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収録の発行

御挨拶

各地の研究会

御挨拶
近畿教育オーディオロジー
研究協議会
会 長 岡 本 廣 司
（奈良県立ろう学校長）
近畿教育オーディオロジー研究協議
会が発足して今年で３年目を迎えま
した。年々本会の組織の強化や講演
会や講習会の充実が図られる中で、
会員数の増加が見られ、聴覚障害児
教育に携わっている者の一人として
こんなに嬉しいことはありません。
また昨年は、福島で開催された全
国聾学校校長会総会・研究協議会の
シンポジウムにおいて「近畿教育
オーディオロジー研究協議会の設立
について」発表する機会を得て、こ
れまでの経過や活動の現状と課題に
ついて報告し、全国の聾学校の校長
先生方にご理解とご協力を得ること
ができたのではないかと思っていま

す。各地域の動きがある中でそ
れなりの取り組みがなされてい
るところもあるようですが、
今、近畿の取り組みが一番進ん
でいるように思われました。こ
れからも聴覚障害児のための努
力を惜しまずがんばりたいもの
です。
さて、過日の第１回代表委員
会において、今年度の諸活動に
ついての検討が行われ、数点に
わたって充実が図られることに
なりました。一つには会の広報
活動の一環としてホームページ
を開設し、そのため事務局に担
当者を新たに設置すること。二
つには近畿府県における難聴学
級との連携を深めるため、新た
に兵庫県と和歌山県から代表委
員を選出できるようになったこ
と。三つには夏の講演会・講習
会とは別に会員対象にした秋の

講演会を開催することなど
が話し合われたところで
す。
このように本会の発展に
積極的にご尽力いただいて
おります事務局の役員の皆
さんや代表委員の方々に心
から感謝申し上げますとと
もに会員の皆さんのお力を
得て、本会の活動が一層前
進しますよう、暖かなご理
解とご支援を切にお願い申
し上げます。

本年度の活動と収録の発行
第3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２１日（火）
午前 講演会 高橋信雄先生
たかつガーデン
大阪市天王寺区東高津町7‑11
℡ 06‑6768‑3911
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
℡ 06‑6717‑3366
８月２２日（水）
全日 講習会
大阪府立生野聾学校
１１月３日(土)
講演会
南村洋子
場所 大阪方面
2001年１月１９日（土）

先生

午後

勉強会

和歌山方面

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
前年度の中川先生の御講演を
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。
なお、今年度も収録を作成す
る予定です。

各地の研究会
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.趣旨
本研究会は聴覚障害の教育につ
いてお互いの実践を通してより良
き指導の方向を研究し、聴覚障害
教育のｾﾝﾀｰ的な役割を果たしたく、
当面の段階として、指導上の具体
的な問題について、必要に応じて
連絡、研究、協議をする。
2.日時 2001年5月30日 相談会
2001年11月1日 研究会
同日とも3時30分-5時まで
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
4.内容
・聴覚活用について

・言語指導について
・発音指導について
・生活指導について
・中学生の指導について
5.締切日
1回目5/22 2回目11/1
6.問い合わせ
大阪府立堺聾学校共同研係
TEL 0722-57-5471
FAX 0722-57-3310
綿谷、加藤
--------------------------平 成 13年 度 府 難 研 総 会 ・
講 演 ・研 修 会
1.日時 平成13年6月19日(火)
9時30分から16時30分
2.会場 八尾市立安中小学校
ＪＲ八尾駅より徒歩10分

3.日程
9:30受付
10:00- 研修会
全体研修会「ｵｰｼﾞｵｸﾞﾗﾑの見方」
10:40- コース別研修会
・ことばの指導
・教科指導
・手話
・通常学級での配慮
13:30- 総会
14:00- 講演
「難聴学級に求められるものとは」
神戸聾学校 大西裕介先生
16:30- 閉会
4.会費2000円
5.問い合わせ
府難研事務局
吹田第2小学校 西村則子

(幼・小・中・高の自立活動の取り組み)
5. 参加費 不要
6. 問い合わせ先
奈良県立ろう学校 聴能部 山根
TEL 0743-56-2921
FAX 0743-56-8833

FAX06-6386-1629

第 2回 「W ANPAK U交 流 会 」
1.主旨
いろんな学校学級に在籍する
聴覚障害児が集まり、交流す
る機会とする。
2.日時平成13年12月5日(水)
3.会場 大阪府立生野聾学校
4.日程
9:30受付
10:00- 開会挨拶
発表会
13:00- 交流会
14:00- 閉会挨拶
5.申し込み先
府難研事務局
八尾市立安中小学校
平石 登茂子
TEL 0729-22-2913
FAX 0729-92-1974

TEL 0729-22-2913
FAX 0729-92-1974

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 平成１３年８月２８日（火）
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. 日程
9：45 受付
10：10 全体講座「きこえのしくみと
聴覚障害」-成人ろう者の講演13:00 講座Ⅰ・Ⅱ
14:30 講座Ⅰ・Ⅱ
講座Ⅰ:聴力検査と
補聴器適合・評価
講座Ⅱ:自立活動の取り組み
〜聴覚学習を中心に〜

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

平 成 １ 3年 度
第２回京都聴覚障害教育研究会
1.日時：平成１３年９月８日（土）
2.会場：京都テルサ
〒601-8047（TEL:075-692-3400代）
京都市南区九条新町下ル
3.日程 １０：００〜１６：００
午前仮題「箱形補聴器の効用」
午後仮題「デジタル補聴器について」
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

事務局長 中井 弘征
TE L 0 7 4 3 - 5 6 - 2 9 2 1
FAX 0743-56-8833
メー ル h - n a ka i@ in d igo .p la la .o r.jp

