
地区 月 日 曜日 都道府県 学校名・所在地 研究テーマ 講師・助言者　等
連絡先
（電話・メールアドレス）

北海道 7 28 火 北海道
北海道新篠津高等養護学校
（北海道石狩郡新篠津村）

「困り感を持つ子どもたちへの支援」
～医療現場から～

北海道大学医学研究科
　特任助教　柳生　一自　様

0126-58-3280
shinshinotsukoutouyougo-
z0@hokkaido-c.ed.jp

北海道 11 19 木 北海道
北海道小平高等養護学校
（北海道留萌郡小平町字鬼鹿
田代577番2号）

「社会参加を見据えた系統性のある指導を
目指して」～３年間での一貫した指導を目
指し、年間指導計画を見直す～

北海道教育大学札幌校
准教授　平野　直己　様

0164-57-1203
教頭　児玉　倫政
norikodama8498@hokkaido-c.ed.jp

北海道 12 11 金 北海道
北海道白樺高等養護学校
（北海道北広島市）

開校５０周年公開研究会
「社会に貢献する生徒を育てる高等部教
育の在り方について考える」（仮題）

シンポジスト
札幌大学教授　高橋　裕　様
北海道教育委員会主幹
         伊藤友紀　様　他

011-376-2353
shirakabakoutouyougo-
z0@hokkaido-c.ed.jp

地区 月 日 曜日 都道府県 学校名・所在地 研究テーマ 講師・助言者　等
連絡先
（電話・メールアドレス）

東北 6 4 木 宮城
宮城教育大学附属特別支援
学校
（宮城県仙台市）

「集団の中で一人一人の学びを育む授業
作り　～インクルーシブな学びの視点から
～」

植草学園大学教授 尾崎　祐三　様
022-214-3353
tokushi@tokushi.miyakyo-u.ac.jp

東北 7 4 土 秋田
秋田大学教育文化学部附属
特別支援学校
（秋田県秋田市）

「ひと・地域・未来をつなぐ
～「求められる能力観」を考慮した授業づく
りを通して～ 」

元愛媛大学教育学部教授
　上岡　一世　様　他

018-862-8583
fuyo@sh.akita-u.ac.jp

東北 10 7 水 秋田
秋田県立比内養護学校
（秋田県大館市）

「児童生徒の『学び合う姿』を求める授業づ
くり～『地域』とつながる教育課程の実践を
通して～」

秋田県教育庁特別支援教育課
指導主事　佐藤圭吾　様　他

0186-55-2131
hinai-s@akita-pref.ed.jp

東北 11 27 金 山形
山形県立上山高等養護学校
（山形県上山市）

｢主体性を育てる授業をめざして｣｢４年次｣ 　未　定
023-672-3936
ykamikoyo@pref-yamagata.ed.jp

東北 12 4 金 秋田
秋田県立養護学校天王みどり
学園　（秋田県潟上市）

「キャリア教育の視点で小･中･高を貫く教
育課程の編成」～児童生徒がやりがいと
手応えを感じる授業づくりを通して～

秋田県教育庁特別支援教育課
　指導主事 清水潤　様　他

018-870-4611
midori-s@akita-pref.ed.jp

東北 12 10 木 秋田
秋田県立栗田養護学校
（秋田市新屋栗田町１０－１０）

「自分のよさに気付き、もてる力を発揮でき
る児童生徒を育てる授業づくり」

018-828-1162
kurita-s@akita-pref.ed.jp

東北 12 11 金 山形
酒田特別支援学校知的障が
い教育部
　（山形県酒田市）

「一人一人の自立をめざす授業づくり」
～集団の中で一人一人を確かに伸ばす
授業をめざして～

山形県教育センター特別支援教育課
  指導主事　　石井　貴也　様　他

0234-34-2026
ysakatatokushi@pref-
yamagata.ed.jp
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連絡先
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関東甲信越 7 23 木 千葉
千葉県立我孫子特別支援学
校（千葉県我孫子市）

