
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

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 7 2 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
「変化する状況で自分のもてる力を発揮でき
る児童生徒を目指した授業づくり～本人主体
の個別の支援計画の作成を通して～」

茨城大学准教授　新井　英靖　様
元愛媛大学教授　上岡　一世　様　他

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

東北 10 25 火 山形
山形県立新庄養護学校
（山形県新庄市）

「児童生徒一人一人の学びを考えた授業
づくり（２年次）～生活につながる学びを
めざして～」

山形県教育庁義務教育課
特別支援教育室指導主事　他

0233-22-3042
yshinyo@pref-yamagata.ed.jp

東北 10 27 木 山形
村山特別支援学校
（山形県山形市）

「自立と社会参加を目指した授業づくり」
～児童生徒が主体的に取り組む生活単
元学習を目指して～

県教育センター指導主事　森谷　久　様
県義務教育課指導主事　大内　慎之助　様
元山形養護学校長　井上　直英  様

０２３－６８８－２９９５
ymuratokushi@pref-yamagata.ed.jp

東北 11 4 金 山形
山形県立米沢養護学校
（山形県米沢市太田町4-1-102）

「一人一人が持てる力を発揮するための
支援のあり方を探る」

岩手大学教授　名古屋　恒彦　様　他
０２３８－３８－６１０１
sinouemas@pref-yamagata.ed.jp

東北 11 11 金 山形
山形県立米沢養護学校
（山形県米沢市太田町4-1-103）

「一人一人が持てる力を発揮するための
支援のあり方を探る」

明治学院大学准教授
　　　　　　　　　　高倉　誠一　様　他

０２３８－３８－６１０１
sinouemas@pref-yamagata.ed.jp

東北 11 22 火 秋田 秋田県立横手支援学校

「ライフキャリアの視点を大切にした教育
課程の編成～地域資源を活用した授業
づくりを通して～」

秋田県教育庁特別支援教育課
指導主事　高田屋　陽子様　他

０１８２－３３－４１６６
yokote-s.akita-pref.ed.jp

東北 11 24 木 山形
山形県立鶴岡養護学校
（山形県鶴岡市）

「児童生徒の自立を目指して取り組む
授業づくり」
～人・物・地域資源とのかかわりを通して
～

岩手大学教授　名古屋恒彦　様　他 ０２３５－２４－５９９５

東北 12 2 金 秋田
秋田県立支援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　～学部間をつなぐ仕組み
を活かした取組～」

秋田県教育庁特別支援教育課
指導主事　高田屋　陽子　様　他

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

東北 12 8 木 秋田
栗田支援学校
（秋田県秋田市）

「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」

秋田大学大学院非常勤講師
江橋　宏栄　様　他

０１８－８２８－１１６２
Kuritashien@pref.akita.lg.jp

東北 12 9 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した授業づくり」

県教育庁特別支援教育室企画専門員
戸屋 学 様
県教育センター指導主事　荒井　かおる 様
山形聾学校校長　髙橋　節子 様

０２３４－３４－２０２６

東北 12 9 金 山形
山形県立上山高等養護学校
（山形県上山市）

「主体性・協働性を育む支援のあり方」
ー気付き、考え、力を発揮し、共にやり抜
く姿を目指してー

山形県教育委員会指導主事
０２３－６７２－３９３６
ykamikoyo@pref-yamagata.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）

関東甲信越 10 25 火 千葉
千葉県立香取特別支援学校
小学部・中学部
（香取郡神崎町大貫383‐13)

「一人一人がより豊かに生きるための道
徳教育の在り方」～キャリア教育の視点
を取り入れた道徳授業を通して～

元神奈川県立金沢養護学校副校長
渡邉　昭宏　様

０４７８（７２）２９１１
y.egw4@pref.chiba.lg.jp

関東甲信越 11 21 月 千葉
千葉県立香取特別支援学校
高等部
(香取郡神崎町大貫383‐13)

「一人一人がより豊かに生きるための道
徳教育の在り方」～キャリア教育の視点
を取り入れた道徳授業を通して～

元神奈川県立金沢養護学校副校長
渡邉　昭宏　様

０４７８（７２）２９１１
y.egw4@pref.chiba.lg.jp

関東甲信越 12 16 金 茨城
協和特別支援学校
(茨城県筑西市)

