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（令和元年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

連絡先
（電話・メールアドレス・担当者）

北海道

7

20

土 北海道

北海道教育大学附属特別支援学校

「育成を目指す資質・能力と知的障がい教育の学び」

シンポジスト
札幌大学教授 木村 宣孝 様
北海道星置養護学校長 伊藤 友紀 様

０１３８－４６－２５１５
hak-tokushi@h.hokkyodai.ac.jp
研究主任 齊藤 留美

みなみの杜協働育成システムで生徒が自分らしく成長
するために
～働き続ける人を育てる
生徒主体の「ホンモノ」授業づくり～

横浜市立盲特別支援学校
副校長 瀧 田 美紀子 様

011-596-0451
minaminomori-h@sapporo-c.ed.jp
担当：教諭 新山 淳

「主体的・対話的で深い学びを実現するための課題解決
元愛媛大学教授 上岡 一世 様
型学習の視点による授業改善」

０１１－６８５－７７４４
takahashi-katsutoshi@hokkaido-c.ed.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）

児童生徒の「生涯学習力」を高める教育課程の編成

講演
あべけん太様（ダウン症のタレント）
安部俊秀様（あべさんのお父様）

０１８－８６２－８５８３
fuyo@sh.akita-u.ac.jp
教頭：相場 力
022－214－3353
tokushi@tokushi.miyakyo-u.ac.jp
研究主任；菅原しのぶ

北海道

11

29

金 北海道

市立札幌みなみの杜高等支援学校
（札幌市南区真駒内上町4丁目7-1）

北海道

12

13

金 北海道

北海道札幌高等養護学校
（札幌市手稲区手稲前田４８５番地３）

■東北地区
地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

東北

8

20

火 秋田

秋田大学教育文化学部附属特別支援学校
（秋田市保戸野原の町７－７５）

東北

10

4

日 宮城

宮城教育大学附属特別支援学校
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉３９５－２

「生きる力」から「みんなで生き抜く力」へ
～人や場所の垣根を越えた授業作りを通して～

【講師】
宮城教育大学 教授 水谷好成（本校前校
長）
【研究協力者】
宮城教育大学の先生方（特別支援教育講
座，教員キャリア研究機構，教職大学院）

東北

10

29

火 福島

福島県立あぶくま支援学校
（福島県郡山市中田町赤沼字杉並１３９）

新学習指導要領を踏まえた
「学びの履歴シート」を活用しての授業づくり

十文字学園女子大学
人間生活学部児童教育学科
教授 中西 郁 様

０２４－９５６－１９０１
abukuma-sh@fcs.ed.jp
担当 教頭 喜多見 久美

東北

11

6

水 秋田

秋田大学教育文化学部附属特別支援学校
（秋田市保戸野原の町７－７５）

児童生徒の「生涯学習力」を高める教育課程の編成
第１回オープン授業研究会（中学部）

前 秋田県生涯学習センター所長
髙橋保子 様
秋田大学教育文化学部附属小学校
教諭 大山光子 様

０１８－８６２－８５８３
fuyo@sh.akita-u.ac.jp
教頭：相場 力

地区

東北

月

11

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

22

研究テーマ

講師・助言者 等

金 山形

山形県立上山高等養護学校
（山形県上山市宮脇６００番地）

「伝え合い、共に学ぶ生徒の姿を目指した授業づくり
～主体的・対話的で深い学びの視点からの
授業改善～」

山形県教育センター
特別支援教育課長（兼）企画調整専門員
川田 栄治 様
山形県立米沢養護学校 教諭
山下 敦 様

「生徒一人一人の教育的ニーズに応じた
自立活動の実践
～学校と寄宿舎の連携システムの構築を通して～」

連絡先
（電話・メールアドレス・担当者）
０２３－６７２－３９３６
gotouk.qf@pref-yamagata.ed.jp
教頭 後藤 慶一

０２２５－５０－１０８８
栗原泉（通訳・音楽ジャーナリスト・タレント栗 okg@od.myswan.ed.jp
教頭 佐藤功一
原類さんの母）

東北

11

22

金 宮城

宮城県立支援学校女川高等学園（宮城県牡
鹿郡女川町浦宿浜字十二神６０－３）

東北

11

27

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）

様々な場面で学びを生かすことを目指した授業づくり
～「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～

