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３０年１０月３１日現在）
■北海道地区
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

北海道立特別支援教育センター
教育課長 北嶋 公博 様
All you Need is Learning
－多様な学びのニーズに応えるために－
北海道教育庁
新設校が取り組んだ3年間の「学校づくり」の軌跡
学校教育局特別支援教育課
主査 仙北谷 逸生 様 他

連絡先
（電話・メールアドレス・担当者）

011-770-5511
ainosatokoshi-z1@hokkaido-c.ed.jp
担当：研究部【解良(けら) 和人】

北海道

10

26

金 北海道

北海道札幌あいの里高等支援学校
（札幌市北区あいの里４条7丁目１－
１）

北海道

11

16

金 北海道

社会自立を目指す生徒を育てる授業づくり
北海道中札内高等養護学校幕別
～身につけさせたい力の整理と指導の関連づけを 未定
分校
とおして～

0155-55-2121
naka-makubun-z0@hokkaido-c.ed
桜田 琢

「個に応じた指導の充実と授業改善に向けた取組」
北海道中札内高等養護学校
（河西郡中札内村東5条南１丁目８ －「主体的・対話的で深い学び」の視点から－
（教務部門）
番地）
「社会生活に必要な生活力を育てるための指導法
現在調整中
の研究」
－寄宿舎SUPをもとにした指導実践－
（寄宿舎部門）

0155-68-3266
nakakoyo@hokkaido-c.ed.jp
担当：教頭 小笠原 正樹

北海道

11

22

木 北海道

北海道

11

30

金 北海道

講師:横浜市立日野中央高等特別支援学校
011-596-0451
市立札幌みなみの杜高等支援学
「みなみの杜協働育成システムで生徒が自分らしく 教諭 坂本 征之様
minaminomori-h@sapporo-c.ed.jp
校（札幌市南区真駒内上町４丁目
成長するために～説明します、札幌市の働く力～」 助言者:札幌市教育委員会
担当:新山 淳
７－１）
指導主事 北原 義之様

■東北地区
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）

秋田大学准教授 高田屋 陽子様
秋田県教育庁特別支援教育課
主任指導主事 近藤 千晴様
指導主事
菊地 真理様

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

地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

東北

9

28

金 秋田

秋田県立栗田支援学校
（秋
「合わせた指導」の基本を徹底した授業づくり
田県秋田市新屋栗田町１０－１０）

東北

10

24

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１－２）

東北

11

16

金 秋田

秋田県立比内支援学校かづの校 「児童生徒の人と関わる力を高める授業づくり ～ 秋田県教育庁特別支援教育課
（秋田県鹿角市花輪字案内２）
『主体的・対話的で深い学び』の視点を踏まえて～」 指導主事 中村 素子様 他２名

「児童生徒の『学び』と『学んだことの活用』を生み
秋田県教育庁特別支援教育課
出す授業づくり ～『主体的・対話的で深い学び』の
指導主事 中村 素子様 他３名
視点を踏まえて～」

0186－55－2131
hinai-s@akita-pref.ed.jp
教頭 伊藤登美子
0186－22－0253
kazuno-s@akita-pref.ed.jp
副校長 加賀谷勝

様々な場面で学びを生かすことを目指した授業づく
秋田県教育庁特別支援教育課
り
指導主事 中村 素子様 他
～「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた
教科等の授業改善を通して～

東北

11

28

水 秋田

秋田県立横手支援学校
（秋田県横手市赤坂字仁坂１０５
－１）

東北

11

30

金 秋田

秋田県立比内支援学校たかのす
「自分の力を発揮する姿を育てる授業づくり ～『主 秋田県教育庁特別支援教育課
校（秋田県北秋田市七日市字家
体的・対話的で深い学び』の視点を踏まえて～」
指導主事 中村 素子様 他２名
向４９の内）

０１８２－３３－４１６６
yokote-s@akita-pref.ed.jp
教頭
近田 浩治
研究主任 大川 浩平
0186－66－2128
takanosu-s@akita-pref.ed.jp
副校長 伊藤栄子

