
全体会（１/１０） １３：００～１５：５０ 

 

 
 

 
 
 
 

期日：2021 年 1 月 10 日(日)～11 日(月・祝) 

開催方法：オンライン開催 

参加費：無料 
 

日程 1 月 10 日(日)13:00～15:45 全体会 

          18:00～20:00 オンライン交流会 

1 月 11 日(月)  9:30～12:30 旬の実践分科会・基礎講座 
 

 
  

開催要綱 

主催：全教障害児教育部・教組共闘連絡会・現地実行委員会 
【お問い合わせ】TEL 03-5211-0123  FAX 03-5211-0124 

視聴方法は、申し込みをされ
た方にメールで連絡します。 

 

◇ オープニング １３：００ ～ １３：２０ 

 今までの学習交流集会を映像で振り返るとともに、コロナ禍の中で、全国の障害児学校の仲間がどのように

子どもたちと向き合ってきたかを紹介しながら、今回のオンライン集会で大切にしたいことをお伝えします。 

◇ 記念講演  １３：２０ ～ １４：３０ 

「子どもの心を理解する－自閉スペクトラム症を中心に」 

講師：別府 哲さん（岐阜大学） 
障害のある子どもの教育において、目の前の子どもの思い、内面を共感的に理解することがすべての出発

点だと考えます。しかし新型コロナウイルス感染症、学校の一斉休校などにより、その原点がないがしろに

される危険性を感じています。子どもに聴く（茂木俊彦）姿勢に立ち返り、障害のある子どもの心を見つめ

なおしたいと思います。特に、その心が理解しにくいといわれる自閉スペクトラム症の子の例を中心に、事

例を挙げながら考えていきます。 

◇リレートーク １４：４０ ～ １５：５０ 

【テーマ：コロナ禍において さまざまな現場で生きる人たちとともに考える 学校教育の課題と築いていきたい未来】 

 「一斉休校」や「緊急事態宣言」という、これまで経験し得なかった混乱した状況におかれた私たち。 

障害をもった子どもたちは？ 保護者は？ さまざまな現場で働く人たちは？ 脆弱な日本の医療や福祉の現

状の中で、人々の命や暮らしを守り続けてきた取り組みから学び、社会をみつめ直し、学校教育の未来につ

いて語り合うきっかけをつくります。 

【医療従事者】   増田  剛 さん          （全日本民主医療機関連合会  会長） 

【福祉従事者】   田中  祐子さん         （障害のある子どもの放課後保障全国連絡会  事務局長） 

  【保  護 者】   北川道子さん、長村綾さん（特別支援学校 保護者） 

   まとめの発言   越野  和之さん     （奈良教育大学教授） 

 

全体会は、兵庫３会場

 



全体会（1/10）兵庫版参加申し込み 
 

 兵庫では、全体会のみ 3か所の会場でオンライン参加をします。昨年の兵庫神戸での学習
交流集会に来ていただいた全国の仲間に、兵庫から感謝を伝える意味でも、3か所には分かれ
ますが、兵庫の仲間とともに参加しましょう。 

神戸会場  高教組会館（神戸市中央区北長狭通５丁目 2-10） 
   
 

 
         姫路・西はりま地場産業センター ４０２ 

（姫路市南駅前町 123 番  JR 姫路駅前） 
 

参加希望の方は、この参加用紙をＦＡＸしてください。 

また障教組 LINE でも受け付けます。この申し込みは全体会のみです。 
分科会などの申し込みは、直接全教まで。 

 
FAX送信    締め切り 12 月 15 日 

参加者名前  
学 校 名  

参加希望場所

に○を。 
・神戸  ・但馬  ・姫路 

連 絡 方 法 TEL 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
  

    FAX 番号 ０７８－３５１－３１８５ 
（兵庫県高等学校教職員組合） 

1 日目交流会、２日目分科会は、各自オンライン参加となります。 

直接、全教に申し込んでください。（最終ページ） 
 
 

姫路会場 

但馬会場    但馬高教組会館（豊岡市 日高町野々庄９００－１） 

誰でも参加できます 



カタリバ（オンライン交流会）（１/１０）１８：００～２０：００ 

 

旬の実践分科会（１/１１） ９：３０～１２：３０ 

 

 
 