「個々の教育的ニ─ズに応じた自立活動
の指導の工夫・改善」

筑波大学准教授　米田　宏樹　様 ０２９６－５７－４３４１

関東甲信越 1 20 金 東京
江東特別支援学校
（東京都江東区）

「キャリア教育を踏まえた学習評価」
～作業学習の充実を目指して～

植草学園大学教授　尾崎　祐三　様
０３－３６１５－２３４１
S1000259@section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 1 27 金 東京
都立八王子特別支援学校
（東京都八王子市）

「一人一人のことばを育てる授業づくり」
＜教科学習を通して育てる思考力・判断
力・表現力＞

(株)たすく代表　齋藤　宇開　様　他
０４２－６２１－５５００
S1000244@section.metro.tokyo.jp

関東甲信越 2 9 木 東京
都立町田の丘学園山崎校舎
（東京都町田市）
知的小中学部

全校研究テーマ
「児童・生徒の自ら学ぶ姿勢の育成を目
指した授業づくり」
小・中学部テーマ
「できたと実感できる授業づくり～活動分
析表を活用した授業づくりを通して～」

助言者
東京学芸大学教授　小笠原　恵　様

０４２－７９２－４２６０
S1000249@section.metro.tokyo.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２８年１１月２日現在）

■東北地区

■北海道地区

■関東甲信越地区



関東甲信越 2 10 金 東京
都立町田の丘学園本校舎
（東京都町田市）
肢体小中高、知的高等部

全校研究テーマ
「児童・生徒の自ら学ぶ姿勢の育成を目
指した授業づくり」
肢体小・中・高等部テーマ
「適切な児童・生徒理解に基づく授業づく
り」
知的高等部テーマ
「分かって動ける作業学習の授業づくり」

全体講演会講師
東北福祉大学教授　大西　孝志　様
助言者
特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究
所理事長　飯野　順子　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 17 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～

宇都宮大学教授
　　　　池本　喜代正　様　他

０２８－６２１－３８７１
tokubetsushien@cc.utsunomiya-
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）

東海 11 16 水 静岡
清水特別支援学校
（静岡県静岡市清水区）

『自分の良さに気付き、進んで取り組む児
童生徒を目指して
～ 一人一人が達成感や充実感を味わえ
る　授業づくり　～』

静岡県総合教育センター
専門支援課　特別支援班
特任教官　　横山　孝子　様

０５４－３６８－６８００（電話）
０５４－３６６－５６００（FAX）
shimizu-sh@edu.pref.shizuoka.jp

東海 2 3 金 岐阜
岐阜県立東濃特別支援学校
（岐阜県土岐市）

「子どもたちの願いや夢を実現する教育
の実践～キャリア教育の視点を取り入れ
た授業づくり～」

愛知淑徳大学准教授　猶原　秀明　様　他
０５７２－５５－４８２１
c27381@gifu-net.ed.jp

東海 2 3 金 静岡
静岡県立藤枝特別支援学校
焼津分校（静岡県焼津市）

生徒が考え、判断し、表現する授業づくり
静岡県立袋井特別支援学校
湯本　健治　様

０５４－６２８－８１１１
yaizu-b@edu.pref.shizuoka.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 10 31 月 富山
富山大学人間発達科学部
附属特別支援学校
（富山県富山市）

第６回学びあいの場
富附特支型研修「自分らしい授業づくりを
支える学びあい」

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

北陸 11 30 水 富山
富山大学人間発達科学部
附属特別支援学校
（富山県富山市）

第７回学びあいの場
富附特支型研修「自分らしい授業づくりを
支える学びあい」

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

北陸 12 9 金 富山
富山大学人間発達科学部
附属特別支援学校
（富山県富山市）

第８回学びあいの場
富附特支型研修「自分らしい授業づくりを
支える学びあい」

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

北陸 12 12 月 富山
富山大学人間発達科学部
附属特別支援学校
（富山県富山市）

第９回学びあいの場
富附特支型研修「自分らしい授業づくりを
支える学びあい」

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

北陸 12 16 金 石川
石川県立
いしかわ特別支援学校
(石川県金沢市南森本町リ１番1)