県教育庁特別支援教育課主任指導主事
清水 潤 様 佐藤 圭吾 様
県立角館高等学校定時制課程教育専門監
大沢 貴子 様

０１８２－３３－４１６６
yokote-s@akita-pref.ed.jp
担当 教 頭
佐々木誠
研究主任 大川浩平

東北

12

11

水 秋田

秋田大学教育文化学部附属特別支援学校
（秋田市保戸野原の町７－７５）

児童生徒の「生涯学習力」を高める教育課程の編成
第２回オープン授業研究会（高等部）

秋田県教育庁 生涯学習課
社会教育主事 小川成樹 様
秋田大学教育文化学部
准教授 谷村佳則 様

０１８－８６２－８５８３
fuyo@sh.akita-u.ac.jp
教頭：相場 力

「子ども一人一人が確かに育つ授業づくり」（１年次）
～「主体的・対話的で深い学び」の
視点に基づく実践を通して～

講 師：植草学園大学准教授 菊地一文 様
助言者：
山形県立鶴岡養護学校長 早川 隆 様
山形県立山形聾学校長
大原良紀 様
山形県教育庁特別支援教育課
主任指導主事 矢野裕之 様
庄内教育事務所 指導主事 松田貴祐 様

山形県立酒田特別支援学校

０２３４－３４－２０２６

東北

12

13

金 山形

東北

12

13

金 福島

福島県立大笹生支援学校
（福島県福島市大笹生字俎板山182番地の2）

「みんなが学ぶ・みんなと学ぶ
地域の支援学校を目指して
～一人一人の学びを大切にした授業づくり～」

東北福祉大学教授 大西 孝志 様

０２４－５５８－８７１０
ohzasou-sh@fcs.ed.jp
担当 教頭 大竹奈保子

東北

12

25

水 秋田

秋田大学教育文化学部附属特別支援学校
（秋田市保戸野原の町７－７５）

児童生徒の「生涯学習力」を高める教育課程の編成

講演
文部科学省 総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課
障害者学習支援推進室より（調整中）

０１８－８６２－８５８３
fuyo@sh.akita-u.ac.jp
教頭：相場 力

水 秋田

秋田大学教育文化学部附属特別支援学校
（秋田市保戸野原の町７－７５）

児童生徒の「生涯学習力」を高める教育課程の編成
第３回オープン授業研究会（小学部）

秋田県立近代美術館
副館長 樫尾康子様
秋田大学教育文化学部
教授 長瀬達也様

０１８－８６２－８５８３
fuyo@sh.akita-u.ac.jp
教頭：相場 力

東北

1

29

（山形県酒田市宮海字新林３７）

ysakatokushi@pref-yamagata.ed.jp

■関東甲信越地区
研究テーマ

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

関東
甲信越

11

15

金 群馬

群馬大学教育学部附属特別支援学校
（群馬県前橋市若宮町２丁目８番１号）

「学びを生かし，自分らしく社会とかかわる児童生徒の 国立特別支援教育総合研究所
育成～学習指導要領に対応した各教科の実態把握を活 インクルーシブ教育システム推進センター
総括研究員 横尾 俊 様
用した授業づくり～」

０２７－２３１－１３８４
shc@ml.gunma-u.ac.jp
五明 智宏

関東
甲信越

11

29

金 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）

「キャリア発達を支援する学校生活づくりの在り方」
～地域との協働をとおして～

植草学園大学
准教授 菊地 一文 様

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

山梨県教育庁高校改革・特別支援教育課
主幹・指導主事 向山広一 様
山梨県総合教育センター
相談支援部特別支援教育担当
主幹・指導主事 小田切一博 様
副主幹・指導主事 金谷裕司 様

