
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・担当者）

北海道 7 26 水 北海道
北海道新篠津高等養護学校（北海
道新篠津村第４５線北１３番地）

「アンガ―マネジメントについて」
法務少年支援センターさっぽろ
舩木友和　様

0126-58-3280
shinshinotukoutouyougo-z0@hokkaido-c.ed.jp
（小原）

北海道 2 23 金 北海道
北海道新得高等支援学校
（北海道上川郡新得町西２南７丁目
２）

「新得カリキュラム・マネジメントの実践
　～生徒と共に歩む『自主　協働　自省』」

未定
０１５６－６４－２０２０
shintoku2016-z0@hokkaido-c.ed.jp
教頭　佐伯

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・担当者）

東北 10 16 月 宮城
宮城県立支援学校岩沼高等学園
宮城県岩沼市北長谷字豊田1-1

「発達障害と生徒指導」
仙台白百合女子大学
　　教授　氏家　靖浩 様

０２２３－２５－５３３２
chief@iwanuma.myswan.ne.jp

東北 10 30 月 宮城
宮城県立支援学校岩沼高等学園
宮城県岩沼市北長谷字豊田1-1

「就労前に身に付けさせたいこと～職場適応
援助の事例から～」

社会福祉法人やまとみらい福祉会
就労移行支援事業所オルタ八乙女
　　　管理者　畔柳　清美　様

０２２３－２５－５３３２
chief@iwanuma.myswan.ne.jp

東北 11 10 金 宮城
仙台市立鶴谷特別支援学校（仙台
市宮城野区鶴ヶ谷5丁目２２番1号）

「卒業後の生活に役立つ力を育てる授業づく
り～仙台自分づくり教育の視点から～」

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　田中裕一様他

０２２－２５２－４２３１
takahiro_h@sendai-c.ed.jp
担当：服部高浩（教頭）

東北 11 23 木 岩手
岩手大学教育学部附属特別支援学校
(岩手県盛岡市東安庭三丁目４－２０)

「児童生徒一人一人が今、主体的に活動で
きる授業づくり　～個に応じた目標と支援を
目指して～」

講演会講師
文部科学省初等中等教育局視学官
（併）特別支援教育課特別支援教育調査官
丹野　哲也　様　他

019-651-9002
futoku@iwate-u.ac.jp
担当　小山　芳克

東北 12 6 水 秋田
秋田県立支援学校天王みどり学園
（秋田県潟上市天王字追分西27番地の
１８）

「児童生徒が経験から考え、行動する力を高
める授業づくり
～キャリア教育全体計画を活用して～」

秋田県総合教育センター指導主事　他
０１８－８７０－４６１１
midori-s@akita-pref.ed.jp
教頭：跡部、研究主任：葛西

東北 12 8 金 秋田
秋田県立栗田支援学校
（秋田市新屋栗田町10-10）

「合わせた指導」の基本を徹底した授業づくり
～「授業改善プロジェクト」の検証と成果を踏まえて～

秋田大学准教授　高田屋　陽子　様
秋田県教育庁　指導主事
　　　　　　　　　　小山　高志　様　他

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

東北 12 13 水 秋田
秋田県立比内支援学校
（秋田県大館市比内町達子字前田
野１の２）

「児童生徒の『学び』と『学んだことの活用』を
生み出す授業づくり～『主体的・対話的で深
い学び』の視点を踏まえて～」

秋田県教育庁特別支援教育課
指導主事　小山　高志　様　他

０１８６－５５－２１３１
hinai-s@akita-pref.ed.jp
教頭　伊藤登美子
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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・担当者）