■関東甲信越地区
月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

関東甲信越

10

24

水 千葉

千葉県立野田特別支援学校
（千葉県野田市鶴奉１４７番地の
１）

関東甲信越

11

17

土 神奈川

横浜市立日野中央高等特別支援
「キャリア発達を促す授業実践」
学校
～学びを確かめ、学びを創る～
（横浜市港南区日野中央2-25-3）

関東甲信越

11

29

木 千葉

千葉県立市原特別支援学校 つ
るまい風の丘分校

「生徒一人一人のキャリア発達を目指した教育課
程づくり～自分らしい生き方を展望し、自己実現を 川村学園女子大学 教授 向野 光様
促す授業改善～」

関東甲信越

11

29

木 千葉

千葉県立野田特別支援学校
（千葉県野田市鶴奉１４７番地の
１）

全校テーマ「自己有用感を高める授業づくり～豊かな心の育
成を目指して、高める～」
中学部のテーマ「作業学習を通して育む自己有用感～喜び・
達成感が得られる授業づくりとは～」

金 神奈川

「一人一人の課題を踏まえた各教科等の授業づくり
筑波大学附属久里浜特別支援学 ～自立活動・音楽～」
本校校長 下山 直人
校（神奈川県横須賀市野比５－１ 一日目：授業公開、授業研究会、研究概要説明、
本校職員
講義（「知的障害を伴う自閉症児の音楽の授業づく
－２）
りについて」、「自立活動の指導について」） 他

０４６－８４８－３４４４
kyougikai@kurihama.tsukuba.ac.jp

０４６－８４８－３４４４
kyougikai@kurihama.tsukuba.ac.jp

０４７－３０３－８０１１ ichikawaonosh@chiba-c.ed.jp 教頭 加藤 誠

関東甲信越

12

7

研究テーマ
全校テーマ「自己有用感を高める授業づくり～豊かな心の育
成を目指して、高める～」
小学部のテーマ「ことば・かずの授業で育まれる自己有用感～
教材教具の工夫に焦点をあてて～」

講師・助言者 等

連絡先
（電話・メールアドレス・担当者）

地区

千葉県立我孫子特別支援学校
校長
近藤 明紀 様

札幌大学教授 木村 宣孝様

植草学園
名誉教授 藤田 俊明様

関東甲信越

12

8

土 神奈川

＜講演者＞
「一人一人の課題を踏まえた各教科等の授業づくり
奈良女子大学名誉教授 浜田 寿美男様
筑波大学附属久里浜特別支援学
～自立活動・音楽～」
＜研究発表の指導助言者＞
校（神奈川県横須賀市野比５－１
二日目：研究発表（事例報告他）、ポスター発表、講
筑波大学教授 野呂 文行様
－２）
演 他
京都大学教授 田中 真介様

関東甲信越

12

13

木 千葉

千葉県立特別支援学校市川大野
「生徒一人一人のライフキャリアを支える授業づく
高等学園（千葉県市川市大野町４
り」
－２２７４）

全国特別支援教育推進連盟理事長
宮﨑 英憲様 他

０４－７１２２－７２７０
y.hghr@pref.chiba.lg.jp
萩原 義則
045-844-3015
ma18-sakamoto@city.yokohama.jp

0436-92-5281
ichiharatsurumai-sh@chiba-c.ed.jp
０４－７１２２－７２７０
y.hghr@pref.chiba.lg.jp
萩原 義則

関東甲信越

12

14

金 東京

「外部専門員を活用した授業実践 ―読み書き・作
東京学芸大学 教授 小池 敏英様
業学習・自閉症教育の実践を通して―」
東京都立清瀬特別支援学校
東京学芸大学 教授 菅野 敦様
（東京都清瀬市松山３丁目１番９７
横浜国立大学 教授 渡辺 匡隆様
分科会①「読み書き指導」
号）
分科会②「作業学習」
分科会③「自閉症教育」