０５５－２６３－７７６０
mogura@kai.ed.jp
塚本広志

全国特別支援教育推進連盟理事長
宮﨑英憲 様 他

０４７－３０３－８０１１
ichikawaono-sh@chiba-c.ed.jp
村木（研究主任）

関東
甲信越

12

6

金 山梨

山梨県立高等支援学校桃花台学園
（山梨県笛吹市石和町中川１４００）

社会的・職業的自立を見据えた普通教科における学び
の質の高次化
-桃花台スタンダードに焦点をあてた「わかる授業づくり」
-

関東
甲信越

12

13

金 千葉

千葉県立特別支援学校市川大野高等学園
（千葉県市川市大野町４丁目 ２２７４）

「生徒一人一人のライフキャリアを支える授業づくり」
～学びの深まる教科連携の在り方を考える～

講師・助言者 等

連絡先
（電話・メールアドレス・担当者）

地区

関東
甲信越

12

17

火 埼玉

県立越谷西特別支援学校
（埼玉県越谷市西新井８５０－１）

国立特別支援教育総合研究所
青木 高光 様
埼玉大学教育学部教授
長江 清和 様
リコージャパン株式会社
野本 範子 様
「ＩＣＴ機器を活用した授業づくり」
リコージャパン株式会社
～主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善の推
桒原 健二 様
進～
東京都立石神井特別支援学校教諭
海老沢 穣 様
埼玉県立熊谷特別支援学校教諭
内田 考洋 様
埼玉県特別支援教育課指導主事
佐藤 幸博 様

関東
甲信越

1

22

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

『キャリア発達とその支援
～伝える・伝わることから始まる深い学び～』

本校外部専門員
臨床発達心理士
山出 智世 様

０４８－９６２－０２７２
kondou.shinya.9d@spec.ed.jp
主幹教諭 近藤新也

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

地区

関東
甲信越

月

1

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

23

木 東京

東京都立小金井特別支援学校
（東京都小金井市桜町2-1-14）

研究テーマ

講師・助言者 等

＜基調講演＞
○東京学芸大学教職大学院・教育実
践創成講座 教授 藤野 博 様
＜シンポジスト＞
児童・生徒一人一人が「分かった」「できた」「もっとやりた
○合同会社学習室クレメント
い」を実感できる授業づくり
代表 富岡 康一様
～外部専門家を活用した組織的な取り組みを通して～
○東京大学先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ
特任研究員 森脇 愛子様
○東京学芸大学教育学部
非常勤講師 前川 圭一郎様
＜基調講演＞
早稲田大学教授 梅永 雄二 様
＜分科会講師＞
①プログラミング教育
大妻女子大学教授 生田 茂 様
②授業改善（肢体不自由教育部門）
地域ケアさぽーと研究所理事長 飯野 順子 様
③授業改善（知的障害教育部門）
臨床発達心理士 安斉 好子 様
④作業学習の改善（職業スキル分析）
大妻女子大学 縄岡 好晴 様

連絡先
（電話・メールアドレス・担当者）

電 話：042-384-6881
ﾌｧｸｼﾐﾘ：042-382-8543
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：
Yuuji_3_Tanaka@member.metro.tokyo.jp
担当者：副校長 田中裕司

０４２－３６７－２５１１
S8000827@section.metro.tokyo.jp
副校長 竹内 大吾

関東
甲信越

1

24

金 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）

子供たちの「わくわく」を引き出す授業の実践
～社会に開かれた学校づくり～

関東
甲信越

1

27

月 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）

「自立に向けた生きる力の育成」

学習室「クレメント」
代表 富岡 康一 様

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

「ライフスキルを広げるキャリア教育」

早稲田大学教授 梅永 雄二 様
横浜国立大学教授 渡部 匡隆 様
たすく(株) 渡邊 倫 様
大妻女子大学 縄岡 好晴 様
都立矢口特別支援学校 川上 康則 様

電話：03-3471-9191
Toshiyuki_1_Sasaki@education.metro.tokyo.jp
担当者：佐々木敏幸

関東
甲信越

1

30

木 東京

東京都立港特別支援学校
(東京都港区港南3-9-45)