情報機器やソフトの使い方について 本校　情報担当
04-7187-0831
abiko-sh@chiba-c.ed.jp

関東甲信越 7 24 金 千葉
千葉県立我孫子特別支援学
校（千葉県我孫子市）

防災講習会
本校防災アドバイザー
元ハイパーレスキュー隊隊長

04-7187-0831
abiko-sh@chiba-c.ed.jp

関東甲信越 7 27 月 東京
東京都立調布特別支援学校
（東京都調布市調布ヶ丘1-1-
2）

「発達障害のアセスメントを活かした指導
について」

早稲田大学教授　坂爪　一幸　様
042-487-7221
S1000254@section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 7 28 火 東京
東京都立七生特別支援学校
（東京都日野市程久保８４３）

「発達に遅れや偏りのある子供たちへの発
達アセスメントと支援について」

臨床発達心理士  本校外部専門員
高島　恵里　様

042-591-1095
S1000247＠section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 7 28 火 東京
東京都立七生特別支援学校
（東京都日野市程久保８４４）

「姿勢づくりの工夫などから日々の授業を
見直す～作業療法の視点から～」

帝京科学大学　医学科学部
　准教授・本校外部専門員
　　　　　　　小橋　一雄様

042-591-1095
S1000248＠section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 7 30 木 東京
東京都立調布特別支援学校
（東京都調布市調布ヶ丘1-1-
2）

「子供の社会性をどう育むか」
筑波大学附属大塚特別支援学校
教諭　中村　晋　様

042-487-7221
S1000254@section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 7 30 木 千葉
千葉県立我孫子特別支援学
校（千葉県我孫子市）

基礎研修
「基礎から学ぶ知的障害研修」（１）

本校職員
04-7187-0831
abiko-sh@chiba-c.ed.jp

関東甲信越 7 31 金 千葉
千葉県立我孫子特別支援学
校（千葉県我孫子市）

基礎研修
「基礎から学ぶ知的障害研修」（２）

本校職員
04-7187-0831
abiko-sh@chiba-c.ed.jp

関東甲信越 7 31 金 東京
東京都立七生特別支援学校
（東京都日野市程久保８４５）

「キレない、キレさせないコミュニケーション
スキル～アンガーマネージメント入門～」

早稲田大学　教育学部　教授
本田　恵子様

042-591-1095
S1000249＠section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 8 3 火 千葉
千葉県立我孫子特別支援学
校（千葉県我孫子市）

性教育
東葛飾教育事務所
指導主事　細川　雅彦　様

04-7187-0831
abiko-sh@chiba-c.ed.jp

関東甲信越 8 21 金 茨城
茨城県立協和特別支援学校
（茨城県筑西市）

「特別支援教育リフレ─ミング」 星槎大学准教授　阿部　利彦 様
0296-57-4341
mail@kyowa-sh.ed.jp

関東甲信越 8 24 月 千葉
千葉県立我孫子特別支援学
校（千葉県我孫子市）

発達に応じた個別課題の進め方
白井市こども発達センター
関口　薫　様

04-7187-0831
abiko-sh@chiba-c.ed.jp

全国特別支援学校知的障害教育校長会（全知長）　公開研究会一覧（平成２７年１０月３０日現在）

■東北地区

■北海道地区

■関東甲信越地区



関東甲信越 10 17 土 東京
旭出学園（特別支援校）
東京都練馬区

「ＡＳＡ（旭出式社会適応スキル検査）を活
用した実践」

全特連理事長　松矢 勝宏 様
03-3922-4134
miki-1950@asahide.ac.jp

関東甲信越 10 20 火 千葉
千葉県立我孫子特別支援学
校（千葉県我孫子市）

「ことばかず」（国語と算数）
千葉県立袖ケ浦特別支援学校
教頭　井上　昌士　様

04-7187-0831
abiko-sh@chiba-c.ed.jp

関東甲信越 11 6 金 千葉
千葉県立特別支援学校
市川大野高等学園
（千葉県市川市）

「生徒一人一人のキャリア発達を
　　　　　　　　　   大切にした授業づくり」

東洋大学　名誉教授
　　　　　　　　　　宮﨑　英憲　様　他

047-303-8011
ichikawaono-sh@chiba-c.ed.jp

関東甲信越 11 6 金 山梨
山梨県立ふじざくら支援学校
（山梨県南都留郡富士河口湖
町）

「インクルーシブ教育システム構築に向け
た特別支援学校の授業における『合理的
配慮』に係る実践的研究」

国立特別支援教育総合研究所
教育支援部上席総括研究員
                藤本　裕人　様

0555-72-5161
20ken@fujizaky.kai.ed.jp

関東甲信越 11 25 水 千葉
千葉県立我孫子特別支援学
校（千葉県我孫子市）

防災教育公開講座 未定（大学教授）
04-7187-0831
abiko-sh@chiba-c.ed.jp

関東甲信越 12 4 金 東京
東京都立白鷺特別支援学校
（東京都江戸川区東小松川4-
50-1）

「職業の指導の充実～卒業後の生活を見
据えて～」

明星大学教授　島田博祐　様
03-3652-4151
S1000268@section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 12 15 火 東京
東京都立
府中けやきの森学園（東京都
府中市朝日町3-14-1）