電話：０４２－４９４－０５１１
メールアドレス：
Satoshi_1_Ishikawa@member.metro.t
okyo.jp
担当者：石川智史

関東甲信越

12

17

月 千葉

千葉県立野田特別支援学校
（千葉県野田市鶴奉１４７番地の
１）

全校テーマ「自己有用感を高める授業づくり～豊かな心の育
成を目指して、高める～」
高等部のテーマ「自己有用感を育む体育的活動」

関東甲信越

12

26

水 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

「社会につなぐカリキュラム・マネジメント ～小学部から 広島大学大学院教育学研究科
高等部卒業後を見据えた、わかりやすい授業つくりと
特別支援教育学講座
キャリア教育～」
准教授 竹林地 毅 様

０４２－３６７－２５１１
Daigo_Takeuchi@member.metro.tokyo.jp
副校長 竹内 大吾

関東甲信越

1

23

水 東京

しいの木特別支援学校
（千葉県市原市椎津２５９０－２）

「児童・生徒が主体的に活動するための気付き、工 学習室クレメント
夫、今後の課題」
代表 富岡 康一様

０４３６－６６－２７９０
Masato_1_Nakazawa@member.metro.
tokyo.jp
副校長 中澤将人

関東甲信越

1

24

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

「社会につなぐカリキュラム・マネジメント ～小学部から
東京都立矢口特別支援学校
高等部卒業後を見据えた、わかりやすい授業つくりと
主任教諭 川上 康則 様
キャリア教育～」

０４２－３６７－２５１１
Daigo_Takeuchi@member.metro.tokyo.jp
副校長 竹内 大吾

関東甲信越

1

25

金 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・生徒の人間関係を円滑にする力の向上を
目指して～学びあう授業づくりの充実を通して～」

上越教育大学教授 松本 健義様

０４２－５５４－０８２９
S1000252@section.metro.tokyo.jp
担当副校長 中村典男

関東甲信越

1

28

月 東京

「卒業後の社会生活につながるキャリア教育の充
都立江東特別支援学校
実について」
（東京都江東区東陽４－１１－４５）
‐発達検査等を活用して‐

植草学園大学准教授 菊地 一文様

０３－３６１５－２３４１
Tomohiro_Masuda@member.metro.to
kyo.jp 担当者 増田知洋

元特別支援学校教頭
井上 皓太郎様

関東甲信越

1

31

木 東京

東京都立港特別支援学校
（東京都港区港南３丁目９番４５
号）

基調講演 志賀 利一様（社会福祉法人 横
浜やまびこの里）
「自ら考え自ら行動する力を育成するキャリア教
分科会助言者
育」
分科会①「自己選択・自己決定を叶える学習支援」 ①齊藤 宇開様（たすく株式会社）
②縄岡 好晴様（千葉県発達障害者支援セ
分科会②「個の特性に応じた作業学習」
ンター）
分科会③「主体性を育むことを目的とした環境調
③川上 康則様（東京都立矢口特別支援学
整」
校）

関東甲信越

1

31

水 千葉

千葉県立夷隅特別支援学校
（千葉県いすみ市楽町30-1）

「キャリアの視点に立った学校生活づくりと支援の
在り方」

植草学園大学
准教授 菊地 一文 様

０４－７１２２－７２７０
y.hghr@pref.chiba.lg.jp
萩原 義則

電話 03-3471-9191
ホームページ
http://www.minato₋sh.metro.tokyo.jp
【担当】 副校長 嶋田 聡

０４７０－８６－４１１１
o.ochai@pref.chiba.lg.jp
教頭 落合 修

「知的障害教育における児童・生徒の主体的・対話
東京家政大学 家政学部児童教育学科
的で深い学びの実現を目指した授業づくり～国語・
学科長・教授 半澤 嘉博 様
算数（数学）の授業改善の工夫～）