関東甲信越 10 20 金 東京
東京練馬特別支援学校
（東京都練馬区高松６丁目１７番１
号）

「生徒が分かって動ける授業を目指して」 創価大学教授　藤原　義博　様
０３－５３９３－３５２４
副校長　森田

関東甲信越 1 18 木 東京
東京都立しいの木特別支援学校
(千葉県市原市椎津２５９０－２）

「 主体的に活動する～児童・生徒が自分で
判断し行動する授業の工夫～」

療育塾ドリームタイム代表
作業療法士　木村順　様　　　　　他

０４３６－６６－２７８９
S1000246@section.metro.tokyo.jp
副校長　中澤将人

関東甲信越 1 26 金 東京
東京都立江東特別支援学校
（東京都江東区東陽4丁目11番45
号）

「「自立・社会参加に向けた作業学習の充実」

早稲田大学　教育・総合科学学術院
教授　梅永　雄二　様
プラムシステムズ株式会社
CEO  大野　裕之　様

０３－３６１５－２３４１
S1000259@section.metro.tokyo.jp
副校長　高橋佳宏

関東甲信越 1 26 金 東京
東京都立田無特別支援学校
(西東京市南町５丁目１５番５号）

「アセスメントを活用した生徒理解・進路指導
～２年目　Vineland-Ⅱ　TTAP の実践と活用～」

名古屋学芸大学ヒューマンケア学部
教授　　黒田　美保　様　他

０４２－４６３－６２６２
S1000270@section.metro.tokyo.jp
油井さや香

関東甲信越 1 27 土 山梨
山梨大学教育学部
附属特別支援学校
（山梨県甲府市天神町17-35）

「自ら課題を解決する力の育成を目指して」
３年次

文部科学省初等中等教育局視学官
（併）特別支援教育課特別支援教育調査官
丹野　哲也　様

０５５－２２０－８２８２
futoku-kyoumu@yamanashi.ac.jp
教務主任　山下英志

関東甲信越 1 31 水 東京
東京都立武蔵台学園
(東京都府中市武蔵台2丁目8番28号)

『自立と社会参加を目指した授業つくり』
～「各教科等を合わせた指導」の中で自分から
　　　　　　主体的に活動できることをめざして～

いなげやウイング管理運営部長
（兼）事業推進部長 石川　誠　様

０４２－５７６－７４９１
副校長：井上、西岡

関東甲信越 2 2 金 東京
東京都立高島特別支援学校　　（東
京都板橋区高島平３丁目７番２号）

「ライフステージを踏まえたつながりのある指
導～自立と社会参加を目指して～」

東京学芸大学教授　小笠原　恵　様
０３－３９３８－０４１５
S1000250@section.metro.ne.jp

関東甲信越 2 8 木 東京
東京都立町田の丘学園本校舎
（東京都町田市野津田2003）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」
○肢体小学部テーマ「自ら学ぶ姿勢の育成
～授業作りの観点整理・評価の観点整理を
通して～」
○肢体中学部テーマ「適切な生徒理解に基
づく活動分析表の作成と活用～応用行動分
析による観点整理～」
○肢体高等部テーマ「活動評価表の作成の
工夫と活用による授業改善サイクルの整理」
○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～手順書の作成を通して」

全体講演会講師
東北福祉大学教授　大西　孝志　様
助言者
日本体育大学教授　長沼　俊夫　様
東京都教職員研修センター
教授　三室　秀雄　様
前　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・担当者）

関東甲信越 2 9 金 東京
東京都立町田の丘学園山崎校舎
（東京都町田市山崎町1-2-17）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」
○知的小学部テーマ「児童ができたと実感で
きる授業作り～アクティブラーニングと活動
分析～」
○知的中学部テーマ「自ら学ぶ姿勢や態度
を育成する作業学習～評価の観点整理と活
動分析を活かした指導～」

助言者
東京学芸大学教授　小笠原　恵　様

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

関東甲信越 2 16 金 東京
東京都立あきる野学園
（東京都あきる野市上代継123番地
1）

「児童・生徒がわかる授業の実現をめざし、
一人一人が達成感をもてる授業の工夫」

筑波大学教授　川間　健之助　様
０４２－５５８－０２２２
S1000240＠section.metro.tokyo.jp
副校長　田中俊光

関東甲信越 2 16 金 東京
東京都立中野特別支援学校
(東京都中野区南台３丁目４６番２０
号)

「ＩＣＴ機器を活用した授業づくり」 東京学芸大学教授　小林　巌　様
０３-３３８４－７７４１
S1000260@section.metro.tokyo.jp
西田　駿介

