全難言協（全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会）

第２０回近畿ブロック滋賀大会
（第２次案内）
大会主題

「支援をつなぐ きこえとことばの教育のあり方を考える」

全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 第２０回近畿ブロック大会を滋賀県大津市にて開催する
ことになりました。
本大会は、きこえやことばの教育にかかわる取り組みや指導内容、方法について、近畿地区各校の実
践を報告し情報交換を行うことで、日々の指導に役立てていただこうと考えて企画いたしました。これ
からの学校が担うべき役割について考える大会になると考えています。
近畿ブロック滋賀大会へ、多数ご参加いただきますよう、ご案内申しあげます。
第２０回近畿ブロック大会長
栗東市立治田小学校長
小幡 庫士


主 催

全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会近畿６府県連絡協議会



後 援

滋賀県教育委員会



期 日

平成２８年８月１０日（水）



会 場

ピアザ淡海（おうみ） 滋賀県立県民交流センター
所在地
滋賀県大津市におの浜１丁目１番２０号
アクセス ・ＪＲ膳所駅から徒歩１２分
・京阪電車石場駅から徒歩５分
・ＪＲ大津駅から京阪・近江バスなぎさ公園線 約８分「ピアザ淡海」下車
・名神大津インターから約７分 駐車場有（有料）



日 程

9:00

9:30

受付



講演会

大津市教育委員会

12:00

13:30

講座・分科会（選択制） 昼食・休憩

14:00

全体会

16:30

講演会

全国
大会
紹介

「学習言語の問題とは ～言語学習障害・読み障害の評価や指導～」
大阪芸術大学 初等芸術教育学科 教授 田中裕美子 先生
専門分野：言語発達障害、言語学習障害、読み障害、バイリンガルと発達障害など
主な職歴：米国コロラド大学 Speech Language Hearing Science 学部研究員
米国カンサス大学ポスドク研究員 国際医療福祉大学言語聴覚学科准教授

○講演について
幼児期後半からコミュニケーション言語に加え、音韻意識、文字、ナラティブなどの学習言語の習得が始まります。
その習得困難から学習に躓く言語学習障害は、授業の理解ができないなどの深刻な言語の問題があるものの、日常会
話に支障がないため、見過ごされることが多いのです。また、読み障害・ディスレキシアの原因は視覚性だけではな
く、欧米圏と同様に言語の問題として捉え、通級指導教室、ことばの教室の指導対象として、読みだけでなく語彙・
ナラティブ指導が必要である場合が少なくありません。
今回は事例を通して学習言語の問題について説明し、新しいスクリーニング評価法や読みのトップダウン指導法を
紹介します。

○分科会および講座について
（分科会・講座は選択制です。
）
それぞれの担当各府県が中心になって運営にあたります。
運営担当
分科会名
内
容 （予 定）
○学齢期に達した吃音のある子どもは、多くの場合、吃音のある青年・吃音のある成人に
なります。小学生であっても、その視点を忘れずに支援を考える必要があります。
吃音講座
京都
「自己肯定感」
「楽な発話の方法」
「環境調整」などについて具体的に解説します。
講師：脇 豊明 先生（京都言語障害研究会 会長）
○構音障がいに限らず特別のニーズを持つ子どもにとって、学校に通級指導教室があり、
担任以外に深く関わる教員がいることは大きなメリットではないでしょうか。子どもた
構音障がい
ちがより生き生きと学校生活を送れるような支援の在り方について、今までに作成した
京都
Ａ
教材の紹介を交えながら皆さんと考えたいと思います。
報告者：新井 あずさ（京都市立下鴨小学校 ことばときこえの教室）
コーディネーター：山崎 祥子 先生（らく相談室 言語聴覚士）
○側音化構音や口蓋化構音の指導について ～鏡で自分の口や舌をよく見てみよう～
口の動きや舌の位置を鏡で見ながら自分のくせを直していった側音化構音の児童と、今
春から通級し始めた口蓋化構音の児童の事例を報告します。後半はグループで意見を交
構音障がい
流し、構音指導について皆さんと共に考えたいと思います。
和歌山
Ｂ
報告者：宮﨑 節子（御坊市立御坊小学校 ことばの教室）
コーディネーター：岡 美代子 先生
（角谷リハビリテーション病院リハビリテーション科 言語聴覚士）
○講演 「聴覚障がい児の指導の充実・授業づくり」
滋賀県立聾話学校での指導を具体的に紹介しながら、大切にしていきたい指導の観点や
内容について、検討します。
講師：中山 智雄先生 庄司 智子先生（滋賀県立聾話学校）
大阪
聴覚障がい
○レポート「難聴学級での支援や指導」
滋賀県内に設置された難聴学級へのアンケート結果をふまえ、難聴学級での情報保障や
子どもたちの自己認識を深めるための取り組みについて検討したいと思います。
報告者：足立 貢（大阪市立北中道小学校 難聴学級）
○言語より行動で自分の思いを表出してしまうことから、友達とのトラブルが多かった幼
児への通級による指導の経過、また、保護者の思いを受け止めながら行った所属園との
言語発達
連携について発表します。
兵庫
報告者：柴谷 裕子（神戸市立灘すずかけ幼稚園 きこえとことばの教室）
コーディネーター：西田 和子先生（神戸総合医療専門学校 言語聴覚士科副教務主任）
○特別支援教育を学校の基盤とし、全校で取り組んだソーシャルスキルトレーニング、全員
参加の校内委員会などについて紹介します。
報告者：阪本 敏夫（奈良市立鳥見小学校 通級指導教室）
発達障がい ○発達にも課題があり、学校へ来にくい子どもたちの登校支援について、通級指導担当者
奈良
が担任と連携して校内で取り組んだ経緯を報告します。
報告者：高橋 順治（生駒市立生駒小学校 通級指導教室）
コーディネーター：森山 貴司 先生（奈良県発達障害支援センター「でぃあー」
）
 参加費
2,500 円（指定の銀行にお振り込みください。
）※詳しくは、次ページをご覧ください。
 定員
300 名
 申込み締め切り 平成２８年（２０１６年）７月８日（金）
（手話通訳が必要な方は、準備の都合上、６月３０日（木）までにお申し込みください。
）
 申込み方法
参加費振込み後、参加申込書に記入し、栗東市立大宝東小学校ことばとまなびの教室宛まで
FAX で送ってください。FAX：０７７－５５１－２３０１
 昼食について
弁当の斡旋はいたしません。各自でご準備ください。
会場周辺に食事をするところがあります。当日、昼食マップを用意します。
 その他
参加証等は発行いたしません。
詳しくは、全難言ＨＰをご覧ください。 http://www.nangen.jp
大会事務局（問い合わせ先）
滋賀県栗東市立大宝東小学校ことばとまなびの教室
足立 信子
〒５２０－３０２７ 滋賀県栗東市野尻５０２－１ Tel：077-554-5536 (専） Fax：077-551-2301（校）
（お問い合わせは、できるだけメールでお願いします。）
E-mail：adachi-nobuko@ritto.ed.jp