０３－３９３８－０４１５
S1000250@section.metro.tokyo.jp
副校長 茂木里美 主幹 塚本秀
雄

関東甲信越

2

1

金 東京

東京都立高島特別支援学校
（東京都板橋区高島平３－７－２）

関東甲信越

2

1

金 東京

東京都立久我山青光学園
（東京都世田谷区北烏山4-37-1）

「障害特性に応じた指導
～自立活動の指導の充実～」

関東甲信越

2

6

水 東京

都立調布特別支援学校
（東京都調布市調布ヶ丘１丁目１
番２号）

「『社会』の中で主体的に生きる力（自らできる力）を
臨床発達心理士 磯部 裕子様
育てる～『社会』参加のための小・中学部教育の充
たすく株式会社代表 齊藤 宇開様
実～」

関東甲信越

2

6

水 千葉

千葉県教育庁
千葉県立特別支援学校流山高等 キャリア発達を支援する教育課程のあり方
～「資質・能力」でつなぐカリキュラム・マネジメントと 教育振興部特別支援教育課
学園
指導主事 松見 和樹様
授業実践～
千葉県流山市名都借140番地

０４－７１４８－０２００
k.shmd11@pref.chiba.lg.jp
教頭 嶋田克巳

関東甲信越

2

7

木 東京

東京都立鹿本学園
「地域・社会で主体的に生きる力を育む指導」
（東京都江戸川区本一色２丁目２
～共生社会の実現を目指して～
４番１１号）

０３－３６５３－７３５５
S8000853@section.metro.tokyo.jp
副校長 鈴木 愛

関東甲信越

2

7

木 東京

「卒業後の自立と社会参加に向けた授業づくり」
足立特別支援学校
上越教育大学 准教授 池田 吉史様
～「3つの力」を視点とした指導内容の見直しと授業
（東京都足立区花畑７－２３－１５）
茨城キリスト教大学 講師 平田 正吾様
改善～

「ＩＣＴ機器を活用した授業づくり」

「確かな学びを支える領域・教科を合わせた指導の
千葉大学教授 北島 善夫様 他
授業づくり」

関東甲信越

2

8

金 東京

東京都立中野特別支援学校
（東京都中野区南台3-46-20）

関東甲信越

2

15

金 千葉

千葉大学教育学部附属特別支援学校
（千葉県千葉市稲毛区長沼原町312）

関東甲信越

2

18

月 東京

ことばを育てる
八王子特別支援学校
知的障害教育における教科学習
（東京都八王子市台町３－５－１） ～自立活動をベースにした教科指導の充実～

筑波大学教授
筑波大学附属久里浜特別支援学校
校長 下山 直人様 他

東洋大学教授 谷口 明子様 他

東京学芸大学 教授 小林 巌様
㈱福分堂 代表取締役 村岡 明様
都立石神井特別支援学校
指導教諭 海老沢 穣様

03-3300-6235
ml-kugayamaseiko
@section.metro.tokyo.jp(担当：佐藤)
０４２－４８７－７２２１
S1000254@section.metro.ne.jp
副校長：山﨑 裕之

03-3850-6066
S1000261@section.metro.tokyo.jp
研究・研修部主任 川上 勉
０３－３３８４－７７４１
S1000260@section.metro.tokyo.jp
主幹教諭 西田 駿介
０４３－２５８－１１１１
fuyou@ml.chiba-u.jp
担当：副校長 横山健司

たすく㈱齊藤 宇開様

０４２－６２１－５５００
Megumi_Hamada@member.metro.tok
yo.jp 副校長 濱田恵

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）

児童生徒の「社会性」「主体性」を育む授業づくり

植草学園短期大学教授 佐藤 愼二様 他

０５８－２３９－９７１２
c27398@gifu-net.ed.jp
担当者 今岡聡子

■東海地区
地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

東海

9

21

金 岐阜

岐阜県立岐阜本巣特別支援学校
岐阜県岐阜市西秋沢2-363-1

東海

10

5

金 静岡

静岡県立吉田特別支援学校
（静岡県榛原郡吉田町片岡2130
番地）

東海

10

16

火 岐阜

「子どもたちの「自立」を育む指導・支援の在り方」
岐阜県立可茂特別支援学校
岐阜聖徳学園大学 教育学部
（岐阜県美濃加茂市牧野２００７番 ～子どもに寄り添うためのＲ－ＰＤＣＡサイクルの
教授 安田 和夫様
活用～
地１）

