
2021年度　 
札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる　 

主催研修講座一覧 
１　主催研修 
①　発達障がい講座 

②　コンテンツ視聴型研修（オンライン） 

２　共催研修 

【研修の申し込みついて】 
　・各研修については、２ヶ月前をめどに研修要項を当センターのホームページに掲載していま 
　　す。また関係機関へメール等での周知がありますので、ご確認の上、お申し込みください。 
【お問い合わせ先】 
札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる 
TEL　相談専用：011-790-1616　　（火～木　10:00-16:00） 
支援者専用：080-3694-1950 （平日9:00-17:00）　／　E-mail ogarukensyu@harunire.or.jp

対象 開催時期 参加形態 内容

スタート 一般 
支援職

５月２８日
（金） オンライン

【発達障がいのある方々との関わり方を学ぶ】 
発達障がいについての基礎的な知識や実際の関
わりのポイントをみなさんと一緒に学ぶ、市民
向けの講座です。

スタンダード 支援職
①５月２０日(木) 
　　　２７日(木) 
②８月１９日(木) 
　　　２６日(木) 
③１２月４日(土)

オンライン

【発達障がいのある方への支援の考え方を学ぶ】 
発達障がいの支援におけるポイントで構成された５つの講義
を通して、理解を深めていく内容となっています。普段、発
達障がいのある方を支援している方を想定した内容となって
います。

アドバンス
支援職かつ 
スタンダード
受講者

６月から 
随時開催 

※HPもしくは各
研修チラシ参照

オンライン

支援をより効果的に進めていくためのモデルフォーマ
ット「みらくる」の使い方や導入について、講義とモ
デルケースを使ったワークの研修内容で、「アセスメ
ント→計画立案→スモールステップの支援→評価」 
のサイクルを学ぶ内容になります。 

対象 時期 参加形態 内容

コンテンツ視聴型 支援職 ４月より随時
申込可能 オンライン

動画サイトにアップされている研修動画をご自分の好
きなタイミングでご視聴いただけます。動画リストは
ホームページやチラシをご覧ください。

対象 時期 参加形態 内容
親の会との共催研修 
（タイトル未定） 一般 9月頃予定 未定 詳細は開催日２ヶ月程度を目処にホームペ

ージにアップいたします。
就労支援推進部会 
共催研修 

（タイトル未定）
大学関係職員 
支援職　等 10月頃予定 未定

発達障がい（傾向）のある大学生や専門学校生の就職
支援について、学内での支援課題や対応、卒業後を踏
まえ社会資源を活用したり連携したりするための、意
見交換や情報共有を目的に行う予定です。



お問い合わせ
札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる

～みんなで知ろう～

発達障がい講座 スタート

主催：札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる
後援：札幌市

・言われたことや予定をすぐ忘れてしまう
・学校や仕事で、周りの人とうまくコミュニケーションが取れていないかも……
・何度言われても、同じ間違いをしてしまう
・なんだか他の子とちがう……
こんな方、周りにいませんか？
どう関わったらいいだろう？をみなさんと一緒に学ぶ、市民向けの講座です

視聴方法
下記のURLまたはQRコードよりご視聴ください。
事前質問はこちらからご入力ください。
リンクに不具合がある場合は、こちらにアクセスの上、
URLの取得をお願いいたします。

YouTube

☎ 011-790-1616 （火・水・木 10:00～16:00）

当日専用：080-3694-1950

https://youtu.be/J6DdmVmsP2k

開催日時：2021年5月28日（金） 13：00～16：00

開催形態：YouTubeによる動画配信
※インターネットデータ通信料のみご負担ください

受講対象：札幌市民の方

講
義

「発達障がいって何？」 おがるのスタッフが発達障がいについ
ての基本的なガイダンスをします。

座
談
会

「発達の気になるお子さんへの
かかわり方」

テーマに沿って福祉・教育・心理などの
専門家がお話しします。事前にお受けし
た質問にも可能な範囲でお答えします。

イ
ン
タ

ビ
ュ
ー

「発達障がいの当事者」
「発達障がいのある方のご家族」

おがるのスタッフが発達障がいのある
方々の暮らしについてお話を伺います。

https://docs.google.com/forms/d/1B-_0qL807gdEERcfN19EK9gJiWHdBNubz4Ea9_BJCG8/edit
https://www.dropbox.com/s/0d15d9qe3j1r2ot/2021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E3%81%8C%E3%81%84%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88.pdf?dl=0
https://youtu.be/J6DdmVmsP2k


発達障がい講座 STANDARDのご案内 

　　　 