第２０回全難言協近畿ブロック大会参加申込書
この用紙のみを FAX で送信してください。
（コピーしてご使用ください。
）
ふりがな
氏名
都道府県から記入してください。
（受付で必要です。
）

所属名
難聴学級・通級指導教室・通常の学級・小学部等

担当
〒
連絡先住所
連絡先 FAX
または
メールアドレス
希望の講座・分科会

必ずどちらかをご記入ください。

講座
： 吃音講座
分科会 ： 構音障がいＡ・構音障がいＢ・聴覚障がい・言語発達・発達障がい

講座・分科会の中から
選んでください

第１希望（

） 第２希望（

）

※第２希望に回っていただく場合は連絡いたします。

手話通訳

銀行振り込み

必要 ・ 不必要 （どちらかに○をつけてください）

振り込み済み

（振り込みを済ませていたら○をつけてください）

※銀行への振り込みを済ませてから申込書を FAX で送ってください。

○参加費 2,500 円は指定の銀行振り込みでお願いします。
ぜんなんげんきょう き ん き ろく ふ け ん れんらくきょう ぎ か い

ゆうちょ銀行から振り込む場合 ➡ 口座名：全難 言協 近畿 6 府県 連絡協 議会
記号：１４６２０

番号：１９４９７８１１

ゆうちょ銀行以外の銀行から
振り込む場合 ➡ 金融機関コード：９９００（ゆうちょ銀行）
ぜんなんげんきょう き ん き ろく ふ け ん れんらくきょう ぎ か い

口座名：全難 言協 近畿 6 府県 連絡協 議会
よんろくはち

店名：四六八

預金種目：普通

口座番号：１９４９７８１

※ゆうちょ銀行ＡＴＭにて、ゆうちょ銀行の通帳またはカードで振り込んでいただくと、手数料は不要です。
ただし、それ以外の方法でお振り込みの場合、恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。

○銀行への振り込みを済ませてから申込書を FAX で送ってください。
○参加証の発行はいたしません。申し込みが定員の 300 名を超えた場合のみ連絡させていただきます。
○当日参加の受け付けはできませんのでよろしくお願いします。
○参加費の返金は行いませんのでご了承ください。
○記入いただいた連絡先やメールアドレスは、事務局より連絡が必要になった場合のみ使用させていただきます。


申込み締め切り 平成２８年（２０１６年）７月８日（金）
※手話通訳が必要な方は、準備の都合上 ６月３０日（木）までにお申し込みください。




ＦＡＸ送信先
栗東市立大宝東小学校
E-mail：adachi-nobuko@ritto.ed.jp

足立 信子

FAX：０７７―５５１―２３０１



会場周辺

※ピアザ淡海には地下駐車場がありますが、１時間 210 円（4 時間を超えると 1 時間 110 円）で、台数も
限られています。なるべく公共交通機関をご利用の上、お越しくださいますようお願いいたします。

