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「志をもち、生きる力を共に高めあう子供たちの育成」

~自立と社会参加をめざす特別支援教育の充実~

平成� 29年� 10月� 26日(木)・� 27日(金)

第� 56回全日本特別支援教育研究連盟全国大会山口大会を下記の要項により開催いたします。

「特殊教育」から「特別支援教育」に移行して� 10年が経つ節目の年の本大会では、「志をもち、生きる力

を共に高めあう子供たちの育成~自立と社会参加をめざす特別支援教育の充実""'Jを大会主題として、より一

層の特別支援教育の推進をめざし、全国各地の皆様と研究協議を深めることができますことを楽しみにして

おります。

さて、幕末の思想家吉田松陰は松下村塾の塾生に向けて「君の志は何ですか?J と問いかけました(平成� 

27年度NHK大河ドラマ「花燃ゆ」より)。全ての子供たちに夢・志が必要です。明治維新胎動の地である山

口に全国各地からご参集いただき、本大会が特別支援教育の充実・発展に向けた研鐘を深める場となり、子供

たちに志と生きる力をさらに育む契機となることを心より願い、ここにご案内申し上げます。
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大会開催要項�  

1 f志をもち、生きる力を共に高めあう子供たちの育成」

~自立と社会参加をめダす特別支援教育の充実~ 

と22 鑓 日

わが悶は平成� 19年度に「特韓教育」から� f特7JIJ支援教育jへの制捜に松換した。本大会開催の平成29

年度は、この転換から� 10年が経過した部自の年となる。この関、障害者の権科に関する条約の批濯と発効、

並びに、圏内法の整礎が進められ、共生社会の形成に向けたインクノレーシブ、教育システム構築のための特京

支援教育が推進されつつある。

このような状沈下、山口県では� f山口県特民文護教育ピジョンj を策定し、� f一人ひとりの生きる力を高

め、自立・社会参加を?支える、心ふれあう特別支援教育の実現j を基本目標に据えた。そして(1)総合支

援学校(特別支援学校)の教育の充実、� (2)発達陣容等の児童生徒への支援の強化、� (3)幼・小・

における特別支援教育の充実、� (4)地域における相談支援の充実、� (5)教職員の専門'性の向上、以上を重

点線艇に握;ずでの取組を続けている。

本大会を通して、蹴惑を要する子供たち一人一人が志をもち、生きる力を共に高めあうことのできる社会

の実現をめざした特別支援教育のー鵜の充実につ訟げていくことを期するものである。� 

3 大会期自� 29年� 10月26自{木)・� 27日{金〉

4 会� 諮 問(理事・評議員研究会議) ホテルかめ福

第� 1日目{全体会) 山口市畏会館

第� 21313 (授業参観及び分科会) 山口市内小学校・中学校・特7JIJ支援学校

5 参 加 	  全日本特別支援教育研究連盟講成間体会員、

幼稚冨・小学校・中学校・特別支援学校・大学の教職員

保育辞職員、特別支援教育研究者、保護者・関係国捧の方、特別支援教育に関心のある方� 

6 自程

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 

鶴田�  在り方検討 理事評議員

I10/25 (水) 議委員会 研究協議会

第� 1日� 開会式 行設説暁 4関2恥
研究発義 墨食 記念講演受付

10/26(本) 基調報告表彰式 式� 

第� 28 学校毘学5法
分科愈分斡会 昼食イサ10/27 (金〉 捜業公開

移
動� 

7 記念講演 譲題:r未定� j

講師:東京成議大学応用4心理学部教捜(前筑装大学副学長・名誉教授) 石欝科紀様�  

8 研究発表 全特連研究奨励賞受費者及び山叫県代表者



9 分科会� 

No. 分科会名 ナーマ 討議の柱 提案者

就学前教育 早期からの 擦をつなぐ�  
0幼児期からの支援をつなぐ取組� 

O近畿
。保灘者との関係づくりと閑保機関との

( 幼 保 小 の連携) 幼保小の連携の在り方
連携� 

0山口県

小学校における取組
特到支援教務の接点を生かし� O多嫌な学習スタイルに対応した� 