平成26・27年度東京都人権尊重教育推進
校研究発表
「相手の立場に立って関わる力を育てる」

教育庁指導部指導企画課
　主任指導主事　宮﨑　直人　様
パラリンピアン（予定）

042-367-2511
S8000827@section.metro.
tokyo.jp

関東甲信越 12 17 木 千葉
千葉県立我孫子特別支援学
校
（千葉県我孫子市）

「国数」（国語と数学）
千葉県立袖ケ浦特別支援学校
教頭　井上　昌士　様

04-7187-0831
abiko-sh@chiba-c.ed.jp

関東甲信越 1 15 金 東京
東京都立江東特別支援学校
（東京都江東区東陽4-11-45）

「キャリア発達を踏まえた学校生活支援
ファイルの引き継ぎと活用に関する研究」
～個に応じた質の高い支援法を求めて～

早稲田大学大学院教職研究科
教授　　　高橋　あつ子　様

03-3615-2341
S1000259@section.metro.
tokyo.jp

関東甲信越 1 23 土 山梨
山梨大学教育人間科学部附
属特別支援学校
（山梨県甲府市）

「自ら課題を解決する力の育成を目指し
て」　　1年次

新潟大学教育学部
特別支援教育専修
教授　長澤　正樹　様

055-220-8282
fuyok@yamanashi.ac.jp

関東甲信越 1 27 水 東京
東京都立墨田特別支援学校
（東京都墨田区八広5-10-2）

［生活単元学習」の充実に向けた、年間指
導計画の在り方の研究

植草学園短期大学　学長
　　　　　　　　　　中坪　晃一　様

03-3619-4851
S1000258@section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 1 28 木 東京
東京都立
府中けやきの森学園（東京都
府中市朝日町3-14-1）

「学ぶ、暮らす、働く力」を確かな社会参加
の力へ　～個から集団、集団から社会へつ
なぐ授業づくり～

東京学芸大学教授　菅野　敦　様
言語聴覚士　菅野　由利子　様
教育庁指導部特別支援教育指導課
　統括指導主事　島添　聡　様
就労移行支援事業所、企業等

042-367-2511
S8000827@section.metro.
tokyo.jp

関東甲信越 1 28 木 東京
東京都立羽村特別支援学校
（東京都羽村市五ノ神319-1）

「児童・生徒のキャリア発達を促す授業づく
り～一人一人の学びの充実を目指した授
業改善を通してから」

創価大学教授　藤原　義博　様
 042-367-2511
S8000827@section.metro.
tokyo.jp

関東甲信越 1 29 金 東京
東京都立武蔵台学園
（東京都府中市武蔵台2-9-2）

「アセスメントを活かした授業づくり」～指導
内容と指導方法の客観的妥当性の観点から～

明星大学教授　　島田博祐　様
宇都宮大学教授　梅永雄二　様

042-576-7491
S1000317@section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 1 29 金 東京
東京都立七生特別支援学校
（東京都日野市程久保846）

「児童・生徒が主体的に活動できる授業つ
くり」（仮）

創価大学　教育学部教授
　　　　　　　　　藤原　義博様
自閉症と知的障害がある子どもの学習
室「クレメント」代表
　　　　　　　　　富岡　康一様　　他

042-591-1095
S1000250＠section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 1 29 金 東京
東京都立八王子特別支援学
校
（東京都八王子市台町3-5-１）

「一人一人のことばの力を高める授業づく
り～主体的な動きから導き出される思考
力・コミュニケーション力の育成～」

早稲田大学　教育学部　教授
          坂爪　一幸　様
ＴＢＳテレビ報道局　解説室長
          杉尾　秀哉　様

042-621-5500
 S1000244@
section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 1 29 金 東京
東京都立品川特別支援学校
（東京都品川区南品川6-15-
20）