 
「特別支援学級の先生と交流して、各県の様子を聞きたい」「青年教職員同士で交流した

い」などの、ご要望にこたえて、ZOOM でのオンライン交流会を行います。参加数に応

じて、グループ分けを行い、15 人程度で気軽にオンライン上で交流できるようにします 
 

旬の実践分科会 共同研究者 

１, 障害児学級での教育実践（小） 大島悦子さん（大阪） 

杉野 達也（大阪）「K くんの「自分でやりたい」を大切にした授業実践」 

本多 一美（京都）「発達差の大きい集団での算数の取り組み」 

２, 障害児学級での教育実践（中） 山下洋児さん（東京） 

河本 文子（広島）「中学校特別支援学級の数学 ～手や足を使ったアナログ授業～ 」 

小久保景子（埼玉）「なんくるないさー はじめてのエイサー」 

３, 通級指導教室の教育実践 越野和之さん（奈良教育大） 

太田 義一（東京）「小集団指導だから見える子どもの変化ー特別支援教室の在り方ー」 

藤木 桂子（大阪）「通級指導教室から見えてきたこと」 

４,  視覚障害児の教育実践 江口美和子さん（明星大） 

原 広三（岡山）「盲学校でのＩＣＴ活用」 

藤木真由美（高知）「子どもをどうとらえるか」～小５全盲児の実践を通して考える～ 

５, 聴覚障害児の教育実践 
竹沢 清さん 

（あいち障害者センター） 

山城宏（京都）「A くんのねがいに寄り添って」 

６, 病弱の子どもたちの教育実践 栗山宣夫さん（育英短期大学） 

長  正晴（埼 玉）「コロナ感染症広がりの中で、埼玉の施設内訪問教育担当者はどう対応したのか？」 

林 美紗子（北海道）「新型コロナウイルスと病院内（施設内）での教育のあり方」 

千葉 真実（福 島）「コロナ禍での重心病棟の子どもたちへの教育～福島の現状と課題～」 

７, 発達の遅れと授業づくり・教育課程づくり  

ア）肢体不自由障害の重い子どもたちの教育実践 
河合隆平さん（都立大） 

若山 健太 （埼玉）「A くんとの２年間」～小学校高学年で大切にしたいこと～ 

岩倉 美希 （滋賀）やりたい＜ドキドキから やりたい＞ドキドキに変わるって？ 

～A くんとの３年間を振り返って～ 

８, 発達の遅れと授業づくり・教育課程づくり  

イ）ことば獲得期の子どもたち 
髙木 尚さん（日本福祉大） 

 中野 亜希（滋 賀）「R 君のコミュニケーションについて〜伝わる楽しさ大爆発！〜」 

 和田 律子（北九州）「子どもの困り感から出発する」 

９, 自閉症・自閉的傾向の子どもたちの授業づくり 

・教育課程づくり（小） 
三木裕和さん（鳥取大） 

村木彩乃・小杉佳樹（滋賀）「揺れる心に寄り添うには ～T くんの姿から～」 

長谷部 覚 （山梨）「学部・家庭との連携で育てる、意欲・関心」 

鈴木 菖（静岡）「ぼくのこと、おこらないの？ ～ショウと私が紡ぐ緩やかな関係～」 

１０, 自閉症・自閉的傾向の子どもたちの授業づくり 

・教育課程づくり（中・高） 
別府 哲さん（岐阜大） 



 
 
 
 

「気づきからはじまる子ども理解」 土岐邦彦さん（岐阜大学名誉教授） 

 コロナ禍は学校現場に不安をもたらしただけではなく、“かかわりふれあうこと”をいとおしむ感情がす

べての子どもたちの奥底にあることに気づく契機にもなりました。子どもたちの不安やねがいに寄り添い

ながら教育実践をどう創造していくか、ともに考えましょう。 

 
 
 
   ☆申し込みは WEB 申し込みのみです。下記 URL もしくは QR コードにアクセスしてください。 
     申し込み URL https://tayori.com/form/edd015121d0bb295b1841f32b76bbd9ef0c35136 
  
 締切は 12 月 15 日です。 
               手話通訳が必要な方は 11 月中にお知らせください。 
                （全体会は字幕が付きます） 
 
 
 
お問い合わせ（全国実行委員会・全教障教部）担当：佐竹、青木 
■ ＴＥＬ（０３）５２１１－０１２３  

 ＦＡＸ（０３）５２１１－０１２４ 

ＭＡＩＬ a_aoki@educas.jp 

村田 豊（神奈川）「私が走る理由。本当の願いは？」 

大西友里恵（京都）「A 君の願いにこたえたい！でも・・」 

１１, 青年期の課題と授業づくり･教育課程づくり 山崎由可里さん（和歌山大） 

藤本千恵（滋賀）「大人になっていく季節を共に… ～１７歳・揺れ動く子どもたちの声を聴く～」 

藤井佳樹（山口）「ONE TEAM ～１６人の書～」 

１２，性教育の実践 伊藤修毅さん（日本福祉大） 

荻本 恒也（東京）「できるところから性と生の授業を」 

１３，精神的な課題を持つケースへの指導・支援を考える（寄宿舎１） 
小野川文子さん 

（北海道教育大釧路校） 

長谷川 宏（東京）「奇跡を起こした寄宿舎生活 ～不登校からの変換、始めての学校生活のスタート～」 

山口 法之（和歌山）「W.K くんとのフラッシュバック（不安定）攻略大作戦」 

１４, 小学部舎生への豊かな寄宿舎実践（寄宿舎２） 能勢ゆかりさん（滋賀） 

並木 利恵（埼玉）「女子会始めるよー！〜寄宿舎生との性教育珍道中〜」 

田口かすみ（東京）Ａさんが「より良く生きる」ための指導 

１５, 寄宿舎の魅力を語ろう（寄宿舎３）  
中村尚子さん 

（発達保障研究センター） 

田中 秀典（高知）「日々のドラマから寄宿舎の魅力、よさについて振り返ってみよう」 

坂上 哲雄（東京）「自治活動の指導の見直しの中で」～初めて役員になった T 君の成長と変化～ 

桐生 浩之（東京）「T と S 響きあう二人」  ※東京の 2 本のレポートは合わせて１本のレポートとして発表 

１６, 保護者との共同・教育条件整備・学校づくり 吉田 洋さん（滋賀） 

藤田 明宏（北海道）「コロナ禍にともなう一斉臨時休校と『親の会』合同の要請行動～その意義とこれから」 

西面 友史（大阪）「コロナ禍における運動～大阪障害児教育運動連絡会のとりくみより～」 

中藤 美紀（高知）「ゆたかに学べる教育の実現をめざして～知的特別支援学校の新設を求めて～」 

岡田 徹也（滋賀）「学校ってなんだろう～みんなで考え、悩み、語り合い、もがきながらの一年間の記録」 

基礎講座（１/１１） ９：３０～１１：３０ 

 

分科会・基礎講座・交流会の参加申し込みは各自でお願いします 

 


