
 

第２５回 アジア知的障害会議 オンライン会議 

参加のご案内 

“ アジア会議に参加して、世界の仲間と話そう！ ” 
 

アジア知的障害会議とは、アジア諸国の知的障害の教育・医療・福祉関係者や、家族

が集って知的障害のある人の暮らしをよくするために情報交換や交流をする会議です。 

 

アジア知的障害連盟では、1973 年以来、14 の会員国の持ち回りで 2 年に一度、会議を開いて

来ました。半世紀近くになるこの間に、国連障害者の権利条約の成立など、障害のある人々をめ

ぐる状況は大きく発展して来ましたが、残された課題も少なくありません。アジアの国々では公

的な支援制度は十分ではありませんが、地域の共同体の中での支え合いが機能しています。 

この会議では、知的障害、発達障害のある本人の皆さんによる意見発表、体験の交流も活発に

行われます。今年はオンライン開催ですが、専門家や行政担当者が一堂に会して、熱い思いと知

恵を語り合い、「共に生きる社会」を目指そうではありませんか。 

(公社)日本発達障害連盟 会長 小澤 温  

 

大 会 期 間：2021年 11月 15日(月)～11月 18日(木) 

主 催：アジア知的障害連盟  大会ＨＰ：https://afid25.org/ 

テ ー マ：学校とコミュニティをインクルージョンに変える 

プログラム：別 紙 

言 語：英 語 

発 表：分科会、ポスター発表をされる方は 8月上旬までに英文抄録を現地事務局へ

提出する必要があります。そのため 7月 30日(金)までに 400字～500字にま

とめて英訳したものと申込用紙を連盟に送って下さい。 

 

○参加等についてのポリシー：https://afid25.org/registration-information/ 

（ア）参加費 

AFIDメンバー Non-AFIDメンバー 当事者・当事者の両親・学生 

①9月 15 日(水)まで：＄40 

②9月 16 日(木)以降：＄50 

①9月 15 日(水)まで：＄50 

②9月 16 日(木)以降：＄60 

①9月 15 日(水)まで：＄30 

②9月 16 日(木)以降：＄40 

 (イ)支払い方法 

Paypal ※参加費の納入は参加申込時に Paypal での決済となります。 

（ウ）キャンセルポリシー： https://afid25.org/cancellation/ 

①正当な理由と認められた場合のみ全額返金 

②61 日以上前は 75％返金 

③60 日～31 日前は 50％返金 

④30 日を過ぎたら返金 0％ 

⑤その他留意事項：返金手数料は参加者負担である。割引価格での申込者は返金 0％となり、

参加費は自動的に今後のAFID会議の資金源となる。主催者の都合によりキャンセルとなっ

た場合は全額返金となる。 

○時差 1時間(日本 10:00→フィリピン 9:00) 

https://afid25.org/cancellation/


 

 

“ アジア知的障害会議で 発表者を募集中！ ” 

 
アジア会議で発表したい人は、締切があるので応募の手順にそって、申し込んでください。 

 

【発表応募の手順】 

１．７月３０日(金)頃までに言いたいことを 400 字～500 字にまとめた原稿を英訳して

頂きます。郵便、ＦＡＸまたはメールで日本発達障害連盟(以下 連盟)に送って

ください。 

[発表内容の参考] 

養育・障害のある子どものこと・自立生活・結婚・仕事のこと・差別のない社会・

法律のこと・制度・お金のこと・人権・共生社会のための地域の役割・その他 

 

２．８月上旬までに、連盟から、フィリピンの大会事務局に、発表希望者の英語に訳

した原稿を送ります。 

 

３．フィリピンの大会事務局に登録した後、審査があり、発表者が決まります。全員

が発表できるとは限りませんので、よろしくお願いします。 

 

４．発表が決まりましたら、オンラインでの発表になりますので、不都合の生じない

ように、あらかじめパワーポイント上で通訳も含めて 10 分程度でビデオに撮って

頂きます。 

 

５．研究者で発表される方は、連盟にご一報ください。 

 

６．参加費用に関しては Paypal決済で直接納入いただくことになります。 

 

以上です。それでは皆さまの応募をお待ちしています。 

 

 

 

【 お問合わせ・発表原稿の送り先 】 

公益社団法人 日 本 発 達 障 害 連 盟 

〒114-0015 東京都北区中里 1-9-10パレドール六義園北 402号室 

電話 03-5814-0391  FAX 03-5814-0393 

メール：afid@jldd.jp 
 



 