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・担当者）

東海 11 10 金 静岡
清水特別支援学校
（静岡県静岡市清水区
八坂東1丁目１６－１）

「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～

岩手大学教授　名古屋恒彦　様
浜松学院大学教授　横山孝子　様　他

０５４－３６８－６８００
http://www.edu.shizuoka.jp/shimizu-sh/home.nsf
研修課長　　齋下　徹

東海 11 16 木 静岡
静岡県立静岡北特別支援学校
（静岡市葵区漆山796番地）

｢自分からせいいっぱいがんばるひとを育て
るために～児童生徒一人一人が主体的に取
り組む授業づくり～」

前静岡県立静岡南部特別支援学校長
瀬戸脇正勝　様　他

０５４－２４５－８１９１
shizuokakita-sh@edu.pref.shizuoka.jp

担当：山本真弓

東海 1 19 金 静岡
御殿場特別支援学校（静岡県
御殿場市神山1553-3）

「学ぶことに喜びを感じ、主体的に取り組む
　授業をめざして」

浜松学院大学教授
　　　　　　　　横山　孝子　様　他

0550-87-8200
gotemba-sh@edu.pref.shizuoka.jp

東海 1 24 水 静岡
掛川特別支援学校御前崎分校（静
岡県御前崎市池新田2907－１）

「主体的な学びを育てる作業学習の授業づく
り」
～自主生産作業の授業をとおして～

静岡県総合教育センター
齋藤　望　様

０５３７－８５－７４００
omaezaki-b@edu.pref.shizuoka.jp
研修課　織部恵理子

東海 1 31 水 静岡
静岡県立袋井特別支援学校
（静岡県袋井市高尾2753-1）

「児童生徒の自立を目指す授業づくり
～働く人を育てるために～」

Tel　0538-43-6611
Fax　0538-43-6789
e-mail　 fukuroish@edu.pref.shizuoka.jp
担当：研修課　　西澤　智幸

