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       近畿教育オーディオロジー研究協議会 

令 和 ２ 年 度  活 動 報 告 及 び 計 画 案  

１． 昨年度の総会から現在までの活動について 
≪令和元年≫ ８月２０日（火）・２１日（水）  

第２１回講演会・講習会（講演会、全体講習会、１６講座） 

（ホテルアウィーナ大阪・大阪府立生野聴覚支援学校）（参加者：２３６名） 
    

２０日 午前／ 総会・講演会 

          講  師 庄司 和史 先生（信州大学学術研究院 総合人間科学系 教授）   
テーマ ｢聴覚障害教育の課題－聴覚活用、言語指導、保護者支援を中心にー」 
 
２１日 午後／ 全体講習会 

           講 師 新田 清一先生（済生会宇都宮病院  耳鼻咽喉科  主任診療科長）  

テーマ「軽度・中等度難聴患者の補聴器診療の実際」 

２２日 全日／講習会 

９月下旬     秋の講演会案内発送、機関紙６８号発行 

１１月  ２日（土）秋の講演会  （大阪府社会福祉会館）（参加者：８２名） 
 
          講 師  加藤 哲則 先生（愛媛大学 教育学部 特別支援講座 准教授） 

                       テーマ  「学齢聴覚障害児の日本語読み能力と学力」 

 
１２月上旬      冬の学習会案内発送、機関誌６９号発行            
≪令和２年≫ 

１月３１日（金）第３回代表委員会（滋賀県立聾話学校）  

２月  １日（土）冬の学習会（フェリエ南草津）（参加者：７８名）  
 

         午前／講師  金沢 佑治 先生（滋賀県立小児保健医療センター 耳鼻咽喉科副医長） 

           テーマ「最新の難聴児医療・教育との連携」   

          午後／講師  高井 小織 先生（京都光華女子大学健康科学部医療福祉学科 准教授） 

           テーマ  「聴覚障害のある児童生徒の言語 

～培われたものから自ら発信して繋ぐものへの変容～」 

３月下旬      集録第２１号発行、機関誌７０号発行  

  令和元年度 会員数 ２８１名 （聾学校２３０名 難聴学級等５１名） 

（平成３０年度 ２６９名） 

≪令和２年≫ 

５月 ７日（木） 第１回代表委員会（大阪府立中央聴覚支援学校） →中止 

５月 初旬    第２２回夏の講演会･講習会及び会員募集中止案内発送･機関誌７１号発行 

７月２７日（月） 第１回事務局役員会（大阪府立生野聴覚支援学校）→ リモート会議 

８月１８日（火） 第１回代表委員会（大阪府立中央聴覚支援学校） → リモート会議 
 
２． 昨年度の会計報告（令和元年８月～令和２年７月）と監査報告について 

（別紙資料参照） 

３．新役員の提案と承認について 
 

令 和 ２ 年 度 役 員 （ 報 告 ）  

  会  長      ・校長会代表  三反田 多香子 （和歌山県立和歌山ろう学校） 

   副 会  長    ・校長会代表    吉田 伸哉 （大阪府立堺聴覚支援学校） 

 事務局役員    ・事務局長   内門 祐   （和歌山県立和歌山ろう学校 

                ・事務局次長    中道 勝久 （大阪府立生野聴覚支援学校） 

・事務局次長  松川 雅一 （大阪府立堺聴覚支援学校） 
                  ・事務局次長  谷口 信恵 （兵庫県立神戸聴覚特別支援学校） 

・会  計        羽田野 可奈（和歌山県立和歌山ろう学校） 

             ・機関紙        小林 真之  （兵庫県立姫路聴覚特別支援学校） 



         ・機関紙    吉田 智美 （奈良県立ろう学校） 

                  ・情報保障     久保 鈴加  （奈良県立ろう学校） 

・研 究        木村 純子  （大阪府立中央聴覚支援学校） 

・ホームページ 太田 裕樹 （京都府立聾学校） 

代表委員 

  （聾学校、聴覚特別支援学校） 

