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近畿教育オーディオロジー
研究協議会の夏の講演会・講
習会も回を重ね、第９回目と
なりました。
最近では、ろう学校や、難
聴学級の先生方だけでなく、
支援センター等の先生方の参
加も見られるようになり、聴
覚障害児教育に関わる皆さん
方の研修の場であるというこ
とはもちろん、交流の場とし
て、共に悩みを語り、助言し
あっているのが現状かと思い
ます。
研究内容も最近では、聴覚
についてだけでなく、地域支
援や福祉制度について、また、
今何かと話題にあがっている
軽度発達障害についても、理
解していくことはろう教育を
進める中で、大変重要である
と考えます。的確な支援をす
るためにも発達検査は欠かせ
ないものであり、必要である

という思いで、研修会の内容
として組み込ませていただい
ております。
国では、今年は特別支援教
育元年と位置付け、４月から
スタートしています。特別支
援教育の中でろう学校が果た
す役割は何なのか、聴覚に障
害を持つ子ども達の指導に教
員として果たす役割は、指導
のあり方は、専門性の向上と
は・・・今までの伝統を守り
つつ、新たな意識変革を一色
変革をしていかなければなり
ません。
今、子ども達を取り巻く社
会は大きく変化し、大変不安
定なものがあります。それ故
に先生方が必要とする研修も
幅広いものが求められている
と思います。事務局役員が中
心となって本会の発展のため
に知恵を出し合い、検討を重
ねております。

この様な観点から、今年は目
白大学の齋籐佐和先生に「聴覚
障害児の言語の習得と言語指導
について」ご講義いただく機会
を得ましたこと、私といたしま
しても大きな喜びであり、先生
方にも喜んでいただける企画で
ある期待してるところです。
今後も先生方の声に答えなが
ら、計画的の取り組み、聴覚に
課題を持つ子ども達のために資
質の向上を図り、共に頑張りま
しょう。

今年度の
今年度 の 活動計画
平成１９年 ５月１８日
６月 初旬
８月２０日

第１回代表委員会（大阪市立聾学校）
第９回講演会・講習会案内
第２回代表委員会（大阪府立生野聾学校）
第９回講演会・講習会準備（大阪市立生野聾学校）

８月２１・２２日 第９回近畿教育オーディオロジー
回近畿教育オーディオロジー研究協議会講演会
オーディオロジー研究協議会講演会・
研究協議会講演会・講習会
２１日 全日 講習会（生野聾学校）
２２日 午前 総会・講演会（大阪府社会福祉会館５階ホール）
『聴覚障害児の言語習得・言語指導について』
齋藤 佐和先生（目白大学保健医療学部言語聴覚学科長）
午後 講習会（生野聾学校）
１１月４日

１２月中旬

秋の講演会（
講演会（味覚糖ＵＨＡ
味覚糖ＵＨＡ館
ＵＨＡ館）
『（仮）特別支援教育元年～特別支援教育の現状と課題』
宍戸 和成先生（文部科学省 視学官）
※会員も有料となります。（５００円）非会員１，０００円
冬の学習会案内、機関紙２１号発行

平成１９年１月２２日

第３回代表委員会及び専門研修会（大阪市立聾学校）

冬の学習会（
学習会（大阪社会福祉会館５
大阪社会福祉会館５階ホール）
ホール）
『高等教育機関に学ぶ聴覚障害者の現状とその支援』
白澤 麻弓先生（筑波技術大学 准教授）
※今年度の冬の学習会は日本教育オーディオロジー研究会 上級講座（２月９～１１日）
に協力し、公開講座として共催します。
２月１１日

３月

中旬

研究会のご
研究会のご案内
のご案内
ー

集録の発行・機関紙２２号発行

各地域の講習会は日本教育オーディオロジー研究会ホームページで
ご確認ください。

８月４日（土）５日（日） ろう教育科学会
８月４日（土）
ACITA「保護者・中高大学生懇談会」 横浜開港記念館
８月９日（木）１０日（金）全国盲ろう教育研究会 定期総会・研究協議会
１０月４日（木）５日（金） 全国聾教育研究大会 （熊本）
１０月６日（土）
第５回日本教育オーディオロジー研究会総会・研究会（熊本）
※詳細については各ホームページ等でご確認ください。
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会 長 ・校長会代表 深田 桂子 （奈良県立ろう学校）
事務局役員
・事務局長 中井 弘征（奈良県立ろう学校） ・ホ ー ム ペ ー ジ 細矢 義伸（京都府立聾学校）
・事務局次長 本庄 良一（京都府立山城高等学校） ・機 関 紙 坪田 良一（神戸聴覚特別支援学校）
〃
中道 勝久（大阪府立生野聾学校)
〃 三反田多香子（県立和歌山ろう学校）
・会 計 吉田 智美（奈良県立ろう学校） ・情報保障 中道 勝久（大阪府立生野聾学校）
・研 究 中瀬 浩一（大阪市立聾学校）
代表委員
（聾学校）
・滋賀県立聾話学校
（庄司 智子） ・神戸聴覚特別支援学校 （柳瀬 尚子）
・京都府立聾学校
（齋藤 正典） ・姫路聴覚特別支援学校 （菅原 正広）
・京都府立聾学校舞鶴分校 （芦田 雅哉） ・こばと聴覚特別支援学校 （尾崎 厚典）
・大阪府立生野聾学校
（井上 節郎） ・豊岡聴覚特別支援学校 （安田 真里）
・大阪府立だいせん高等聾学校 （前田 直広） ・淡路聴覚特別支援学校 （熊田 華恵）
・大阪府立堺聾学校
（立石 麻由子） ・大阪市立聾学校
（木村 純子）
・和歌山県立和歌山ろう学校 （内門 祐） ・奈良県立ろう学校
（福田 恵子）
（各府県）
・京都府 （高井 小織／京都市立二条中学校） ・兵庫県 （井上 久美子／伊丹市立伊丹小学校）
・大阪府 （足立 貢 ／大阪市立扇町小学校） ・滋賀県 （ 未 定 ／
）
・奈良県 （森田 満里子／奈良市立椿井小学校) ・和歌山県（岩倉 由紀子／有田市立箕島小学校）
監査
・山根 久明（奈良県立ろう学校）
・増川 稔晃（京都府立山城高等学校）
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近畿教育オーディオロジー
研究協議会事務局

事務局長 中井 弘征
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