受講要綱 
日時： ２０２１年５月２０日（木）　９：１５～１２：３０ 
　　　　　　　　 ５月２７日（木）　９：３０～１２：３０ 
　　 　　　　　　　　 ５講義 × ６０分程度のほか、休憩等を含む 
形式：オンライン形式（zoomを使用します） 
定員：８０名　（定員がいっぱいになり次第、申し込みを締め切らせて頂きます） 
費用： 無料　　　　　　 
対象： 発達障がいのある方の支援職 
実施方法：各自インターネット環境のもと、指定のURLにアクセスいただき、講義動画をご視聴いただきます。 
　　　　　オンラインで動画が視聴できるパソコンやタブレットなど（スマートフォンも可）をご用意ください。 
　　　　　接続に不安のある方は研修当日までに、「zoom接続テスト」を行ってください 
　　　　　（接続テストの手順等はお申込後に自動送信するメールの内容をご確認ください）。 
申込期間： ２０２１年５月７日（金）まで 
　　　　　 
研修までの流れ：お申込の受付を完了しましたら、自動配信で「登録確認メール」が配信されます。資料や当日の 
　　　　　　　　参加方法について記載されておりますのでご確認ください。ご案内メールが届かない場合は、 
　　　　　　　　当センターまでご連絡ください。 

申込：入力フォーム▶に必要事項をご記入の上、お申込みください　＊事業所単位で１フォームにてお申し込みください　 
　　（おがるホームページより、“研修について（支援職向け）”へお進みください） 

発達障がい講座 STANDARDについて　　 
【　発達障がいのある方の支援におけるポイントで構成しています　】 

・講座は、各５０分程度の講義やワークで構成されています 
・発達障がいの支援について、下記のプログラムに沿って理解を深めていく内容です 
・すべての講義に参加された方には、修了証を発行いたします 
・普段、発達障がいのある方を支援している方を想定した内容となっています 

　札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがるでは、例年開催している発達障がい講座STANDARDについて、
オンライン受講形式で実施いたします。お申し込みはお一人から可能です。ご興味のある方は、下記要綱をご覧の
上、お申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

問い合わせ先：　札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる 
　　　　　　　　TEL ０８０-３６９４-１９５０（おがる支援機関専用TEL）

　　＜オンライン受講・春期＞

２０２１年度

講義 タイトル 内容
(1) ガイダンス/発達障がいの理解について 発達障がいの理解、脳のタイプ（特性）、支援の流れについて, etc.

(2) アセスメントについて アセスメントに関する考え方や活用の上でのポイント, etc.

(3) 支援の計画／目標について プログラムや計画を考えるポイント, etc.

(4) 支援 ① 環境設定について 発達障がいの特性に合った環境づくり, etc.

(5) 支援 ② 関わり方・教え方について 発達障がいの特性に合った関わり方, etc.

札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる

８月１９、２６日（木）の 
午後の時間帯で同内容の 
開催を予定しております

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aUWyqAb_RBWUv1vnx6-jnw


研修参加申込から参加までの流れ 

①参加申込（ウェビナー登録） 
　●入力フォーム▶ をクリックしていただき、必要事項を入力し送信ください。 
　●「名」の欄には、事業所名を入力ください（「姓」は空欄のままで構いません）。 
　●この申込は、１事業所につき１フォームの申込となります。 
　　１フォームにつき、１０名までご登録できます。 
　　（１１名以上でお申し込みの場合は、メールまたはお電話にておがるまでお問合せください） 
　　　 

②ウェビナー登録確認メール 
　●参加申込を送信すると、入力されたメールアドレス宛に申込内容を受信したことを 
　　知らせる「登録確認メール」が自動送信されます。メール本文には、研修当日に 
　　参加するためのリンクが貼られていますので、大切に保管しておいてください。 
　●資料をダウンロードするためのURLも記載しております。５月１２日(水)以降に 
　　各自でダウンロード・印刷をお願いいたします。 
　●接続テストついてのご案内も記載されておりますので、ご確認ください。 

③研修当日 
　●研修当日の開催時刻までに、「登録確認メール」の参加用リンクをクリックしてください。 
　　研修に参加できます。 
　●１つの参加用リンクで複数機器入室することも可能です。 
　●参加者に変更があった際には、お手数ですがogarukensyu@harunire.or.jpまでメールで 
　　ご連絡ください。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aUWyqAb_RBWUv1vnx6-jnw
mailto:ogarukensyu@harunire.or.jp


お問い合わせ先 tel ：080-3694-1950
e-mail：sapporo-hattatsu@harunire.or.jp

札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる
発達障がい講座アドバンス

みらくる
上記の項目が一つでも気になる方向けの研修内容になります

オンラインで受講できる研修のお知らせです！

●日程 今年度は、

「平日２日間コース（２クール）と土曜日２日コース（１クール）」

の募集になります。日程の詳細は次ページをご確認ください。

●内容 支援をより効果的に進めていくためのモデルフォーマット「みら
くる」の使い方や導入について、講義とモデルケースを使ったワークの研
修内容になります。
●受講対象者やお申し込みについての詳細は次ページをご確認ください⇨

・支援に使える書式
・みらくる

・効果的な
プログラム
や活動

・支援計画
・スモールステ
ップの支援

・支援計画
・スモールステ
ップの支援

・チーム支援
・支援の共有

・支援サイクル
・ライフステー
ジ毎の支援

・アセスメント
・問題行動予防

・支援の
アイディア

・余暇支援
・環境設定

支援をつなげる新しい目標が決まる！！



今年度は３クールの募集になります。
①と②は二日間がセットの研修です。
①６月１７日／２４日（木）１４：００ー１７：００
②９月９日／１６日（木）１４：００ー１７：００
③１２月４日（土）９：３０ー１６：３０