「児童・生徒一人一人に応じた課題設定と
授業の工夫　－自立と社会参加を目指し
た生活単元学習の授業づくりー」

東京福祉大学教授　立松英子　様
03-5460-1160
S8000826@section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 2 3 水 東京
東京都立青山特別支援学校
（東京都港区南青山2-33-77）

キャリア教育に基づく生活単元学習の教
育内容・方法の検討

東洋大学名誉教授　宮﨑英憲様　他
03-3478-5061
S1000318@section.metro.ne.jp

関東甲信越 2 16 火 神奈川
県立相模原中央支援学校
（神奈川県相模原市中央区）

「キャリア教育の視点による授業づくり」
～アセスメントを活用した「国語・数学（算
数）・体育・自立活動」の授業改善の取り組
み～

NPO法人心の発達研究所
理事　武藤　直子　様

042-768-8510
sagamiharachuo-sh@pen-
kanagawa.ed.jp

関東甲信越 2 9 火 東京
東京都立町田の丘学園
　　　　　　　　（山崎校舎）
（町田市山崎町1-2-17）

○全校研究テーマ
「豊かなキャリア発達を目指す授業作り」
○Ｂ部門小中学部テーマ
「児童生徒のキャリア発達を促す国語の授業作り」

東京学芸大学教授　小笠原　惠　様
東京学芸大学教授　小池　敏英　様

042-792-4260
S1000249@section.metro.
tokyo.jp

関東甲信越 2 10 水 東京
東京都立町田の丘学園
　　　　　　　　（本校舎）
（町田市野津田町2003）

○全校研究テーマ
「豊かなキャリア発達を目指す授業作り」
○Ａ部門小中高等部テーマ「重い障害のある
児童生徒の発達課題と生活年齢に配慮した授
業作り」
○Ｂ部門高等部テーマ「キャリア発達を促す作
業学習の授業作り」

前文部科学省初等中等教育局特別支援教
育課特別支援教育調査官・東北福祉大学
教育学部教育学科教授　大西　孝志　様、
特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研
究所　飯野　順子　様、国立特別支援教育
総合研究所　企画部総括研究員　齋藤　由
美子　様、東京都教職員研修センター教授
三室　秀雄　様、十文字学園女子大学教授
岩井　雄一　様

042-737-0570
S1000249@section.metro.
tokyo.jp



関東甲信越 2 10 水 東京
東京都立港特別支援学校
（東京都港区港南3-9-45）

「知的障害特別支援学校高等部における
作業学習と教科学習の授業改善」

千葉県発達障害支援センター
　　　　　　　　　縄岡　好晴　様
たすく株式会社　渡邊　倫　様
都立青山特別支援学校
　　　　　　　　　川上　康則　様

03-3471-9191
S1000265@section.metro.
ｔｏｋｙｏ.jp

関東甲信越 2 10 水 東京
東京都立調布特別支援学校
（東京都調布市調布ヶ丘1-1-
2）

「外部専門員との連携を生かした教育活
動」
「学部研究・分科会研修の成果と課題の報
告」

東京学芸大学教授　藤野　博　様
筑波大学准教授　澤江　幸則　様
聖徳大学児童学部准教授
　　　　　　　　　　高野　聡子様
のぞみ発達クリニック 堀　友子　様

042-487-7221
S1000254@section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 2 12 金 東京
東京都立王子特別支援学校
（東京都北区十条台1-8-41）

新たな進路指導の開発
「主体性を育み、地域につなげる進路支援
の在り方」

早稲田大学教授　梅永　雄二　様 03-3909-8777

関東甲信越 2 18 木 東京
東京都立青峰学園
（東京都青梅市大門3-12）

【肢体不自由教育部門】
肢体不自由教育におけるキャリア教育の在り方　－
作業学習の充実－(仮)
【知的障害教育部門】
職業学科における授業改善　－学習内容と指導方
法を考える－(仮)