関東
甲信越

1

31

金 東京

東京都立矢口特別支援学校
（東京都大田区矢口１－２６－１０）

新学習指導要領を踏まえた小中一貫した教育課程に関
する研究
東京学芸大学教授 菅野 敦 様
―各教科の指導から考える学びの地図の構築―

関東
甲信越

1

31

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）

児童・生徒の実態を踏まえた「主体的・対話的で深い学
び」の具現化
～国語・算数/数学の授業改善を通して～

植草学園大学准教授 菊地一文 様
合同会社学習室クレメント代表 富岡康一 様
中部学校経営支援センター
支所学校経営支援主事 神田実季 様

０３－３７５９－６７１５
S1000251@section.metro.tokyo.jp
０３－３９３８－０４１５
S1000250@section.metro.tokyo.jp
副校長 村山 大介
研究研修部主任 主任教諭 田島貴子

地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

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

「高校段階の特別支援教育～メンタルヘルスの必要な
生徒への支援～」
「10年後を見とおした職業教育の創造」ほか

03-3931-2323
未定(講演の予定はなし。まとめを、どなたか 担当者(阿出川副校長)
ＨＰより案内・申込用紙をダウンロードし、ＦＡ
にお願いする予定)
Ｘにて申し込み。

関東
甲信越

2

5

水 東京

志村学園
(東京都板橋区西台1-41-10)

関東
甲信越

2

5

水 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）

関東
甲信越

2

5

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）

関東
甲信越

2

6

木 東京

東京都立鹿本学園
（東京都江戸川区本一色２丁目２４番１１号）

「地域の中で主体的に生きる力を育む指導の充実」
たすく㈱ 齊藤 宇開 様
～共生社会の実現につなげるカリキュラム・マネジメント
たすく㈱ 増子 拓真 様
～

03-3653-7355
S8000853@section.metro.tokyo.jp

小学部 東京学芸大学教授
大伴 潔 様
中学部 東京学芸大学教授
林 安紀子 様
高等部 大妻女子大学研究員 縄岡 好晴 様

０３－３３８４－７７４１
Shunsuke_Nishida@member.metro.tokyo.jp
西田駿介 主幹教諭

千葉大学准教授 平田 正吾 様
上越教育大学准教授 池田 吉史 様

０３－３８５０－６０６６
Wataru_Yamamoto@member.metro.tokyo.jp
副校長 山本 亙

「社会」の中で主体的に生きる力（自らできる力）を育て
る ～「社会」への参加のための小・中学部教育の充実
臨床発達心理士
～

磯部 裕子 様

うめだ・あけぼの学園 副園長

「子供の身体の動きの理解と支援、将来につながる身体づくり
酒井 康年 氏
～個々の児童・生徒に応じたきめ細かなキャリア教育～」

弘前大学大学院 教授
菊地 一文 氏

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

０３－３４７８－５０６１
S1000318@section.metro.tokyo.jp
副校長 小山 寿子

関東
甲信越

2

7

金 東京

東京都立中野特別支援学校
(東京都中野区南台三丁目４６番20号)

「児童・生徒に応じた支援の在り方について」
小学部
「より豊かなコミュニケーションのための指導と支援」
中学部
「言語的活動の充実を目指した授業づくりについて」
高等部
「卒業後をみすえた授業について」

関東
甲信越

2

7

金 東京

足立特別支援学校
（東京都足立区花畑7-23-15）

卒業後の自立と社会参加に向けた授業づくり
～「３つの力」を視点とした指導内容の見直しと授業改善～
※３つの力：働く力 暮らす力 余暇の力

「自立と社会参加に向けた教育の充実のための授業づ
十文字学園女子大学
くり」
人間生活学部 児童教育学科 教授
～小中学部におけるキャリア教育の充実～
中西 郁 様