「一人一人が主体的に活動する授業づく
り」

茨城大学准教授　新井　英靖　様
０７６（２５８）１１０１
ishiks@m1.ishikawa-c.ed.jp

北陸 1 25 水 富山
富山大学人間発達科学部
附属特別支援学校
（富山県富山市）

第１０回学びあいの場
富附特支型研修「自分らしい授業づくりを
支える学びあい」

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

北陸 2 1 水 富山
富山大学人間発達科学部
附属特別支援学校
（富山県富山市）

第１１回学びあいの場
富附特支型研修「自分らしい授業づくりを
支える学びあい」

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

北陸 2 10 金 石川

金沢大学
人間社会学域学校教育学類
附属特別支援学校
（石川県金沢市）

「キャリア発達支援の視点による小中高
12年間を見通した学習活動の充実改善」
（３か年研究最終年次）

京都市教育委員会総合育成支援課
専門主事　森脇　勤　様　他

０７６－２６３－５５５１
futoku1964@ml.kanazawa-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）

近畿 10 21 金 京都
京都教育大学附属特別支援学校
（京都府京都市）

“かかわりあい・育ちあう”
授業･学校生活の創造(第2年次)

講演会講師　国立特別支援教育総合研究所
理事長　宍戸　和成　様

075-641-3531
toru@kyokyo-u.ac.jp

近畿 1 18 水 大阪
吹田支援学校
(大阪府吹田市)

「実践交流会」公開授業と３分科会
(詳細は11月頃本校HP参照)

大和大学准教授　井上　和久　様　他
06-6389-9520
suita-y@sbox.osaka-c.ed.jp

近畿 1 25 水 和歌山
和歌山さくら支援学校
（和歌山県和歌山市西庄1148-1）

「ゆるやかな移行を考えた授業づくり」
～「さくらタイム」「作業学習」を通して～

京都市教育委員会
指導部総合育成支援課　専門主事
元白河総合支援学校長　森脇　勤　様

073-453-0303
postmaster@sakura-sh.wakayama-
c.ed.jp

■東海地区

■北陸地区

■近畿地区



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 9 14 水 広島
広島県立黒瀬特別支援学校
安浦分級
(広島県呉市）

「成人障害者の自尊感情を高める授業づくり」
～音楽を使った体験的学習における指導・支
援の工夫～

広島県教育委員会事務局
特別支援教育課
指導主事　常森　俊夫　様

 ＴＥＬ・ＦＡＸ
０８２３－８４－６０３８

中国 10 9 金 広島 広島県立呉特別支援学校

「分かって動ける授業づくり，動きを促す
授業づくりの推進（三年次）」
～児童生徒の社会的自立を促すための
系統的，計画的指導～

元愛媛大学教授　　上岡一世　様

広島県教育員会　指導主事
広島県立教育センター　指導主事　等

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

中国 10 28 金 岡山
岡山県立倉敷琴浦高等支援学校
(岡山県倉敷市)

「社会的・職業的自立に必要な力を育てるた
めの授業の在り方」
－キャリア教育の視点に立った共通教科にお
ける指導－

広島大学大学院教育学研究科
准教授　竹林地  毅  様

086-477-9301
kotosien@pref.okayama.jp

中国 11 22 火 広島 広島県立呉南特別支援学校
「学びを『活用する力』をはぐくむ授業の工
夫」

広島大学大学院教育学研究科
准教授　竹林地　毅　様

(0823)71-8263
kureminami-sd@hiroshima-c.ed.jp

中国 11 30 水 広島
広島市立広島特別支援学校
（広島県広島市）

自立と社会参加を目指し、「わかる」、「でき
る」、「かかわりあう」を大切にした授業づくり
～「わかる」、「できる」日常生活における指導
～

兵庫教育大学大学院教授　井澤　信三　様
０８２－２５０－７１０１
yougo-s@e.city.hiroshima.jp

中国 12 2 金 広島
広島県立広島北特別支援学校
（広島県広島市安佐北区
三入東一丁目25-1）

「児童生徒が分かってできるにつながるた
めの授業づくり～考えて動く場面設定の
工夫を通して～」

広島大学大学院教育学研究科
准教授　竹林地　毅　様　他

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

中国 12 2 金 広島 広島県立沼隈特別支援学校
「児童生徒一人一人が分かる，動ける，で
きる授業づくり」

香川大学教育学部教授　坂井　聡　様　他
084-988-0888
numakuma-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 12 8 木 広島
福山北特別支援学校
（広島県福山市）