東京学芸大学名誉教授
　　　　　　　　　松矢　勝宏　様
東京学芸大学副学長　菅野　敦　様

0428-32-3811
S8000541@section.metro.
tokyo.jp

関東甲信越 2 19 金 東京
東京都立南大沢学園
（八王子市南大沢5-28）

「一人一人を大切にする授業作り
～職業学科の普通教科の在り方～」

独立行政法人国立特別支援教育総合
研究所　上席総括研究員
　　　　　明官　茂　様

042-675-6075
S8000808@section.metro.
tokyo.jp

関東甲信越 2 19 金 栃木
宇都宮大学教育学部附属特別支
援学校
（栃木県宇都宮市）

「共に生きる力を育む教育の実践　～『つなが
る力』に着目した授業作り～」

上越教育大学准教授
　　　　　　　　村中　智彦 様 他

028-621-3871
tokubetsushien@cc.utsunomiya-
u.ac.jp

関東甲信越 2 25 木 東京
東京都立板橋特別支援学校
（東京都板橋区高島平9-23-
22）

「知的障害特別支援学校高等部普通科におけ
る職業教育の充実Ⅱ」～「職業」の時間におけ
る授業改善と障害特性に応じた指導の工夫～

全国特別支援教育推進連盟
理事長　大南　英明　様

03-5398-1221
S1000269＠section.metro.tokyo.jp

地区 月 日 曜日 都道府県 学校名・所在地 研究テーマ 講師・助言者　等
連絡先
（電話・メールアドレス）

東海 12 4 金 静岡
静岡県立藤枝特別支援学校
（静岡県藤枝市）

「自ら活動する人を育てる『自立』と『社会
参加』の実現をめざした授業づくり」

清水特別支援学校　山本健児教諭
藤枝特別支援学校焼津分校
　松本進教諭
富士特別支援学校富士宮分校
　長田美千絵教諭
掛川特別支援学校　夏目奈保子教諭
本校副校長　高木信也