静岡北特別支援学校教諭 植田 記久乃様
『自分の良さに気付き、進んで取り組む児童生徒を
０５４－３６８－６８００
中央特別支援学校教諭 男城 幸枝様
目指して～一人一人が達成感や充実感を味わえる
shimizu-sh@edu.pref.shizuoka.jp
静岡北特別支援学校南の丘分校教諭
授業づくり～」
片岡 佳美様

「地域の中でつながり合って生きる力を育てる」

浜松学院大学 教授 横山 孝子様 他

０５４８－２３－９８７１
yoshida-sh@edu.pref.shizuoka.jp
担当 研修課長 齋藤 香
０５７４－２８－３１５０
c27376@gifu-net.ed.jp（学校）
藤井 大悟

東海

11

9

金 静岡

静岡県立清水特別支援学校
（静岡県静岡市清水区八坂東一
丁目１６－１）

東海

11

30

金 静岡

静岡県立藤枝特別支援学校（静
岡県藤枝市前島2281-1）

「ともに学び、力強く活動する人を育てる」

筑波大学教授 下山 直人様 他

054-636-1893
kenji01.nakamura@edu.pref.shizuoka.j
p

東海

1

29

火 静岡

静岡県立浜松特別支援学校
(静岡県浜松市南区江之島町
1266-2)

「児童生徒の主体的・協働的に学ぶ授業づくり」

静岡大学教育学部
准教授 山元 薫様 他

053-425-7461
hamamatsu-sh@edu.pref.shizuoka,jp
研修課長 神家 志保

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）

■北陸地区
地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

北陸

8

10

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）

北陸

9

26

水 富山

富山大学人間発達科学部附属特 第４回「学びあいの場」
専門家として学びあい高め合う校内研修の在り方
別支援学校
について
（富山県富山市五艘１３００）

076-445-2809
tokushi@fuzoku.u-toyama.ac.jp
副校長 近江ひと美

北陸

10

10

水 富山

富山大学人間発達科学部附属特 第５回「学びあいの場」
専門家として学びあい高め合う校内研修の在り方
別支援学校
について
（富山県富山市五艘１３００）

076-445-2809
tokushi@fuzoku.u-toyama.ac.jp
副校長 近江ひと美

北陸

10

24

水 富山

富山大学人間発達科学部附属特 第６回「学びあいの場」
専門家として学びあい高め合う校内研修の在り方
別支援学校
について
（富山県富山市五艘１３００）

076-445-2809
tokushi@fuzoku.u-toyama.ac.jp
副校長 近江ひと美

北陸

11

26

月 富山

富山大学人間発達科学部附属特 第７回「学びあいの場」
専門家として学びあい高め合う校内研修の在り方
別支援学校
について
（富山県富山市五艘１３００）

076-445-2809
tokushi@fuzoku.u-toyama.ac.jp
副校長 近江ひと美

文部科学省 平成３０年度特別支援教育に関する
実践研究充実事業 「地域・人との関わりを通して、 関西学院大学教授 菅原 伸康様
学ぶ楽しさ、伝え合う喜びを育む授業づくり」

０７６－２６３－５５５１
ma-yoshi@staff.kanazawa-u.ac.jp

北陸

12

12

水 富山

富山大学人間発達科学部附属特 第８回「学びあいの場」
専門家として学びあい高め合う校内研修の在り方
別支援学校
について
（富山県富山市五艘１３００）

076-445-2809
tokushi@fuzoku.u-toyama.ac.jp
副校長 近江ひと美

北陸

1

21

月 富山

富山大学人間発達科学部附属特 第９回「学びあいの場」
専門家として学びあい高め合う校内研修の在り方
別支援学校
について
（富山県富山市五艘１３００）

076-445-2809
tokushi@fuzoku.u-toyama.ac.jp
副校長 近江ひと美

北陸

2

7

木 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）

「子どもたちが変わる確かな学び」

北陸

2

8

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）

文部科学省 平成３０年度特別支援教育に関する
実践研究充実事業 「地域・人との関わりを通して、 明星大学教授 明官 茂様
学ぶ楽しさ、伝え合う喜びを育む授業づくり」