03-5242-2371

03-3813-5569
otsuka@otsuka-s.tsukuba.ac.p

関東
甲信越

2

12

水 東京

東京都立南花畑特別支援学校
（東京都足立区南花畑５－１３－１）

関東
甲信越

2

14

金 東京

筑波大学附属大塚特別支援学校
（東京都文京区春日１−５−５）

「個別教育計画」をどう使うか
─学校・家庭・地域・社会をつなげるために─
３年計画の３年次

筑波大学 米田宏樹 様

千葉県立特別支援学校流山高等学園

「キャリア発達を促す教育課程
～深い学びを実現するカリキュラム・マネジメントと
学習評価～」

文部科学省国立教育政策研究所総括研究官
０４－７１４１－９９００
福本 徹 氏
nagareyama-sh@chiba-c.ed.jp
千葉県立つくし特別支援学校教頭
教頭 細川、研究主任 古江
松見 和樹 氏

関東
甲信越

2

14

金 千葉

■東海地区
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）

岐阜県立可茂特別支援学校
（岐阜県美濃加茂市牧野2007-1）

「人生の主人公として生活する姿を目指して」
～育てたい児童生徒像の明確化～

岐阜大学教育学部
教授 別府 哲 様

0574-28-3150
c27376@gifu-net.ed.jp（学校）
藤井 大悟

金 静岡

吉田特別支援学校
（静岡県榛原郡吉田町片岡２１３０番地）

「夢に向かって いきいき・なかよく・すこやかに 学び伸
びゆく人を育てる」
植草学園大学 教授 名古屋 恒彦 様
～児童生徒が見方・考え方を働かせる授業づくり～

地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

東海

10

8

火 岐阜

東海

10

11

０５４８－２３－９８７１
yoshida-sh@edu.pref.shizuoka.jp
横山敬吾教諭

東海

11

8

金 静岡

小学部
吉田特別支援学校 松本知栄子 教諭
清水特別支援学校
『仲間と目標達成に向けて、一人一人がかがやく授業づ 中学部
総合教育センター 若松 唯晃 教育主査
（静岡県静岡市清水区八坂東１丁目１６－１） くり」
高等部
御殿場特別支援学校 長田三千絵 教諭

東海

11

13

水 静岡

浜北特別支援学校
（静岡県浜松市浜北区中瀬1621番地）

研究テーマ「地域に活きる人を目指して」
研究課題：一人一人の確かな学びのある授業づくり
～「何を学ぶか」に着目して～

静岡県立西部特別支援学校
静岡県立掛川特別支援学校
静岡県立袋井特別支援学校
静岡県立袋井特別支援学校

東海

11

22

金 静岡

富士特別支援学校
（静岡県富士市大渕3773-1）

「自ら学び ともに取り組む授業をつくる」

静岡大学教育学部特別支援教育
准教授 山元 薫 様

０５４５－３６－２３４５
fuji-sh@edu.pref.shizuoka.jp
研修課長：仲神 恵理香

東海

11

27

水 静岡

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」

上越教育大学名誉教授
藤原 義博 様

054-636-1891
fujieda-sh@edu.pref.shizuoka.jp
担当 北野原理

東海

12

4

水 岐阜

岐阜県立揖斐特別支援学校
（岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂２７６０）

一人一人が「いきいき のびのび かがやく」授業つくり

東海

1

31

金 静岡

掛川特別支援学校
（静岡県掛川市杉谷南一丁目１番２号）

「自ら考える人を目指した授業づくり」

教諭
教諭
教諭
教諭

勝野充生様
栗田恵様
岡本和之様
湯本健治様

０５４－３６８－６８００
shimizu-sh@edu.pref.shizuoka.jp
（担当 野崎 弘之）

053-580-3377
hamakita-sh@edu.pref.shizuoka.jp
担当：研修課 和泉 明子

0585-56-0050
c27333@gifu-net.ed.jp
担当：小川
静岡大学 教育学部 教授 香野 毅 様
浜北特別支援学校 村松 晴巳 様
袋井特別支援学校 鈴木 康予 様
静岡大学 教育学部 准教授 山元 薫 様