054-636-1893
fujieda-sh@edu.pref.shizuoka.jp

東海 1 22 金 愛知
愛知県立みあい特別支援学
校
（愛知県岡崎市）

「障害特性に応じた指導・支援に関する研
究」

岡崎市民病院
副院長　早川文雄様

0564-57-0013
miai-toku@pref.aichi.lg.jp

地区 月 日 曜日 都道府県 学校名・所在地 研究テーマ 講師・助言者　等
連絡先
（電話・メールアドレス）

北陸 11 27 金 福井
福井大学教育地域科学部
附属特別支援学校
（福井県福井市）

「学校・地域・家庭のつながりの中で育つ
～一人一人が活動と参加の質を高める
～」

岩手大学教授
　　　　　　名古屋　恒彦　様　他

0776-22-6781
f-tokusi@f-edu.u-fukui.ac.jp

北陸 2 19 金 富山
富山大学人間発達科学部
附属特別支援学校

キャリア発達を促す授業づくり
～家庭や地域で主体的に活動・参加する
姿を目指して～

筑波大学　名誉教授
　　　　　　渡辺　三枝子　様　他

076-445-2809
tokushi@fuzoku.u-toyama.ac.jp

地区 月 日 曜日 都道府県 学校名・所在地 研究テーマ 講師・助言者　等
連絡先
（電話・メールアドレス）

近畿 6 13 土 兵庫
兵庫県立出石特別支援学校

（兵庫県豊岡市）

「読み書き障害の理解と支援　Part４」
～特別支援教育におけるICT機器の活用
～

松江市立意東小学校教諭
　　　　　　　　　　井上　賞子　様

0796-52-3565
izushi-sn-su@hyogo-c.ed.jp

近畿 7 27 月 兵庫
兵庫県立出石特別支援学校

（兵庫県豊岡市）

「感覚統合を育む」
～今からはじめる日常生活の工夫と遊び
～

姫路獨協大学客員教授
　　　　　　　　　　太田　篤志　様

0796-52-3565
izushi-sn-su@hyogo-c.ed.jp

近畿 8 4 火 兵庫
兵庫県立出石特別支援学校

（兵庫県豊岡市）
「人間を大切にするしごと」
～子ども理解を実践に生かす～

鳥取大学教授
　　　　　　　　　　三木　裕和　様

0796-52-3565
izushi-sn-su@hyogo-c.ed.jp

近畿 8 25 火 兵庫
兵庫県立出石特別支援学校

（兵庫県豊岡市）

「発達障害の理解と支援」
～幼児期から成人期までの発達を支える
支援のあり方～

神戸大学教授
　　　　　　　　　　鳥居　深雪　様

0796-52-3565
izushi-sn-su@hyogo-c.ed.jp

近畿 10 31 土 兵庫
兵庫県立出石特別支援学校

（兵庫県豊岡市）
「発達障害の思春期を考える」
～家族支援のあり方～

宇部フロンティア大学教授
　　　　　　　　　　小栗　正幸　様

0796-52-3565
izushi-sn-su@hyogo-c.ed.jp

近畿 11 20 金 兵庫
神戸大学附属特別支援学校
（明石市大久保町大窪２７５２
－４）

「コミュニケーション的関係がひらく障害児
教育」

神戸大学教授　渡部昭男　様
滋賀大学教授　白石恵理子　様
東京学芸大学教授　奥住秀之　様　　他多数

078-936-5683・5684
kuspe-yougo@edu.kobe-u.ac.jp

■東海地区

■北陸地区

■近畿地区



「コミュニケーション的関係がひらく障害児
教育」

神戸大学名誉教授
　　　　　　　　　　廣木　克行　様

近畿 12 2 水 兵庫
兵庫県立出石特別支援学校
（兵庫県豊岡市）

「子どもの将来を見通した支援のあり方
～キャリア教育の視点から～」

兵庫教育大学准教授
　　　　　　　　嶋﨑　まゆみ　様

0796-52-3565
izushi-sn-su@hyogo-c.ed.jp

近畿 11 28 土 滋賀
滋賀大学教育学部附属特別
支援学校（滋賀県大津市際川
３丁目９－１）

「自閉症スペクトラム児の自己肯定感を育
むための集団の在り方に関する研究　～
異年齢集団での取り組みにおける集団の
在り方～　キャリア発達を支え育む視点か
ら」

京都市教育委員会指導部総合育成支
援課　専門主事
（元京都市立白河総合支援学校長）
　　　　　森脇　勤　様　他

077-522-6569
shigeta@edu.shiga-u.ac.jp

近畿 12 10 木 京都
京都市総合教育センター
（京都市下京区河原町仏光寺
西入）

「インクルーシブ教育システムの構築に向
けて」
～地域制の総合支援学校　１０年間の課
題と展望～

創価大学教授　　　藤原　義博　様
同志社大学教授　　武藤　 崇　様
筑波大学附属久里浜特別支援学校長
 下山　直人　　様

075-431-6636
kita-y@edu.city.kyoto.jp

近畿 12 11 金 京都
京都市立　北総合支援学校
（京都市上京区堀川通寺ノ内
上ル2丁目下天神町650－1）

『教育的ニーズに即した医療的ケアとは』 大谷大学教授　　朝比奈　覚順　　様
075-431-6636
kita-y@edu.city.kyoto.jp

近畿 12 11 金 京都
京都市立　東総合支援学校
（京都市山科区大塚高岩3）

『社会参加・自立に向けた移行支援の推進』
筑波大学附属久里浜特別支援学校長
 下山　直人　様

075-594―6501
higashi-y@edu.city.kyoto.jp

近畿 12 11 金 京都
京都市立　西総合支援学校
（京都市西京区大枝北沓掛町
1丁目21-21）

『地域資源を活用した教育実践』 同志社大学教授　武藤　 崇　様
075-332-4275
nishi-y@edu.city.kyoto.jp

近畿 12 11 金 京都
京都市立　呉竹総合支援学校
（京都市伏見区桃山福島太夫
北町52）

『合理的配慮を踏まえた授業づくりと
　教育課程編成』

創価大学教授　　　藤原　義博　様
075-601-9104
kuretake-y@edu.city.kyoto.jp

近畿 2 5 木 京都

鳴滝総合支援学校
白河総合支援学校
白河総合支援学校東山分校
（京都府京都市）

就労に向けた基盤となる自己肯定感を育
むための地域協働・共生型活動の開発

～キャリア発達をうながすための教育環境
の開発と新たな就労支援の在り方～

筑波大学名誉教授　渡辺三枝子様
青森県教育委員会指導主事
　　　　　　　　　　菊地　一文様

075-561-3373
i-nakamura@edu.city.kyoto.jp

近畿 2 6 金 京都

鳴滝総合支援学校
白河総合支援学校
白河総合支援学校東山分校
（京都府京都市）

就労に向けた基盤となる自己肯定感を育
むための地域協働・共生型活動の開発

～キャリア発達をうながすための教育環境
の開発と新たな就労支援の在り方～

筑波大学名誉教授　渡辺三枝子様
青森県教育委員会指導主事
　　　　　　　　　菊地　一文様

075-561-3373
i-nakamura@edu.city.kyoto.jp

地区 月 日 曜日 都道府県 学校名・所在地 研究テーマ 講師・助言者　等
連絡先
（電話・メールアドレス）

中国 5 15 金 広島
広島県立呉特別支援学校
(広島県呉市焼山北三丁目22
番１号)

