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平成26年4月1日

全国特別支援学校長会

会長兵　馬　孝　周

全国特別支援学校長　殿

平成26年度　第51回全国特別支援学校長研究大会の開催について

陽春の候、校長先生方におかれましてはますますご清祥にてご活躍のこととお喜び申し上げます。また平

素より全国特別支援学校長会の活動にはご理解とご協力をいただきまして、深く感謝申し上げます。
さて、本会は平成21年度、第45回全国大会におきまして会則改正を行い、都道府県校長会を基礎組織

として専門性に関わる6つの障害種別教育担当校長会（視覚障害教育担当校長会、聴覚障害教育担当校長会、

知的障害教育担当校長会、肢体不自由教育担当校長会、病弱教育担当校長会、発達障害教育担当校長会）か

ら構成される「全国特別支援学校長会」へと組織を改変いたしました。その後今日まで本会は我が国の特別

支援教育の充実・発展のために真撃に研究と実践を重ねるとともに、教育条件の整備にも努め、数々の意見

表明を行う中で多大な成果をあげてまいりました。
このような中、平成26年度第51回研究大会を下記のように開催いたします。公務ご多忙のこととは存

じますが、多くの方にご参加いただきまして研究協議や情報交換を活発に行い、本大会をこれまで以上に有

意義にしていく所存です。大会の詳細につきまして以下の通りにご案内いたしますので、多くのみな様にご

参加いただきますようよろしくお願いいたします。

記

1名　　称　　全国特別支援学校長研究大会（研究協議会、総会、その他）

2　主　　催　　全国特別支援学校長会

全国盲学校校長会　全国聾学校校長会

全国特別支援学校知的障害教育校長会　全国特別支援学校肢体不自由教育校長会

全国特別支援学校病弱教育校長会

3　後援予定　　文部科学省　全国特別支援教育推進連盟

全国特別支援学級設置学校長協会

東京都教育委員会

4　期　　日　　平成26年6月24日（火）～6月26日（木）

5　場　　所　　国立オリンピック記念青少年総合センター

〒15ト0052　東京都渋谷区代々木神園町3番1号

6　研究テーマ

インクルーシブ教育システムの構築を目指した特別支援学校の経営のあり方

7　日　程　　P2参照

1）大会初日の受付は各障害種別の研究会開催会場となっています。直接各会場にお越しいただき受付を

済ませてください。
2）大会1日目、午後の「総会」概要は以下の通りです。

・平成25年度活動報告、会計報告

・平成26年度活動計画、予算案

・平成26年度大会決議　等

3）大会2日目、午前の「全国高等学校長協会特別支援学校部会総会」（以下「全高特」と略します）に

は高等部設置校の校長先生はご参加ください。
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平成26年度　第51回全国特別支援学校長研究大会日程

全特長 �全盲長 �全聾長 �全知長 �全肢長 �全病長 

6 月 24 日 室 �8：30 �事務局 （大会本部） センタ一棟104 �受付 センタ一棟402 �受付 センタ一棟309 �受付 カルチャー棟大ホール �受付 センタ一棟101 �受付 センタ一棟401 

9：00 12：00 13：00 �※初日の受付は �総　会 �総　会 �総　会 �総　会 �総　会 
・25年度事業報告、決 �・25年度事業等の報告 �・来賓あいさつ �・25年度事業等の報告 �・25年度事業等の報告 

各萌芽陸別の �算報告等 �・26年度体制、事業等 �・25年度事業等の報告 �・26年度体制、事業等 �・26年度事業等の協議 

開催会場です。 �・26年度事業計画、予 算、体制等協議等 �の協議　等 �・26年度体制、事業等 の協議等 �の協議　等 �・経営課題協議Ⅰ 

（昼　食・休　憩） 

全国特別支援学校長会（以下全特長）総会 
15：20 15：40 17：00 18：00 �（会場　カルチャー棟大ホール） 

（休　憩） 
文部科学省からの行政説明 

行政説明1　特別支援教育を巡る教育界の動向（講師：文科省初等中等局長） 
行政説明2　特別支援教育の動向、施策等について（講師：特別支援教育課長） 

（会場　カルチャー棟大ホール） 

（休　憩・移　動） 
全体懇親会 

20：00 �（会場　国際交流棟レセプションホール） 

6 月 �8：30 �　事務局 センタ一棟104 �受付　カルチャー棟大ホール 

9：00 10：20 10：30 10：50 12：20 13：30 15：30 16：00 16：50 �講演会Ⅰ講師　国立特別支援教育総合研究所教育情報部上席総括研究員　藤本裕人氏 