0537-29-6791
kakegawa-sh@edu.pref.shizuoka.jp
寺田 遼子

■北陸地区
地区

北陸

北陸

月

2

2

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）

石川県立明和特別支援学校
（石川県野々市市中林４－７０）

文部科学省委託事業
「特別支援教育に関する教育課程の編成等についての
実践研究」（三年次）
「未来につながる 新たな学び」

茨城大学教授 新井英靖 様
秋田県教育庁主任指導主事 清水潤 様
神戸親和女子大学准教授 武富博文 様
日本体育大学教授 長沼俊夫 様

０７６－２４６－１１３３
okabe902@m2.ishikawa-c.ed.jp
教頭 岡部康英

金沢大学人間社会学域学校教育学類
附属特別支援学校
金沢市東兼六町2番10号

独立行政法人
国立特別支援教育総合研究所
地域・人との関わりを通して、学ぶ楽しさ、伝え合う喜び
情報・支援部長 上席総括研究員
を育む授業づくり
横倉 久 様

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

3

7

月 石川

金 石川

076-263-5551
kenkyu1964@ml.kanazawa-u.ac.jp

■近畿地区
地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

近畿

11

16

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）

土 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
～生活・集団・内面と障害をとらえなおす～

奈良教育大学教授 越野和之様

０７８－９３６－５６８３
kuspe-yougo@edu.kobe-u.ac.jp
西堂直子

「生きる力」を育む授業
～教科・領域の特性を視点とした授業づくり～

茨城大学大学院教育学研究科
教授 新井 英靖 様

０７３７－６２－３５９９
vice-principal@tachibana-sh.wakayamac.ed.jp
担当者 教頭 佐伯啓太郎

「１２年間の学びをつなぐ授業改善から教育課程改善へ
神戸親和女子大学
～３つの柱（研究，業務改革，学校評価）で
准教授 武富 博文 氏
進めるカリキュラム・マネジメント～」

近畿

12

16

月 和歌山

和歌山県立たちばな支援学校
（和歌山県有田郡広川町和田２１－３）

近畿

2

7

金 京都

京都市立北総合支援学校
京都府京都市
堀川通寺之内上ル２丁目下天神町６５０－１

０９０－４９０２－３０３４
om067-iwao@edu.city.kyoto.jp
担当者 巌 早紀

■中国地区

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）

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）

「自ら気付き，考えて行動できる授業づくり（二年次）
～切れ目のない教材・教具の開発を通して～」

広島県立教育センター
特別支援教育・教育相談部
部長 竹野 政彦 氏

0823-45-5120
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp（代表）
教育研究主任 平川 真衣

火 山口

山口県立徳山総合支援学校
(山口県周南市大字栗屋字小踏267-1)

「子どもの困りの状況から読みとる子どもの理解と
関西国際大学 教育学部教育福祉学科
適切な指導、支援
～感覚融合の視点から困りの背景とその理由を捉える 教授 中尾繁樹 様
～」

11

水 広島

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」
～人とのつながりを意識した活動・学びを実現する
指導・工夫～

9

20

金 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）

11

16

土 広島

地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

中国

7

31

水 広島

中国

8

27

中国

9

中国

中国

中国

11

21

木 広島

徳山総合支援学校
TEL:0834-25-5378
FAX:0834-25-5330
担当:教諭 清水聡美

広島県教育委員会事務局
特別支援教育課 指導主事 林 香 様

０８２３－８４－６０３８
a-inouek951728@hiroshima-c.ed.jp
担当者：井上彰美

「自ら気付き，考えて行動できる授業づくり（二年次）
～切れ目のない教材・教具の開発を通して～」

広島県教育委員会特別支援教育課
指導主事 班石 由佳 氏
広島県立教育センター
指導主事 塚本 理恵 氏

0823-45-5120
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp（代表）
教育研究主任 平川 真衣