2 {通常の学毅iこおける
た婆業づくり・学額づくりの在り方 操業づくり 。穂島巣

特加 護教膏〉
〈発達欝 る克童への� o Iこ び、裏めあう集 安めざした� 0l.U口累

対応) 学級づくり

中学校における取組
特別支援教商の視点を生かし� O 離な学習スタイルに対応した� 

3 G嵐常の学級における
た捜業づくり・虫学級づくりの在り方 機灘づくり� 0東灘北隣

特別 機教育)
(発達聞 等のある生徒への� O共に び、高めあう集聞をめざした� 0山口県

対蕗) 学級づくり

。ニヱ パーサルデザイン恋敵り入れた� 

4 
高 較における 持主5 嬢教警の護点を 捜業 。関東南

特期支援教膏 生かした指導・支援の在り方 む会理鶴喜三恵!こ対蕗した学欝環襲撃護 。山口

と校内支護体制

教科別の指導 人 人の発達に応じた�  
O教科の特性を生かし、一人一人の� 

O北港璃
5 

(小中 校) 教科7.llj指導の在り方
発瀧に応じた指導� 

0山口
。教科指導における合碑的配慮

難犠・ 語捧害のある
。難聴克の生活・学習における聞こえに

。九州
6 題こえ!こ配悲した指導の在り15 麗麗した支援

克 錠への指導
。難聴兜と共iこ警つ集問づくり

。出口� 

7 職業教審・就労支援
欝く 殺を嘗てる襲業教脊・ 膏てる鞍業教蕎 }本i

就労支援の殺り方 。関部機関との連携を生かした就労支援� 0l.U口議

。社会的自立を見据え、家庭住関係機覆� 

8 キャリア教育
自 と社会参加に向けた と連携した指導 。近畿

キャリア教育の在り方� 0キャリア発達の視点からのカリキュラム� 0山口

繍成� 

O保護者や学校の ーズ!こ応じた� 

§ 
務 ~IJ 支護教書コーディネ一手一 鵠域ネットワークをさ主かした 支援の工夫 む費接蟻

の設欝とセン舎一的撞能 各学校への支援の在り方� O地域資源の活照iニ掲げた特京支援� 0l.U日

教膏コーディネーターの役割

鱒 購 ・ 安全教育 命を大切にする 力 奪 宵 む 。鍵やかなleと身体後背む指導の工夫 。関東Efl霞越|

(防災冒性・食育) 指導の在り方� 0障害特性に応じた防災・安全教育 。山口県

。学蔽担任・教科担住との連携による� 

1 1 通級�  j二よる 詣 噂
議 学級で力を発揚でをる 効果的な通級指導 。東海北陸

ための通毅指導の在り方� O諜題意議と意欲的改善につながる 。山口車

指導の工夫

る力を膏む生活単先立学習
。生活iこ役立つ学饗単充の設定

。東北
1 2 活単元 学醤�  O地域や学教の特色を生かした

の夜り方
学習展開の工決� 

0111口県

人一人の障害による 難の� O障害特性に応じた指導計聞の作成
。岡山県

13 自 立 活 動 改議・克服をめざした自 活動� O課題意識と 欲的改善につながる
。山口県

のぞ王り方 指導の工夫

に学び、共に高めあう
。共!こ学び、共!こ蕗めあう指導の工夫

。九州
14 交涜及び共向学習

交;涜及び共需学習の在り方
。効果的な交2主主主主F共関学習のための

む山口議
合理的配農

インクルーシブ教育システム 。全ての児童生徒の社会的自立を基
。東北

15 学校経営と校肉体制 構 築 及 び 充 実 のための 盤とした学校運営

学校経営の在り方� Oインクルーシブ教商充実のための取組
。山口県



1 0 諸費用

2， 000円(議料食む)大会参加費� 4，500円(通信費含む)� 

1 1 ホームページ

第一次案内を全お本特別支援教育研究連盟のホ…ムページにも掲載しています。

どうぞご賞くた、さい。� 

hせが//h臼nepage3.nifty.com/之entokuren/ 

1 2 そのイ也

大会参加の申し込み方法は、第二次案内にでお知らせいたします。

大会事務局

守753-0841 山召集UJ口� 3003 支援学校内IJ53討議替F山口大学教背学部� 

Tel 083-933-5480 Fax 083・933輔� 5486 

Mail: santoku@yamaguchi-u.ac.jp 

実行委員長山口大学教育学部 教授

務鳥 山口大学教育学部附属特別支援学校教頭

松田信夫

岩永崇志