演題：（仮題）インクルーシブ教育システム構築に向けた基礎的環境整備と合理的配慮等の課題 
（会場　カルチャー棟大ホール） 

（‾休　憩） 

全慧崇誓呈票援学校苧纂（誓諾警護芙ホール）　（休憩） 

講演会Ⅱ（全高特との合同研修会）　　　講師　日‾本発達障害ネットワーク理事長　市川宏伸氏 
演題（仮題）発達障害のある児童・生徒への対応 

（会場　カルチャー棟大ホール） 

（昼　食・休　憩）　、、 
全特長専門委員会委員長会議 ���全特長調査研究報告 

25 ��5種別校長会から以下の委員会専門委員に選出された会員 ���・調査研究委員会より報告 

日 ��教育課程、法制制度、施設設備 ���・今年度調査研究の方法 

垂 ��人事厚生、進路福祉、支援連携 ���・特総研との連携について　等 （センタ一棟102） ���（会場　カルチャー棟大ホール） 

（休　憩・移　動） 

種別の専門委員会研究協議会　　l（6委員会×5種別担当校長会） 

担当校長会 �全盲長 �全聾長 �全知長 �全肢長 �全病長 

専門委員会 �（視覚障害） �（聴覚障害） �（知的障害） �（肢体不自由） �（病弱） 

教育課程 �301 �406／407 �101 �502 �504 

法制制度 �302 �408 �309 �503 �505 

施設設備 �303 �410 �310 �510 �506 

人事厚生 �300 �411 �401 �511 �507 

進路福祉 �305 �412＿ �402 �512 �508 

支援連携 �308 �413 �102 �514 �509 

※知的障害教育校長会は、発達障害教育校長会を兼務する。

全特長 �全盲長 �全聾長 �全知長 �全肢長 �全病長 

6 月 �8：30 �事務局 （大会本部） センタ一棟104 �受付 センタ一棟402 �受付 センタ一棟309 �受付 カルチャー棟大ホール �受付 センタ一棟101 �受付 センタ一棟401 
9：30 11：30 � �研究協議会 �研究協議会 �研究協議会 �研究協議会 �研究協議会 

26 ���・講演会 �・専門委員会報告 �・経営課題講演または �・先進学校経営報告 �・経営課題協議Ⅱ 

日 ���・文部科学省特別支 �・文部科学省特別支援 �シンポジウム �・文部科学省特別支援 �・文部科学省特別支援 

末 ） ���援教育教科調査官に �教育教科調査官によ �・文部科学省特別支援 �教育教科調査官によ �教育教科調査官によ 
よる行政説明と講評 �る講評 �教育教科調査官によ る行政説明と講評 �る行政説明と講評 �る行政説明と講評 

12：00 � 
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4）大会2日目、午前の「全高特との合同研修会」は全ての校長先生を対象としています。「全高特」総

会で離席された校長先生方は講演会開始時間にはお戻り下さい。
5）大会2日目、午後の「全特長専門委員会委員長会議」には、各種別校長会から選出された6つの専門

委員会に所属する委員がご参加ください。各委員会には3人の委員が選出されています。15人の委

員で調査研究のあり方、調査項目の検討、その後の専門委員会の進行について相談いたします。

6）大会2日目、午後の「全特長調査研究報告」には「全特長専門委員会委員長会議」に参加されない校

長先生はご参加ください。
7）大会2日目、16時からの「全特長、種別の専門委員会研究協議会」には6つの委員会による種別ご

との所属校長による研究協議が行われますので全ての校長先生はご参加ください。ご自身の所属につ

きましては各種別の開催要項等でご確認いただき、各委員会の協議にご参加ください。

8）大会3日目は12時に会場を明け渡す必要があります。各種別の研究協議会はゆとりを持って運営を

お願いいたします。

8　費　用

全国特別支援学校長会として納入していただく費用は次のようにお願いいたします。

1）種類

①平成26年度会費．…．…‥．…．………．．…．……‥…… �…………．8，000円 � 

②平成26年度研究大会費…．．…………………．．…． �…………．6，000円 �（資料費3，000円含む） 

③全体懇親会会費（参加申込者のみ）．．…‥…… �…………．4，500円 � 

2）納入方法

①26全特長第2号「平成26年度全国特別支援学校長会諸経費納入のお願い」により納入して下さい。
なお、研究大会費、懇親会費については平成26年5月31日までに納入して下さい。（厳守）

