環境コンサルタント」の資格認定証を発行します。

特別支援スキルアップ集中セミナー （二日間）　受講対象者　実践セミナー4講座を受講された方特別支援教育セミナー未受講の方も受講いただけます。

面談から問題解決までをロールプレイを交
えて具体的に体験・演習するセミナーです。

ケースセミナー 受講対象者　特別支援教育セミナー10講座と実践セミナー4講座をすべて受講された方

相談時に情報収集と方策提示までを行うハ
イレベルのスキルを獲得していただきます。

女性編

男性編

セミナー会場 春日市ふれあい文化センター　会場は諸事情によって変更になることがあります。
   〒816-0831　福岡県春日市大谷6丁目24番地  TEL 092-584-3366
    月曜休館（祝日を除く）開館時間9：00～22：00
西鉄バスご利用案内
 　最寄駅   バス番号 　乗車バス停 　　　　下車バス停 
 ＪＲ春日駅より   1、2番 　 「ＪＲ春日駅」 　 「ちくし台」 
 西鉄春日原駅より   1、2番 　 「西鉄春日原駅」  「ちくし台」 
 ＪＲ南福岡駅より 　　 45番 　 「ＪＲ南福岡駅」  「小倉」 
 ＪＲ新幹線博多南駅より  2番 　　 「博多南駅」   「ちくし台」
  西鉄井尻駅より   45番   「井尻駅」   「小倉」 
 西鉄大橋駅より   42番   「西鉄大橋駅」  「一の谷１丁目」

1 幼稚園で問題行動が目立つお子さんの相談
　クライエント　保護者
　幼稚園から相談に行くように勧められた

2 友達と遊べない小学生の相談
　クライエント　教師
　いつもひとりで過ごしているお子さんについて

3 授業に参加できない小学生の相談
　クライエント　保護者
　教室にいて机に座ってはいるものの授業に参加できていない

4 進路について無理な希望をする中学生の相談
　クライエント　保護者    
　県外の専門学校に行きたいと訴える女子中学生について

5 心的疲労による長期欠席の高校生の相談
　クライエント　保護者
　入学直後から心的疲労で欠席が増えた引きこもり傾向の相談　