   ・滋賀県立聾話学校       （栗林 みさき）  ・大阪府立だいせん聴覚高等支援学校（徳田 浩一） 

   ・京都府立聾学校        （田頭 正浩）   ・大阪府立中央聴覚支援学校  （中咲 智香子） 

   ・京都府立聾学校舞鶴分校  （浅井 康弘）  ・兵庫県立神戸聴覚特別支援学校（川村 伊代） 

   ・奈良県立ろう学校      （山中 淳生）   ・兵庫県立姫路聴覚特別支援学校（坪田 良一） 

・和歌山県立和歌山ろう学校（則岡 綾音）   ・兵庫県立こばと聴覚特別支援学校（藤原 英典） 

・大阪府立生野聴覚支援学校（大下 麻由子） ・兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校（上田 茜） 

   ・大阪府立堺聴覚支援学校 （安達 康貴） 
  

（各府県地区ブロック） 

   ・滋賀県（ 未 定 ／           ）  ・和歌山県（大石 弘江／新宮市立王子ヶ浜小学校） 

・京都府（坂根 貴文／京都市立二条城北小学校）  ・大阪府 （足立 貢 ／大阪市立北中道小学校） 

・奈良県（田中 音栄／奈良市立椿井小学校）  ・兵庫県 （志水 諭美／伊丹市立伊丹小学校） 

 （監  査） 

・喜連 友子（大阪府立中央聴覚支援学校）  ・保下 栄見（大阪市立扇町小学校） 

※事務局・代表委員会において会計報告と監査を行い、令和元年度会員に配布して書面報告する 

４．今年度８月以降の活動計画（案）について 

８月１８日（火）   第２回代表委員会（大阪府立生野聴覚支援学校） → リモート会議 

８月１８日（火）   第２２回夏の講習会（大阪府立生野聴覚支援学校）→（１年延期扱い） 
  １９日（水）  第２２回夏の講演会・講習会                   →（１年延期扱い） 

※延期した内容 ８月１９日  全日／講習会Ⅱ・Ⅲ 全１６講座 
１８日  午前／総会・講演会 （たかつガーデン：大阪教育会館） 

      講  師  立入 哉 先生（愛媛大学教育学部 教授） 

      テーマ 「ｎｅｏ難聴への教育支援」 

  １８日 午後／全体講習会  （たかつガーデン：大阪教育会館） 

     講 師 広中 嘉隆 先生（元奈良県立ろう学校校長） 

     テーマ 「言語指導における手話と日本語」 

９月中旬     秋の講演会延期案内ホームページ掲載 機関紙７２号発行 

１０月３１日（土）秋の講演会  （大阪府社会福祉会館）→ （１年延期扱い） 
 
         講 師 山本 晃 先生（国立特別支援教育総合研究所 研究企画部総括研究員） 

                       テーマ  「     未    定      」 

 
１２月上旬      冬の学習会案内ホームページ掲載、機関誌７３号発行            
≪令和３年≫ 

１月２９日（金）第２回代表委員会（奈良県立ろう学校）  →日程変更 

１月３０日（土）第２回代表委員会（午前）→ リモート会議 

冬の学習会（午後）→ リモート開催 

         講  師  北野 庸子先生（信州きこえとことばのセンターやまびこ理事長）       

          テーマ  「     未    定      」 

３月下旬     機関誌７４号発行 令和３年度会員申込書ホームページ掲載 

※令和２年度は、会員を募集せずに冬の学習会は、参加費を徴収して行います。 

≪令和３年≫ 予定 

５月  日（ ）  第１回代表委員会（大阪府立中央聴覚支援学校） 

６月 初旬     第２２回夏の講演会・講習会案内発送、機関誌７５号発行 

８月１８日（水）   第２回代表委員会（大阪府立生野聴覚支援学校） 

８月１９日（木）   第２２回夏の講習会（大阪府立生野聴覚支援学校） 
  ２０日（金）  第２２回夏の講演会・講習会   （※令和２年度 １年延期扱いとした） 

 １０月３０日（土） 秋の講演会（大阪府社会福祉会館）（※令和２年度 １年延期扱いとした） 

５．今年度（令和２年８月～令和３年７月）の予算案について（別紙資料参照） 