「分かって動ける授業づくり，動きを促す授
業づくり（二年次）」～系統的，計画的指導
により児童生徒の社会的自立を目指す～

なし
0823-33-0300
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 6 10 水 広島
広島県立呉特別支援学校
(広島県呉市焼山北三丁目22
番１号)

「分かって動ける授業づくり，動きを促す授
業づくり（二年次）」～系統的，計画的指導
により児童生徒の社会的自立を目指す～

なし
0823-33-0300
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 7 17 金 広島
広島県立呉特別支援学校
(広島県呉市焼山北三丁目22
番１号)

「分かって動ける授業づくり，動きを促す授
業づくり（二年次）」～系統的，計画的指導
により児童生徒の社会的自立を目指す～

なし
0823-33-0300
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 9 11 金 広島
広島県立呉特別支援学校
(広島県呉市焼山北三丁目22
番１号)

「分かって動ける授業づくり，動きを促す授
業づくり（二年次）」～系統的，計画的指導
により児童生徒の社会的自立を目指す～

なし
0823-33-0300
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 9 16 水 広島
広島県立黒瀬特別支援学校
　　　　　　　　　　安浦分級
　　　(呉市安浦町女子畑133-3)

「成人障害者の自尊感情を高める教育の充実」
～音楽を使った体験的学習を通して～

広島県教育委員会　特別支援教育課

　　　　　指導主事　常森俊夫　様

0823-84-6038
高等部主事　中村　誠
m-nakamurak973946@hiroshima-c.ed.jp

中国 11 13 金 広島
広島市立広島特別支援学校
（広島県広島市）

環境づくりに視点を当てた「やってみたい，
やってみよう，もっとやりたい」と思える体
育学習　(第５４回全国学校体育研究大会
広島大会)

上越教育大学大学院
准教授　村中　智彦　様

082-250-7101
yougo-s@e.city.hiroshima.jp

中国 11 25 水 広島
広島県立呉特別支援学校
(広島県呉市焼山北三丁目22
番１号)

「分かって動ける授業づくり，動きを促す授
業づくり（二年次）」～系統的，計画的指導
により児童生徒の社会的自立を目指す～

なし
0823-33-0300
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 11 27 金 広島
広島県立沼隈特別支援学校
(広島県福山市)

児童生徒一人一人が
　　　「分かる，動ける，できる」授業づくり

調整中
084-988-0888
numakuma-sh@hiroshima-c.ed.jp

■中国地区

078-936-5683・5684
kuspe-yougo@edu.kobe-u.ac.jp

神戸大学附属特別支援学校
（明石市大久保町大窪２７５２
－４）

兵庫土2111近畿

※この研究会は、神大附特の「研究協議会」と「日本教育大学協会全国特別支援教育研究部門合同研究集会神
戸大会」、「教大協特別支援教育近畿地区研究集会」、「近附連特別支援学校部会実践研究会」と同時開催で実
施するものです。講師・助言者は、非常にたくさんいらっしゃいます。



中国 12 10 木 広島
広島県立庄原特別支援学校
（広島県庄原市）

「児童生徒が自ら考え，自ら動く授業づく
り」
～目標設定と評価の在り方に係る研究を
通して～

広島大学大学院教育学研究科
准教授　竹林地 毅 様　他

0824-72-5111
shobara-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 12 11 金 広島
広島県立黒瀬特別支援学校
(広島県東広島市黒瀬町乃美
尾25-1)

児童生徒一人一人の「働く」生活を目指し
た授業づくり
－意欲，主体性を高める授業づくりと評価
のあり方－

香川大学教授　坂井　聡　様
広島県立教育センター
　　　　　指導主事　林　香　様
広島県立教育センター
　　　指導主事　竹野　政彦　様

0823-82-6733
kurose-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 12 18 金 広島
広島県立広島北特別支援学
校
(広島市安佐北区）