■東海地区



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・担当者）

北陸 7 26 水 福井

福井東特別支援学校
嶺北特別支援学校
福井南特別支援学校
福井特別支援学校

「一人一人の自立を支え、生きる力をはぐく
む支援の在り方」

福井大学大学院
教育学研究科教職開発専攻
准教授　廣澤　愛子　様　他

０７７０－５２－７７１６
tkk@reinannishi-sh.ed.jp
門野

北陸 7 31 月 石川
金沢大学附属特別支援学校
（石川県金沢市東兼六町２番１０号）

「子どもの学びをもたらす授業づくり」
岡山大学大学院教育学研究科
教授　佐藤　曉様

076-263-5551
yagimiyu@staff.kanazawa-u.ac.jp
担当：柳生美由季

北陸 10 3 火 福井
福井県立嶺南西特別支援学校
（福井県小浜市羽賀６７－４９－１）

「児童生徒一人ひとりのキャリア発達を促す
授業づくり　～子どもたちの意識や意欲を育
てる支援の在り方～」

元愛媛大学教育学部教授
上岡　一世　様

０７７０－５２－７７１６
tkk@reinannishi-sh.ed.jp
門野

北陸 2 9 金 石川
金沢大学附属特別支援学校
（石川県金沢市東兼六町２番１0号）

「児童生徒の社会的・職業的自立を指向し、
一人一人の育ちと学びのプロセスを大切に
した授業作り」

国立特別支援教育総合研究所
情報・支援部総括研究員　 武富 博文様

076-263-5551
yagimiyu@staff.kanazawa-u.ac.jp
担当：柳生美由季

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・担当者）

近畿 10 26 木 兵庫
兵庫県立和田山特別支援学校
（兵庫県朝来市和田山町竹田1987-
1）

わかって動ける授業づくり
高１肢体単一（自活）

なし
０７９－６７４－０２１４森
s150044@hyogo-c.ed.jp

近畿 11 14 火 兵庫
兵庫県立和田山特別支援学校
（兵庫県朝来市和田山町竹田1987-
1）

わかって動ける授業づくり
高１生活コース（生単）／高２生活コース（生
単）／高３生活コース（生単）

なし
０７９－６７４－０２１４森
s150044@hyogo-c.ed.jp

近畿 11 20 月 兵庫
兵庫県立和田山特別支援学校
（兵庫県朝来市和田山町竹田1987-
1）

わかって動ける授業づくり
小学部（生単）／中学部（作業）／高２社会
コース（生単）

なし
０７９－６７４－０２１４森
s150044@hyogo-c.ed.jp

近畿 12 9 土 滋賀
滋賀大学教育学部附属特別支援学
校

「自閉症スペクトラム児の自己肯定感を育む
ための教育的支援に関する研究
～地域協働の取り組みを通して～」

京都市教育委員会　総合育成支援課
　参与　森脇　勤　様

０７７－５２２－６５６９
shiga-ft@edu.shiga-u.ne.jp
研究主任　寺田　慧

近畿 12 13 水 兵庫
兵庫県立和田山特別支援学校
（兵庫県朝来市和田山町竹田1987-
1）

わかって動ける授業づくり
高１社会コース（生単）／高３社会コース（生
単）／高等部重症心身障害児クラス（生単）

なし
０７９－６７４－０２１４森
s150044@hyogo-c.ed.jp

近畿 1 19 金 京都
京都市立東総合支援学校
（京都府京都市山科区大塚
　高岩３）

「児童生徒が地域で学び，地域と共に成長す
る授業づくり」 ～「社会に開かれた教育課
程」の実現を目指したキャリア教育の実践～

北海道札幌高等養護学校
学校長　木村　宣孝　様

０７５－５９４－６５０１
ll107-sakaguchi
@edu.city.kyoto.jp　　坂口卓哉

■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・担当者）

近畿 1 26 金 京都
京都府立八幡支援学校
（京都府八幡市内里柿谷16-1）

「一人一人の共生社会」につながる交流及び
共同学習
～共生社会でよりよく豊かに生きる力を育む
教育課程づくり～

プール学院大学
教授　石塚　謙二　様　他

０７５－９８２－７３２１
yawata-s@kyoto-be.ne.jp

近畿 1 26 金 京都 京都市立白河総合支援学校
教育環境の開発 (カリキュラムマネジメント)
キーワード：「地域協働・共生型活動」 「地域
に開かれた教育課程」 「内面の育ち」

植草学園大学　発達教育学部
　　准教授　菊地　一文　様

TEL 075-771-5510
ma341-yamada@edu.city.kyoto.jp
教頭　山田　誠

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・担当者）

中国 9 13 水 広島
広島県立黒瀬特別支援学校安浦分級
広島県呉市安浦町女子畑133―3

「自発的な行動を促す授業づくり」
～授業評価チェックリスト・自己評価シートを
活用した指導・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　　川口　数巳江　様

ＴＥＬ(ＦＡＸ)　0823－84－6038

中国 11 29 水 広島
広島県立呉南特別支援学校
（広島県呉市阿賀中央５－
１３－７１）

「児童生徒の自ら課題を見つけ考えて動く力
の育成」

広島大学大学院教育学研究科
　　　　　准教授　竹林地　毅　様

Tel:0823-71-8263
Fax:0823-72-7307
kureminami-sd@hiroshima-c.ed.jp
品田

中国 12 1 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 6 水 広島
庄原特別支援学校
（広島県庄原市三日市町4－44）

「児童生徒が自ら考え，自ら動く授業づくり」
～目標達成を意識した思考力の育成～

広島大学准教授　竹林地　毅　様　他
0824-72-5111
syobara-sh@hiroshima-c.ed.jp
国村　栄治

中国 12 7 木 広島
広島県立福山北特別支援学校
（福山市加茂町下加茂６）

「コミュニケーション能力を活用する児童生徒
の育成　～意欲を高める授業づくりを通して
～」

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 金 広島
広島県立広島北特別支援学校
（広島市安佐北区三入東1-25-1）

「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Ⅱ～」

広島大学准教授　竹林地　毅　様　他
(０８２）８１８－１２０１
hiroshimakita-sh@hiroshima-c.ed.jp
石津充（小学部主事）

中国 12 11 月 広島
広島県立呉特別支援学校
（広島県呉市焼山北三丁目22-1）

児童生徒が，自ら考え，学びたくなる授業づくり
～資質・能力の要素を踏まえた授業評価を通し
て～

広島大学教育学部大学院教育学研究科
特別支援教育学講座
准教授　竹林地　毅　様　他

0823-33-0300
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp
教育研究部主任　教諭　山本 久美子