「児童生徒が，分かって動ける授業づくり
～　豊かな学びの機会を生み出す授業展
開　～」

広島県教育委員会事務局指導主事
広島県立教育センター指導主事

084-972-3040
fukuyamakita-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 12 8 木 広島
広島県立黒瀬特別支援学校 本校
（広島県東広島市）

「児童生徒一人一人の「働く」生活を目指
した授業づくりと教育課程の編成」
－意欲，主体性を高める分かって動ける
授業づくり－

創価大学教授　藤原 義博　様　他
０８２３－８２－６７３３
kurose-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 12 9 金 広島
広島県立広島特別支援学校
（広島県広島市安佐北区
倉掛二丁目47-1）

児童生徒が確実にステップアップするた
めの授業づくり～「広特版学びの変革ＩＩＣ
Ｅモデル」を意識した単元計画・実践・評
価をとおして～

広島大学大学院教育学研究科
准教授　竹林地　毅　様　他

０８２－８４３－１８１１
hiroshima-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 12 16 金 広島 広島県立庄原特別支援学校
「児童生徒が自ら考え，自ら動く授業づくり」
～学習評価説明シートの活用を通して～

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
Ｅ-mail:shobara-sh@hiroshima-
c.ed.jp

中国 1 21 土 岡山
岡山大学教育学部
附属特別支援学校
（岡山県岡山市）

「知的障害のある児童生徒に対して教育
活動全体で行う自立活動の指導」

検討中
０８６－２７７－７４３１
tokushi@cc.okayama-u.ac.jp

中国 1 27 金 広島
廿日市特別支援学校
（広島県廿日市市）

キャリア教育を意識した授業づくり～キャ
リア発達の系統イメージを組み込んだ単
元計画～

広島文教女子大学
教授　李木明徳　様　他

hatsukaichi-sh@hiroshima-c.ed.jp

中国 2 18 土 岡山
県立岡山瀬戸高等支援学校
（岡山県岡山市）

「就労による社会参加・社会自立を目指
すコミュニケーションのシンカと実践」

講演講師
筑波大学名誉教授　渡辺　三枝子　様

０８６－９５２－５６３３
ｓｅｔｏｓｉｅｎ@pref.okayama.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 10 25 火 愛媛
愛媛県立新居浜特別支援学校
（愛媛県新居浜市）

「障がいがある人の
              コミュニケーション支援」（仮称）

香川大学教授　坂井　聡　様
0897-31-6656
niisc-ad@esnet.ed.jp

四国 2 4 土 高知
高知特別支援学校
(高知県高知市)

子ども一人ひとりが主体的に活動できる授業
づくり～さらなるできる状況づくりをめざして～
「第５回自主公開授業研究会」

岩手大学教授　名古屋 恒彦　様
明治学院大学准教授　高倉 誠一　様
植草学園短期大学学長　中坪 晃一　様

088-843-0579
kochiyogo-s@kochinet.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）

九州 1 20 金 熊本
熊本県立天草支援学校
（熊本県天草市）

「豊かな学びを育む授業づくり」
～一人一人の育てたい資質・能力の育成につな
がる、目標・評価の工夫による授業の改善～

西九州大学教授　古川　勝也　様
０９６９－２３－０１４１
amakusa-s@pref.kumamoto.lg.jp

九州 2 4 土 熊本
熊本県立熊本支援学校
（熊本県熊本市）

育てたい「資質・能力」と指導目標・内容の構造化
～日々の授業改善を教育課程改善につなげる効
果的なカリキュラム・マネジメントの在り方～

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
丹野　哲也　様　他

096-371-2323
kumamoto-s@pref.kumamoto.lg.jp

九州 2 18 土 熊本
熊本大学教育学部
附属特別支援学校
（熊本県熊本市）

「キャリア発達を支援する教育課程及び
就労支援の充実」～卒業10年度を目標に
見据えた一貫した教育支援の追求～

熊本大学教育学部特別支援教育学科
教授　干川　隆　様
准教授　菊池　哲平　様
准教授　大杉　成喜　様

０９６－３４２－２９５３
yougo@educ.kumamoto-u.ac.jp

■九州地区

■中国地区

■四国地区
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