広島県立尾道特別支援学校
（広島県尾道市栗原町1524）

「主体的・対話的で深い学びを目指した授業づくり
～障害に応じたICTの活用と指導・工夫を通して～」

広島大学准教授 林田 真志 様
広島県立教育センター部長 竹野 政彦 様

0848-22-5248
a-gotouk809298@hiroshima-c.ed.jp
後藤 暁子

広島県立呉南特別支援学校
（広島県呉市阿賀中央5丁目13番71号）

聴覚障害部門：
広島大学大学院教育学研究科
准教授 谷本 忠明 様
聴覚障害部門：
知的障害部門小学部：
「幼児児童生徒の思考力を育むために
広島大学大学院教育学研究科
～レディネスを踏まえた授業づくり～」
准教授 竹林地 毅 様
知的障害部門中学部：
知的障害部門：
広島県教育委員会特別支援教育課
「自ら課題を見付け考えて動く力の育成～呉南版「気付
指導主事 班石 由佳 様
く」「つなぐ」「使う」の考え方に基づいた学習評価を通し
知的障害部門高等部：
て～」
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 塚本 理恵 様

本校HP参加申込書を
電子メール又はＦＡＸで送付
メールアドレス
kureminami-sd@hiroshima-c.ed.jp
ＦＡＸ番号
(0823)72-7307
担当者 溝上 大輔

地区

月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

中国

11

28

木 広島

中国

12

7

土 広島

広島市立広島特別支援学校
（広島県広島市南区出島四丁目１番１号）

福山北特別支援学校
（広島県福山市加茂町下加茂7006）

研究テーマ

講師・助言者 等

主体的・対話的で深い学びを目指し、思考を支える「こと
島根大学教育学部
ば」の力を育む授業づくり
准教授 樋口和彦 様
～「ことば」のイメージを広げ、深めよう～

０８２－２５０－７１０１
yougo-s@e.city.hiroshima.jp
研究部 小島浩子

「コミュニケーション能力を活用する児童生徒の育成」
～かかわり合う授業づくりを通して～

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

香川大学教授 坂井 聡 様

中国

12

11

水 広島

「主体的な学びを引き出す基盤を大切にした授業づくり」
○肢体不自由部門：指導すべき課題の整理に焦点を当 広島大学大学院教育学研究科
県立広島特別支援学校
特別支援教育学講座
てて
（広島県広島市安佐北区倉掛二丁目47－１）
○知的障害部門：障害特性に応じた環境整備に焦点を 専任講師 船橋篤彦 様
当てて

中国

12

11

水 広島

広島県立沼隈特別支援学校
（広島県福山市沼隈町上山南736-３）

「チャレンジと振り返りを通して，『次への意欲』を育む授
香川大学教育学部教授
業づくり～児童生徒の『やってみよう！』『よし，やる
坂井 聡 様
ぞ！』という姿を目指して～」

金 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）

「自ら気付き，考えて行動できる授業づくり（二年次）
～切れ目のない教材・教具の開発を通して～」

中国

12

13

連絡先
（電話・メールアドレス・担当者）

広島県教育委員会特別支援教育課
指導主事 班石 由佳 氏
広島県立教育センター
指導主事 室井 菜穂子 氏

中国

12

13

金 広島

広島県立広島北特別支援学校
「ストーリー性のある単元・授業づくりの在り方」
（広島県広島市安佐北区三入東１丁目25-1） ―児童生徒の主体的な学びを実現するために―

広島県教育委員会 特別支援教育課
指導主事 愛甲 昌弘 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 塚本 理恵 様
広島県教育委員会 特別支援教育課
指導主事 濱崎 奈緒 様

中国

12

14

土 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

国立大学法人 香川大学 教育学部
教授 坂井 聡 様

児童生徒が，自ら考え，学びたくなる授業づくり（三年次）
～ 児童生徒一人一人の学習評価を通して ～

082-843-1811
hiroshima-sh@hiroshima-c.ed.jp
担当：教頭 岩井千鶴子

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

0823-45-5120
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp（代表）
教育研究主任 平川 真衣

