
平成３０年度 山口県特別支援教育研究連盟 研修大会 開催要項 

 

１ 大会主題  「志をもち、生きる力を共に高めあう子供たちの育成」 

～将来の自立と社会参加を見据えた特別支援教育の充実～ 

 

２ 趣  旨 

        学習指導要領の改訂をはじめとする教育や社会の様々な変化に対し、子供たちの自立と社会参加

をめざした教育の実践に向けて、山口県内の教職員の資質・能力の向上につながることを期する

ものである。 

 

３ 日  時  平成３０年８月３日（金） ９：３０～１６：００ 

 

４ 会  場  全体会：山口県教育会館ホール（山口市大手町 2番 18号） 

        分科会：山口大学教育学部附属山口小学校（山口市白石三丁目 1番 1号） 

 

５ 参 加 者  幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学の教職員 

        特別支援教育研究者、保護者・関係団体の方、特別支援教育に関心のある方 

 

６ 主  催  山口県特別支援教育研究連盟 

 

７ 後  援  山口県教育委員会、山口県小学校長会、山口県中学校長会、 

 山口県高等学校長協会、山口県特別支援学校長会、山口大学教育学部 

 

８ 日程・内容    ９：３０～１０：００ 受  付（教育会館） 

         １０：００～１０：１０ 開会行事（教育会館） 

         １０：１５～１１：４５  講  演（教育会館） 

「特別支援教育における主体的・対話的で深い学び」 

                      講師 国立特別支援教育総合研究所 

                          情報・支援部 総括研究員  武富 博文 様 

                          

         １１：４５～１３：３０ 昼食・移動 

         １３：３０～１６：００ 分科会 

山口大学教育学部附属山口小学校 

 

９ 資 料 代  １,５００円（当日、受付でお支払いください。） 

 

10 参加申込  メールまたは FAXで、希望の分科会担当校へお申し込みください。 
 

11 申込締切   平成３０年７月２０日（金）  

 

12 そ の 他     

  ○ 参加者用の駐車場はありません。お近くの山口市営駐車場をご利用ください。 

○ 役員（分科会責任者や指導助言者）につきましては、５０台程度の駐車場を確保しておりますが、数に

限りがありますので、できるだけ乗り合わせ、もしくは公共交通機関をご利用ください。 

○ 周辺の公共施設駐車場への駐車は、施設を利用される方に迷惑がかかりますので、ご遠慮ください。 

○ 昼食は、各自ご準備ください。（教育会館は飲食禁止です。昼食会場は分科会会場の山口大学

教育学部附属山口小学校をご利用ください。） 

 

 



平成 30年度 山特連研修大会 分科会一覧 

 分科会テーマ 担当校 指導助言者 提案者 

1 
就学前教育 

(幼保小の連携) 
岩国市立川下中学校 

ふれあい教育センター 

主査  中杉 久美子 

山口県立岩国総合支援学校 

教諭  村中 数子 

岩国市立由宇小学校 

教諭  梶原 純子 

2 
小学校における取組 

(通常の学級における特別支援教育) 
長門市立浅田小学校 

長門市教育委員会 

指導主事  長谷川 真季 

萩市立越ヶ浜小学校 

教諭  二宮 史香 

3 
中学校における取組 

(通常の学級における特別支援教育) 
下関市立阿川小学校 

山口県立豊浦総合支援学校 

教諭  金子 郁江 

下関市立豊田中学校 

教諭  竹内 康徳 

4 高等学校における特別支援教育 山口県立山口総合支援学校 
山口県立山口総合支援学校 

教頭  山田 智誠 

山口県立徳山高等学校鹿野分校 

教諭  浜垣 泰子 

山口県立山口高等学校 

教諭  宮本 上 

5 通級による指導 山口県立田布施総合支援学校 
ふれあい教育センター 

研究指導主事  福村 貴博 

周防大島町立島中小学校 

教諭  松岡 裕美 

柳井市立柳井中学校 

教諭  前田 こずえ 

教諭  河村 吉一 

6 キャリア教育 山口県立宇部総合支援学校 
山口県立山口南総合支援学校 

部主事  勇次 伸一郎 

山口県立宇部総合支援学校 

教諭  福田 秀悟 

教諭  吉岡 範子 

宇部市立常盤中学校 

教諭  礒田 和秀 

7 
特別支援教育コーディネーターの 

役割とセンター的機能 

山口県立下関総合支援学校 

山口県立下関南総合支援学校 

山口県立山口総合支援学校 

校長  嬉 真里子 

山口県立下関総合支援学校 

教諭  大川 祐子 

山口県立下関南総合支援学校 

教諭  梶原 誠 

8 教科等の指導 周南市立菊川中学校 
周南市立岐山小学校 

校長  福井 雅子 

周南市立今宿小学校 

教諭  篠原 晶江 

周南市立周陽小学校 

教諭  西村 由美 

周南市立富田中学校 

教諭  福永 琴美 

9 自立活動 山口県立周南総合支援学校 
ふれあい教育センター 

研究指導主事  宮本 剛 

山口県立周南総合支援学校 

教諭  吉本 理恵 

10 交流及び共同学習 山口県立防府総合支援学校 
山口県立防府総合支援学校 

教頭  三宅 修治 

山口県立防府総合支援学校 

教諭  柳田 尚美 

教諭  粟屋 順一 

防府市立新田小学校 

教諭  福本 景子 

防府市立中関小学校 

教諭  大塚 日登美 

 

 

 

 

 



◆参加申込方法 

 別紙申込書に必要事項を記入の上、希望する分科会の担当校に直接メールまたは FAXでお申

し込みください。 

◆分科会申込先一覧 

 参加申込、分科会についてのお問合せ等は、分科会担当校へお願いいたします。 

分科会 

No. 
担当校 メールアドレス FAX 

1 岩国市立川下中学校 andou.nanae@ysn21.jp 0827-21-5169 

2 長門市立浅田小学校 asadasho@hot-cha.tv 0837-43-2866 

3 下関市立阿川小学校 mae.mitsuki@ysn21.jp 083-786-1014 

4 山口県立山口総合支援学校 matsuo.hidenari@ysn21.jp 083-921-5800 

5 山口県立田布施総合支援学校 murata.eri@ysn21.jp 0820-52-3573 

6 山口県立宇部総合支援学校 kawasaki.kentarou@ysn21.jp 0836-41-8369 

7 山口県立下関総合支援学校 shimonoseki-s@ysn21.jp 083-258-3034 

8 周南市立菊川中学校 kikugawachu@shunan.ed.jp 0834-62-2389 

9 山口県立周南総合支援学校 shunan-s@ysn21.jp 0834-29-3210 

10 山口県立防府総合支援学校 shimaoka.tomoko@ysn21.jp 0835-22-6109 

 

分科会運営責任者の氏名は掲載しておりません。お問合せの際は、「山特連研修大会分科会担当

者」とお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会事務局 

 〒753-0841 山口県山口市吉田３００３ 山口大学教育学部附属特別支援学校内 

  電話 083-933-5480 Fax 083-933-5486 Email：santoku@yamaguchi‐u.ac.jp 

 