「児童生徒が分かって動ける授業づくり～
心が通い合うコミュニケーションを目指して
Ⅲ～」

鳥取大学地域学部地域教育学科
教授　三木　裕和　様

082-818-1201
hiroshimakita-sh@hiroshima-
c.ed.jp

中国 1 23 土 広島
広島県立三原特別支援学校
（広島県三原市小泉町199-2）

「育てたい児童生徒像（礼儀・感謝・挑戦で
きる児童生徒）を意識した授業づくり～場
面設定の工夫で育てる児童生徒のつなが
り～」

創価大学　教授　藤原　義博 様　他
0848-66-3030
mihara-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 1 29 金 広島
広島県立廿日市特別支援学
校
（広島県廿日市市）

「自己肯定感を育む授業づくり～キャリア
教育　育てたい力に基づいた目標設定と
指導・支援の工夫～」

広島県立教育センター
　　　　　　　　指導主事　林　香　様
広島県教育委員会
　　　　　指導主事　常森　俊夫　様

0829-39-1995
hatsukaichi-sｈ@hiroshima-ｃ.ed.jp

中国 2 5 金 広島
広島県立三原特別支援学校
大崎分教室

生徒の自己肯定感を育む授業づくり
～社会参加・地域貢献できる生徒を目指し
て～

元愛媛大学教授　上岡 一世様　他
0846-64-4046
mihara-sh@hiroshima-c.ed.jp

地区 月 日 曜日 都道府県 学校名・所在地 研究テーマ 講師・助言者　等
連絡先
（電話・メールアドレス）

四国 8 17 月 愛媛
愛媛県立みなら特別支援学校
（愛媛県東温市）

「発達障害の理解とその指導について」(研
修）｢学級経営に生かせるグループワーク
トレーニングについて」（演習）

早稲田大学大学院
教授　高橋あつ子様

089-964-2395
minsc-ad@esnet.ed.jp

四国 8 27 木 徳島
徳島県立みなと高等学園
（徳島県小松島市）

「みなと高等学園３年間の成果と課題～進路指
導の取組を中心に～」
「高等学校における”特別支援教育”の今，そし
てこれから」

鳴門教育大学教授　大谷博俊様
京都教育大学附属教育実践センター機構
特別支援教育臨床実践センター
教授   相澤　雅文様　他

0885-34-9101
minato-ss@mt.tokushima-ec.ed.jp

四国 12 22 火 愛媛
宇和特別支援学校
（愛媛県西予市宇和町）

「インクルーシブ教育システムの構築に向
けた特別支援教育の現状と課題」

愛媛大学教授　花熊　曉　様
0894−62−5135
uwa-ad@esnet.ed.jp

四国 1 6 水 愛媛
宇和特別支援学校
（愛媛県西予市宇和町）

「子どもの特性に応じた学習面、行動面の
支援について」

東京都杉並区立済美教育センター
指導教授 月森　久江　様

0894−62−5135
uwa-ad@esnet.ed.jp

四国 1 23 土 香川
香川大学教育学部附属特別
支援学校（香川県坂出市府中
町綾坂889番地）

「分かって，動けて，学び合う授業づくり」
　　～「参加」を高める三つの視点～

香川大学教育学部教授
　　　　　　　　　武藏 博文 様　他

0877-48-2694
tokusimain@ed.kagawa-u.ac.jp

地区 月 日 曜日 都道府県 学校名・所在地 研究テーマ 講師・助言者　等
連絡先
（電話・メールアドレス）

九州

地区 月 日 曜日 都道府県 学校名・所在地 研究テーマ 講師・助言者　等
連絡先
（電話・メールアドレス）

■九州地区

＊全知長ホームページ　公開研究会案内に掲載を希望する学校は別に送信しております下のフォームに入力の上、全知長事務局までメールにて送信願
います。
地区・月・日・曜日・都道府県はドロップダウンメニューから選択確定してください。学校名から右は自由に入力できます。
このまま編集せず、リストにしますので入力内容に間違いのないようにお願いします。講師については可能な限り「所属　職名　氏名＋様」で記載してください。
「件名」は「ＨＰ掲載依頼　○○県立○○特別支援学校公開研究会」等とし、メールには担当者と連絡先を明記してください。

■四国地区