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

（０８２３）３３－０３００
kure-sh@hiroshima-c.ed.jp（代表）
教育研究主任 山本 麻衣

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

1

24

特別支援教育課指導主事 林 香 様

0846-64-4046
e-mantanik947624@hiroshima-c.ed.jp
（教頭 萬谷英二）

金 広島

三原特別支援学校大崎分教室

「自立と社会参加をめざした授業づくり
～考えて動く力の育成～」

山口大学教授
松田 信夫 氏
わかる、できる、つかえる をめざした授業
山口大学教授
松岡 勝彦 氏
～ 一人一人の正しい理解に基づいた「状況づくり」 ～
山口大学准教授 須藤 邦彦 氏

０８３－９３３－５４８０
fuyou@yamaguchi-u.ac.jp
担当：清水

中国

1

24

金 山口

山口大学教育学部
附属特別支援学校
（山口県山口市吉田３００３）

中国

1

25

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)

三原特支『付けたい力』を目指した授業づくり
～チームの強みを生かした授業研究～

東京都教育庁
指導部特別支援教育指導課
課長 丹野 哲也 様

0848-66-3030
mihara-sh@hiroshima-c.ed.jp
教頭 広兼千代子

中国

1

31

金 広島

広島県立庄原特別支援学校
（広島県庄原市三日市町5004-44）

「児童生徒が自ら考え，自ら動く授業づくり」
～思考力，判断力，表現力の育成～

広島大学准教授 竹林地 毅 様

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

中国

2

5

水 広島

広島県立黒瀬特別支援学校

児童生徒一人一人の「働く」生活を目指した授業づくり
－主体的な学びを促進する授業づくりの探求－

和歌山大学 教授 米澤 好史 様

0823-82-6733
j-oosedok940561@hiroshima-c.ed.jp
大世戸 治郎

水 岡山

岡山西支援学校
（岡山県岡山市北区田中５７９）

トモニ療育センター
「育てたい力」を明確化した、主体的・対話的で深い学び
所 長 河島 淳子 様
のある課題学習
副所長 高橋知恵子 様
～2年次：「何ができるようになるか」を明確にした 小中
岡山県総合教育センター
高一貫した 課題学習の充実～
指導主事 村上 直也 様

086-243-4535
nisisien@pref.okayama.jp
小学部教頭：北原 和明

研究テーマ

連絡先
（電話・メールアドレス・担当者）

中国

2

19

■四国地区

地区

四国

月

2

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

8

土 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番3号）

講師・助言者 等

知的障害教育における育てたい資質・能力を踏まえた
山形大学教職大学院
授業づくり
教授 三浦 光哉 様
～個々の実態（発達と障害特性）に適した主体的・対話
的で深い学びの展開～

０８８－８４４－８４５０
tanida-y@kochｉ-u.ac.jp
研究部長 谷田 育弘

■九州地区
月

日 曜日 都道府県 学校名・所在地

九州

8

7

水 福岡

福岡県立特別支援学校「北九州高等学園」
（福岡県中間市大辻町18-1）

特別支援教育セミナー
「虐待・非行・発達障がい・困難をかかえた子どもへの理 土井ホーム代表
解と支援」

九州

12

19

木 鹿児島

鹿児島高等特別支援学校
(鹿児島市東坂元3丁目28-1)

「生徒の社会自立に向けた学習評価の在り方」
高特支版
～観点別学習評価の有効的に活用した授業実践～

鹿児島県総合教育センター
特別支援教育研究課
係長 吉川裕一 様

099-248-3670
ka-koutokushi@edu.pref.kagoshima.jp

月 長崎

長崎大学教育学部附属特別支援学校
（長崎市柳谷町４２番１号）

生きる喜び・生きる力を育む教育課程の編成
～「何を学ぶか」「どのように学ぶか」の整理を通して～

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
中村 大介 様

095-845-5646
nagasakifuyo@ml.nagasaki-u.ac.jp

九州

2

10

研究テーマ

連絡先
（電話・メールアドレス）

地区

講師・助言者 等

土井 髙德 様

093-246-3000
hisakata@fku.ed.jp
教頭 久方 康司

＊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。
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）