中国 12 15 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
～サブテーマ～「広特版学びの変革ＩＩＣモデ
ル」を基にした学習評価を通して

広島大学准教授　竹林地　毅　様
０８２－８４３－１８１１
hiroshima-sh@hiroshima-c.ed.jp
山田裕一

■中国地区



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・担当者）

中国 12 15 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」生活目指した授
業づくり－課題発見・解決学習につながる分
かって動ける授業づくり－

富山大学附属特別支援学校
副校長　野原　秀年様
広島県立教育センター
特別支援教育・教育相談部
指導主事　林 香様

ＴＥＬ    0823－82－6733
ＦＡＸ　　0823－82－7850

中国 12 16 土 広島
広島県立廿日市特別支援学校
(広島県廿日市市宮内877-2)

児童生徒の意欲，主体性を育てる授業づくり
～廿特版「学びの変革」アクション・プランに基づ
く生活単元学習の授業改善～

広島大学准教授　竹林地　毅　様
広島文教女子大学教授　李木　明徳　様
他４名

０８２９－３９－１９９５
hatsukaichi-sh@hiroshima-c.ed.jp
担当者：教頭　平川泰寛

中国 1 16 火 広島
広島県立呉特別支援学校江能分級（広
島県江田島市能美町鹿川３４０６－３）

「卒業後の生活が意識できる，児童生徒の学び
の実現に向けて」
～分かって，伝え，行動できる授業づくり～

広島大学大学院教育学研究科
特別支援教育学講座
准教授　竹林地　毅　様　他

０８２３－４５－５１２０
h-iwaharak953752@hiroshima-c.ed.jp
教頭　岩原　洋生

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・担当者）

四国 8 3 木 徳島
徳島県立池田支援学校美馬分校
（徳島県美馬市美馬町大宮西100-
4）

自閉症ワークショップ　～疑似体験から支援
を考える～

徳島県立総合教育センター
特別支援・相談課　指導主事
大久保　秀昭　様

0883-55-2237
ikedamima_ss@mt.tokushima-ec.ed.jp

四国 8 18 金 徳島
徳島県立池田支援学校美馬分校
（徳島県美馬市美馬町大宮西100-
4）

特別支援学校におけるICT活用　～コミュニ
ケーション支援を中心に～

長野県稲荷山養護学校
教諭　青木　高光　様

0883-55-2237
ikedamima_ss@mt.tokushima-ec.ed.jp

四国 8 28 月 徳島
徳島県立池田支援学校美馬分校
（徳島県美馬市美馬町大宮西100-
4）

特別な教育的支援を必要とする子どもの社
会参加　～移行期の支援（職業教育，キャリ
ア発達）から学ぶ～

鳴門教育大学大学院
学校教育研究科（特別支援教育）
教授　大谷　博俊　様

0883-55-2237
ikedamima_ss@mt.tokushima-ec.ed.jp

四国 1 26 金 高知
高知市立高知特別支援学校
（高知市本宮町125番地）

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～

岩手大学　　　　名古屋恒彦　教授
明治学院大学　高倉　誠一　准教授
植草学園大学　田所　明房　教授

088-843-0579　担当者：澤田(教頭)，楠
瀬由紀(研究主任)
kochiyogo-s@kochinet.ed.jp

四国 2 9 金 高知

高知大学教育学部附属特別支援学
校
(高知県高知市曙町2丁目5-3)

「知的障害教育校における21世紀型能力の育成
を目指して～システマティック・インストラクション
に基づく生活単元学習の授業づくり～」

群馬大学教育学部
障害児教育講座
教授　霜田　浩信　様

088－844－8450
ayumi@kochi-u.ac.jp
谷　亜由美

■四国地区



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）

九州 2 3 土 長崎
長崎大学教育学部
附属特別支援学校
（長崎県長崎市柳谷町４２－１）

「キャリア発達を支援する系統的な指導を目指し
て」
～子ども達の「考える」姿に着目した授業づくり～

植草学園大学准教授　菊池一文　様
095-845-5646
nagasakifuyo@ml.nagasaki-u.ac.jp
教頭：山田勝大

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・担当者）

■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。
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