別紙 

大会プログラム 

（暫定的なスケジュールです。時間とセッションは変更またはキャンセルされる場合があります。） 

プレカンファレンス 2021年 11月 15日 月曜日 

10:45-12:30 会議講演：発達遅延のある子供のための感覚統合：実践と傾向 

13:30-17:00 AFID理事会会議 1 

 

アジア会議 1日目-2021年 11月 16日 火曜日 

9:00-10:30 

開会式 

•頌栄歌-特別支援を必要とする子供たち 

•フィリピン国歌 

•参加者の紹介 

•ウェルカムメッセージ PAFID 会長、ケソン市長 

•AFID からのメッセージ アジア知的障害連盟 会長 

•特別なプレゼンテーション-特別なニーズを持つ子供たち 

基調演説 フィリピン共和国副大統領 

10:30-10:45 休憩 

10:45-10:50 会議のビデオ録画に関するオリエンテーション 

10:50-11:30 
全体会 1：「可能性に到達するための声」 

•知的障害のある人 

11:40-12:30 •台湾の両親 

12:30-13:30 昼休み 

13:00-15:05 

全体会 2：基礎教育でのインクルージョンの基礎 

•発達遅滞児の早期学習 

•フィリピンの知的障害児のための基礎教育における教育実践 

高等教育レベルおよび職場環境でのインクルージョン実践 

•セントロエスコラー大学の経験 

•仕事ベースの設定への包含：タイの経験 

15:05-15:15 休憩 

15:15-17:00 
分科会 1：研究とインクルージョン実践ポスター発表 

グループ A、B、C、D、E 

18:00 –19:30 文化的プレゼンテーション 

 

アジア会議 2日目-2021 年 11月 17日 水曜日 

8:45-9:00 2日目のハイライト 

00-10:30 

基調講演 2： 

インクルージョンのための特別支援教師と通常教育教師とのコラボレーション 

全体会 3：インクルージョン：教室とその先言語学習の革新 

•インクルーシブ教育における人を中心としたデータ駆動型テクノロジー 

10:30-10:45 休憩 



10:30-12:30 

全体会 4： 
カントリーレポート 1 
•AFID カントリーレポート 1-バングラデシュ 
•AFID カントリーレポート 2-香港 
•AFID カントリーレポート 3-インド 
•AFID カントリーレポート 4-インドネシア 
•AFID カントリーレポート 5-日本 
•AFID カントリーレポート 6-韓国 
•AFID カントリーレポート 7-マカオ 

12:30-13:30 昼休み 

13:30-15:05 

カントリーレポート 2 
•AFID カントリーレポート 8–マレーシア 
•AFID カントリーレポート 9-ネパール 
•AFID カントリーレポート 10-フィリピン 
•AFID カントリーレポート 11-シンガポール 
•AFID カントリーレポート 12-スリランカ 
•AFID カントリーレポート 13-台湾 

•AFID カントリーレポート 14-タイ 

15:05-15:15 休憩 

15:15-17:00 

バーチャル訪問： 

•インクルージョンを実践する児童発達センターと学校 
 ◦CDC-モンテンルパ LGU 
 ◦CDC-プライベート（UPNCDC） 
◦教育省 1 バランズエラ市 

 ◦私立学校 

•学習のための素晴らしい場所 
 ◦オーシャンパーク 
 ◦場所 2 

 

アジア会議 3日目-2021 年 11月 18日 木曜日 

8:45-9:00 3日目のハイライト 

9:00-10:10 基調講演 3：インクルージョンのサポートの構築：国内および国際的なイニシアチブ 
•NCDA：政府のインクルージョンプログラム 
•ユニセフ 

•SEAMEO-SEN：マレーシア 

10:10-10:30 全体会 5：コミュニティのサポートサービス 

•緊急時の親のメンタルヘルス 

10:30-10：45 休憩 

10：45-12：30 •福祉と教育のための NGO プロジェクト 
•雇用イニシアチブ：LGU カルモナ 

CaviteAFID理事会会議 2 

12:30–13:30 昼休み 

13:30–15:00 分科会 2：調査とインクルージョンの実践 
グループ A、B、C、D、E は知的障害のある成人のためのワークショップ（ビデ
オ録画） 

15:00–15:15 休憩 

15:15–16:15 総会と選挙 

16:15-17:00 閉会式 
•挨拶 上院基礎教育委員会委員長 
•第 26 回 AFID 会議の開催国への AFID フラグの引き渡し 

※プログラムの時間は現地時間です。（時差は日本が 1 時間遅れになります。） 