②大会不参加者は平成26年度会費（8，000円）と資料費（3，000円）をお振込み下さい。

③資料は大会終了後お送りいたします。その際の送料につきましてはご負担願います。
3）公費扱いの学校は以下のようにお願いいたします。

・都道府県の用紙（書類）に必要事項をご記入の上、全国特別支援学校長会事務局まで郵送またはご

持参下さい。
・必要な添付書類等ありましたらご請求下さい。また期日までに納入が困難な場合はその旨を事前に

事務局までにご連絡下さい。
・全校分まとめて納入の都道府県については請求書を同封してありませんので必要な場合は事務局ま

でご連絡下さい。

9　宿

斡旋いたしませんので各自でご手配をお願いします。

10　申込み

1）各種別校長会から出される文書もご覧になり同封のハガキにて参加を申し込まれてください。不参加

の方も確認の必要がありますので必ずご返信ください。

2）全国では1校に複数の障害種別部門を設置している「併置校」が増加している傾向があります。本会

ではこのことに対応すべく昨年度より以下の2つの事業を試行いたしました。今年度も継続して取り

組みますので、申込みハガキのご記入に当たっては以下の点にご留意されてください。

①ご参加にあたって、幾つかの障害種別の資料をご希望の方は希望される資料に○を付けてお申し込

みください。希望種別数について特に制限はいたしませんので、各校の実態に合わせて希望されて

ください。大会当日に、希望された資料を大会の受付にご自身で取りに行かれてください。

②ご参加にあたって幾つかの障害種別の研究会等に参加をご希望の方、参加を希望される種別の研究

会に○を付けてお申し込みください。各障害種別の研究会は初日と最終日に設定されています。各

種別からの案内も参考にされてご検討く ださい。場合によっては半日で複数の障害種別の研究会に
ご参加ということもあるかと存じます。会場規模の関係でご希望をお受けできない場合は大会当日

にご案内いたします。
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申し込みハガキ記入例

平成26年度r第51回全国特別支援学校長研究大会 

都道府県名■東京 

学校名　○○盲学校　　　氏名　○△　☆□ 

第1日日 ���出欠席／参加種別 �希望される資料 �※ 該． 当 欄 に ○ を つ け て 下 さ い 0 参加 

6 ／ 24 垂 �種別の総会 �⑧　不参加 �盲聾、⑳股、丙 
種別の研究協議会 �盲　聾、知、股、病 

全特長総会 行政説明 �く垂亘：）不参加 � 

全体懇親会 �⑪不参加 � 

第2日日 ��出欠席／参加種別 �希望される資料 

6 ／ 25 奉 �講演会 全高特合同研修会 �⑪　不参加 � 

全特長専門委員会 委員長会議 もしくは 全特長調査研究報告 �⑪不参加 � 

種別の専門委員会 �⑪　不参加 � 

第3日日 ��出欠席／参加種別 �希望される資料 

6 ／ 26 奉 �種別の研究協議会 �⑪不参加 盲聾、⑳股、痛 �聾、⑳股、 

ト申込期限平成26年5月16日（金）必着 

※　都道府県管理運営規則等で校長に位置づけられた准校長等で、 

を希望する場合は、別様でご提出下さい。 

・申込期限　　平成26年5月16日（金）必着

11連絡先（事務局）

名　　　　称 �T �所　　在　　地 �電　　　話 

全国特別支援学校長会 �113－0034 �文京区湯島1－5－28 ナーベルお茶の水207号室 �霊03－3812－5022 

全　国　古　学　校　長　会 �157－0061 �世田谷区北烏山4－37－1 �℡　03－3300－6235 
久我山青光学園 �拙　03－3300－7136 

全　国　聾　学　校　長　会 �168－0073 �杉並区下高井戸2－22－10 �℡　03－5301－3034 
都立中央ろう学校 �淵　03－5301－3035 

全　国　特　別　支　援　学　校 �113－0034 �文京区湯島1－5－28 �芸03－6240－0820 

知的障害教育校長会 ��ナーベルお茶の水207号室 

肢体不自由教育校長会 �135－0003 �江東区猿江2－16－18 �℡　03－3634－8431 
都立墨東特別支援学校 �Ⅰ弧　03－3846－6684 

病　弱　教　育　校　長　会 �260－0801 �千葉市中央区仁戸名町673 �℡　043－264－5400 
千葉県立仁戸名特別支援学校 �淵　043⊥268－5082 

12　種別校長会会費等

前記のほかに、各種別校長会の会費等は各種別校長会からの通知をご覧下さい。
※　各種別校長会の会費等の納入先は、各種別校長会の会計担当校です。
※　全国特別支援学校長会事務局とは異なりますので、ご注意下さい。
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