■内容詳細

●おがるで使用している「みらくる」を活用してワークを進めていきます。

※みらくるはアセスメントや支援に活用できる計画書式がセットになっています。

●おがるで用意したモデルケースを「みらくる」を使いながら、

「アセスメント→計画立案→スモールステップの支援→評価」

のサイクルを学ぶ内容になります。

●オンライン会議システム（ZOOM等）を活用して研修を進めていきます。使用するアプ
リ等については受講が決まりましたら、登録のメールアドレスに詳細を送らせていただきま
す。

■申し込みについて

●受講対象者：

・おがるの機関支援を受けている事業所のスタッフ

・発達障がい講座スタンダードを受講している方

を対象としています。

（同じ事業所の参加者に一名スタンダードの受講者がいれば受講いただけます。）

●申し込み後各研修の１週間前を目処に、オンラインへの接続情報や資料のダウンロード方
法をお申し込みのメールアドレスにお送りさせていただきます。

●申し込み締め切り 各クールの２週間前の木曜日 / 定員１０名

①クール締め切り：６月３日

②クール締め切り：７月２６日

③クール締め切り：１１月２０日

●入力フォームより申し込みになります。URLもしくはQRコードをご活用ください。ご不
明な点がありましたら１枚目のお問い合わせへご連絡ください。

●入力フォームURL ●入力フォームQRコード

https://forms.gle/e1tFipxEx4PQ5otM9



おがる支援者向けコンテンツのお知らせ
詳細は裏面のA/B/Cをご覧ください

お問い合わせ先 tel ：080-3694-1950
e-mail：ogarukensyu@harunire.or.jp

札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる

場所と時間を選ばず学べる機会が増えました

機関支援 事業所研修 オンライン
コンテンツ視聴



機関支援
●対象：支援職（所属機関からのお申し込みになります）

●内容：事業所でのお困りのケースや支援計画の見直し、活動
や環境設定などについて、訪問もしくはオンラインで直接観察
やケース検討をおこないます。
（お申し込みや詳細はHPをご覧ください）
●相談例：対象者の問題行動の見立てや支援/余暇支援/ケース
検討/支援計画について/支援現場の環境や活動設定について

事業所研修（地域を問わずお申し込みいただけます）
●対象：事業所や団体単位でのお申し込みになります

●内容：訪問もしくはオンラインで１～２時間程度の研修をおこないます。研
修テーマや内容は事業所からのニーズに応じて決めていきます。また、機関支
援をいただいている機関に限り、主催研修でおこなっている、おがるの「発達
障がい講座スタンダード」を事業所単位でおこなっております。
（お申し込みや詳細は、お問い合わせください）

●研修例：発達障がいの理解/効果的なアセスメント/教材作りのポイント/活動
設定について/新任研修、、、など

オンラインコンテンツ視聴（地域を問わずお申し込みいただけます）
●対象：支援職
（個人～事業所複数名単位でメールでお申し込みできます）
●内容：動画サイトにアップされている研修動画をご自分の
好きなタイミングでご視聴いただけます。お申し込みいただ
いた後に、すべての動画と資料の限定公開用のURLをお送り
します。動画の長さは２０ー４０分程度の動画になっていま
す（一部長時間の研修動画もございます。）

●コンテンツ：
・事業所の新任向け研修
・発達障がいの理解と強みの見つけ方
・アセスメントの考え方と活用について
・目標や支援計画を具体的にたてる
・本人に合わせた支援や関わり方について～支援編
・本人に合わせた支援や関わり方について～関わり編
・余暇支援について
・みらくるについて（みらくるをつかって支援の見直しや目標を考える）
・問題行動の理解と対応
・ソーシャルスキルを教える５つのステップ
・幼児期のASDのお子さんのコミュニケーションについて
・青年期の就労準備支援について

A/B/Cに共通する確認事項
●必要機材：オンラインをご希望の場合は、スマートフォン/タブレット端末/PC（WEBカメラやマイク）など
●詳細情報：詳細は、おがるホームページにも記載しておりますが、お問い合わせ先に直接ご連絡いただければ

詳細や申し込みについても説明させていただきます。
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札幌市自閉症・発達障がい支援センター おがる リソースセンターNEWS

YouTubeチャンネル開設

このアイコンが目印！！
YouTubeで「札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる」で検索

２０２１年４月から、おがるのYouTube

チャンネルがスタートしました。これ
から、発達障がいに関する情報のリソース

センターとして色々な動画をアップしてい

きたいと思います。
チャンネルへのアクセスは、下記情報を

参考にアクセスしてください。

チャンネル登録していただくと、
動画がアップされたら通知がいくようにな

ります。

このチャンネルで公開する予定の
動画は、

・「支援や関わりのヒントになること」

・「おもちゃ／教材の紹介や活用」

・「社会資源やイベント情報」

・「事業所での取り組み例」

などの動画をアップしていく予定になってい

ます。


