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会 長 岡 本 廣 司
（奈良県立ろう学校長）
私は、３４年前初めて教員として赴任
した学校が奈良県立ろう学校であり、
１１年間、聴覚障害児教育に携わりま
したが、この間、多くの先輩の先生方
からいろいろとご教示をいただきまし
た。今回の異動は、私にとっては懐か
しい古巣に戻ったような気持ちです。し
かし、２３年間のブランクは、時間の過
ぎ去る早さとろう教育の変化に対する
驚きを味わうことになりました。
今日、聴覚障害児教育は、多くの課
題を抱えているものの、トータルコミュ
ニケーションのもとで、基本的生活習
慣の確立、基礎学力の向上、基礎体
力やスポーツの育成等、いづれも素晴
らしい進展が見られていることです。こ
れもすべての教職員が日々努力を積
み重ねられ、その成果を十二分に発

本年度の活動と収録の発行
第2回近畿教育
オーディオロジー研究協議会
講演会・講習会
8月18日（金）
午前 講演会 中川辰男先生
アゥィ−ナ大阪
大阪市天王寺区石ヶ辻町
19-12
℡ 06-6772-1441
午後 講習会
大阪府立生野聾学校
大阪市生野区桃谷1-2-1
℡ 06-717-3366

8月19日（土）
全日 講習会
大阪府立生野聾学校
2001年1月20日（土）
午後 勉強会 西宮方面
----------------------前年度の大沼先生の御講演を
収録として作成しました。
前年度会員の皆様には配布さ
せていただきます。
前年度会員でない方で収録を
希望される方は実費を御負担
ください。

揮されている結果であろう。ま
た、常日頃からこの教育に関わ
る仲間とのチームワークを大切
に、ろう教育全体のレベル向上に
努力されておられるからだと思い
ます。
昨年、発足した近畿教育オー
ディオロジー研究協議会は、聴覚
障害児教育における「教育オー
ディオロジー」としての一翼を担
い、聴覚障害児に関係する多く
の教職員に呼びかけ、より積極
的に研修及び研究を主とした内
容の講演会や講習会の開催を進
めており、期待されているところ
でもあります。このような取組は、
今後も継続して実施していきたい
と考えております。
会員の皆さんのお力を得て、近
畿教育オーディオロジー研究協
議会の活動が、より前進しますよ
う、私なりに精一杯頑張りますの
でよろしくお願いいたします。

なお、今年度も収録を作成する
予定です。
収録を希望される場合は入会
されることを希望します。

各研究会案内
聴 覚 障 害 教 育 を考 える
共同研究会
1.主催 大阪府立堺聾学校
2.日時 2000年11月7日 相談会
2001年2月7日 研究会
3.会場 大阪府立堺聾学校
堺市百舌鳥陵南町一丁目
℡ 0722-57-5471
--------------------------大阪聴覚障害教育研究会
ワークショップ２０００
「聴覚障害児のきこえの理解と
ことばの指導」
１．日 時：２０００年８月２２日（火）
午前９時３０分〜午後３時３０分
２．会 場：大阪市立聾学校
大阪市中央区上町１−１９−３１
３．参加対象：聴覚障害児教育に関
する初級的内容の研修を
希望する教職員
４．テーマ:「聴覚障害児のきこえの
理解とことばの指導」
５．プログラム：

第 ５ 回 きこ え の基 礎 講座
１ 主催 奈良県立ろう学校
２ 日時 ２０００年８月３０日（水）
３ 会場 奈良県立ろう学校
奈良県大和郡山市丹後庄町４５６
４ 対象 聴覚障害教育に関わる
教職員
５ 日程
１０：００ 受付
１０：３０ きこえのしくみと
聴覚障害の理解
１３：００ Ａ：聴力検査
Ｂ：聴覚学習
１４：２０ Ａ：補聴器の適合と評価
Ｂ：ＦＭ補聴器
１５：３０ 解散
６ 問い合わせ先
奈良県立ろう学校 聴能部 森井
TEL 0743-56-2921
FAX 0743-56-8833
第 13回 聴 覚 障 害 児 担 当 研 修 会

9:30 受付 9:45〜 開会式
10:00〜11:30 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ１：選択講座
Ａ「オージオグラムの見方」
Ｂ「聴力検査入門」
Ｃ「発音の検査法」
Ｄ「ことばの発達の検査法」
11:30〜12:30 昼食・休憩
12:30〜13:30 ショートレクチャー
「ＦＭ補聴器をよりよく活用するために
−その効果と限界ー」
13:45〜15:15 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2：選択講座
Ｅ「補聴器について」
Ｆ「発音指導の実際」
Ｇ「通常学級での配慮」
Ｈ「言語指導教材の作成」
15:15〜15:30 閉会式
８．参加費：本会2000年度会員は無料、
非会員５００円
10．締切り：７月１９日（水）
11．お問い合わせ： 事務局代表
大阪市立聾学校 中瀬 浩一
tel:06-6761-1419
fax:06-6762-1800

9:10〜9:50
本校の教育の概要説明
9:55〜11:35
公開授業（2・3校時）
11:40〜12:25
研究協議、閉会
問い合わせ先：
〒520-3014栗太郡栗東町川辺664
滋賀県立聾話学校
聴覚障害児担当研修会実行委員
会
寺田 充
℡077-552-1380 FAX077-554-1538
平 成 １2年 度
第 ２回 京 都 聴 覚 障 害 教 育 研 究 会
1.日時：平成１２年９月３０日（土）
１０時〜１６時３０分
2.会場：京都聴覚言語障害センター

（TEL:075-841-8336代）
〒604-8441
京都市中京区西ノ京東中合町２
3.日程 ９：００〜 ９：５０ 受付
９：５０〜１０：００ 開会・挨拶
１０：００〜１２：３０ 講座
「聴覚学習の基礎」−「AUDITORY
TRAINING」 N.P.ERBERに学ぶ−
京都府立山城高等学校
本庄 良一 先生
１２：３０〜１３：３０ 昼食・休憩
１３：３０〜１６：００ シンポジウム
「軽中等度難聴といわれている
児童の指導について」
１６：００ 閉会
4.当日会費：
会員１０００円、会員外２０００円
年会費２０００円
5.問い合わせ
京都府立聾学校聴能言語室：細矢義伸
℡075-461-8137 FAX075-461-8122

期日：平成12年6月27日（火）
場所：滋賀県立聾話学校 会議室
日程・内容：
9:00
受付

奈良県立ろう学校内
近畿教育オーディオロジー
研究協議会事務局
奈良県大和郡山市丹後庄町456

事務局長 中井 弘征
T E L 0743-56-2921
F AX 0743-56-8833
メール h-nakai@indigo. plala.or.jp