０７６－２６３－５５５１
ma-yoshi@staff.kanazawa-u.ac.jp

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）

大阪大谷大学教授 小田 浩伸 様

072-824-1734
ksc@neyagawa-y.osaka-c.ed.jp

畿央大学 教育学部
大久保 賢一様

０７３９－４７－２１１５
担当：田端 桂（ﾀﾊﾞﾀ ｹｲ）
tabata-k001@wakayama-c.ed.jp

植草学園大学教授 名古屋 恒彦様

０７６－２５８－１１０１
ishiks@m1.ishikawa-c.ed.jp
担当：教頭 橋本

■近畿地区
地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

近畿

12

25

火 大阪

大阪府立寝屋川支援学校
「支援教育におけるアクティブ・ラーニング」
大阪府寝屋川市寝屋川公園2100

近畿

2

7

木 和歌山

県立はまゆう支援学校
（〒649-2102 和歌山県西牟婁郡
上富田町岩田２１５０

教科教育の基礎から学ぶ授業づくり（算数編）
～わかって動ける授業づくり・キャリア教育の視点を
ベースにして～

近畿

2

22

金 大阪

大阪府立東淀川支援学校
（大阪府大阪市東淀川区東中島
3-5-22）

「自ら考え行動する力、変化に対応できる力、コミュ
ニケーション力を育む授業づくり～主体的・対話的 東洋大学教授 滝川 国芳様 他
で深い学びのある授業改善を図る～」

電話：06-6325-9011
ＦＡＸ：06-6325-9021

研究テーマ

連絡先
（電話・メールアドレス・担当者）

「主体的に生きる力の獲得を目指して」

■中国地区
地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

中国

2

27

水 岡山

岡山西支援学校
（岡山県岡山市北区田中５７９）

講師・助言者 等

「育てたい力」を明確化した、主体的・対話的で深い
トモニ療育センター 所長 河村 淳子様
学びのある課題学習
副所長 高橋 智恵子様
～１年次：「何ができるようになるか」をめざす小中
高における一貫した課題別学習～

086-2434535
nisisien@pref.okayama.jp
小学部教頭：金島久美子

■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・担当者）

研究テーマ

講師・助言者 等

連絡先
（電話・メールアドレス）

児童生徒の「生活する力」の向上を目指した授業づくり
～キャリア教育の視点に立った小中高等部の系統的な課題設定と具
体的な手立ての工夫を通して～

帝京大学福岡医療技術学部 教授
堺裕様

0944－56－9671

（福岡県大牟田市天道町24番地）

金 沖縄

沖縄県立西崎特別支援学校
糸満市西崎１丁目１番２号

「生きる力を育む特別支援教育の推進」
～自立と社会参加をめざして～

０９８－９９４－６８５５
「発達に遅れや偏りがある子ども支援」
okitokuken@as.open.ed.jp
安部 博志様
筑波大学附属大塚特別支援学校支援部長 事務局長：山本 久美子
コーディネーター

金 鹿児島

鹿児島大学教育学部附属特別支
援学校（鹿児島県鹿児島市下伊 「子どもの学びから始めるカリキュラム開発Ⅲ」～
育てたい資質・能力でつなぐ計画・実施・評価・改善 明星大学常勤教授 明官 茂 様 他
敷１丁目10番１号）
のプロセス～

■九州地区
地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

九州

11

30

九州

九州

12

2

14

1

金 福岡

大牟田市立
大牟田特別支援学校

hn-koga@st.city.omuta.fukuoka.jp

０９９－２２４－６２５７
s-koukai@edu.kagoshima-u.ac.jp

＊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。
の「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。
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）

