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ご挨拶

近畿教育オーディオロジー研究協議会
会長 深田 桂子（奈良県立ろう学校長）

平成 21 年４月より、全国の
小学校、中学校において新学
習指導要領の一部が先行実施
されております。又幼稚園の
新教育要領は全面実施される
とともに、特別支援学校の新
学習指導要領についても、
幼・小・中・高に準じて実施
されます。

現在移行期間ということで、
各学校では授業時間数の確保
をしながら、計画的な取り組
みをするとともにセンター的
な役割を積極的に推進してい
ただいていること心から敬意
を表したいと思います。
さて近畿教育オーディオロ
ジー研究協議会では、平成 21
年度の事業計画も一定決まり
積極的に活動が開始されよう
としております。
教育の場で求められる専門
性の継承、教育内容の充実に
ついて、我々教職員は弛まな
い研修が必要であり、生徒の
ニーズに応えようとすればす
るほど密度の濃い研修が必要

になって参ります。
今年度も皆様方の希望をう
けて、様々な研修を工夫しな
がら計画して取り組んでいき
たいと思っております。
聴覚に課題をもつ幼児・児
童・生徒の将来の夢と希望の
実現のために、会員相互の情
報交換等を積極的に行い協力
し合って努力して参りましょ
う。
この会が聴覚障害教育の発展
的活動につながりますことを
祈念しております。
今年も皆様方の聴覚障害教
育に対する熱い思いを持って
ご参加いただきますようにお
願い申しあげます。

今年度の活動計画
今年度の活動計画
平成２１年５月１５日
６月 初旬
８月１９日
８月２０･２１日

９月 中旬
１０月３１日
１２月 中旬
平成２２年１月２９日
１月３０日
３月 中旬

他の研究会の予定

第１回代表委員会（大阪市立聴覚特別支援学校）
第１１回講演会・講習会案内発送、機関紙２８号発行
第２回代表委員会（大阪府立生野聴覚支援学校）
第１１回近畿教育オーディオロジー研究協議会講演会・講習会
２０日 午前 講演会（大阪府社会福祉会館）午後 講習会（生野聴覚支援学校）
２１日 終日 講習会（大阪府立生野聴覚支援学校）
機関紙２９号発行
秋の講演会（味覚糖 UHA 館）
冬の学習会案内、機関紙３０号発行
第３回代表委員会（滋賀県立聾話学校）
冬の学習会（滋賀県内）
集録の発行、機関紙３１号発行

☆日本教育オーディオロジー研究会 日時：平成21 年10 月17 日（

☆大阪府支援教育研究会 難聴教育研究分科会（府難研） 総会・講演会

☆京都聴覚障害教育研究会

日 時：平成21 年6 月11 日（木）14:３０～17:15

日 時：平成21 年7 月4 日（土）13::20～17:00

場 所：大阪市立扇町小学校

場 所：京都府立山城高等学校 視聴覚室

記念講演

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「症例によるｵｰｼﾞｵｸﾞﾗﾑ解説」

「きこえにくい子どもたちへの支援について」
府難研事務局 吹田市立吹田第二小学校 難聴学級 担当：熊谷
℡：06-6386-0041

FAX: 06-6386-1629

講演「聴覚生理」(仮)
事務局 京都府立聾学校 聴能言語室 細矢義伸
TEL 075-461-8121 FAX 075-461-8122

☆補聴器勉強会
日時：平成21 年6 月20･21 日（土・日）

☆全難言協 第１３回近畿ブロック大会

場所：奈良県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ (橿原)

大会主題 「これからの、きこえとことばの教育のあり方を考える」

20 日午後 「聴覚リハビリテーションと視覚情報」

期日: 平成21 年8 月４日(火）9:00～16:20

21 日午後 「補聴器適合の評価」

会場: 大阪市立扇町小学校

21 日午後 「乳幼児における聴覚の発達」

午前：記念講演「視覚シンボルと手話の活用

事務局 奈良県立ろう学校内 中井 弘征 山根久明

～音声言語を超えるコミュニケーションの効果～」

TEL:0743-56-2921 FAX:0743-56-8833 ﾒ-ﾙ:h-nakai@indigo.plala.or.jp

午後：分科会（構音障害、聴覚障害、言語発達、発達障害Ａ・Ｂ）
事務局 大阪市立扇町小学校 難聴学級 足立 貢

平成 21 年
近畿教育オーディオロジー研究協議会運営組織

Tel:06-6363-0192 Fax：06-6363-0194 mail：kinki-block@mail.goo.ne.jp

詳細は各事務局へお尋
ねください
事務局役員
・会 長
校長会代表 深田 桂子（奈良県立ろう学校）
・事務局長
中井 弘征（奈良県立ろう学校） ・ホームページ 浅井 康弘（京都府立聾学校舞鶴分校）
・事務局次長 本庄 良一（京都府立山城高等学校） ・機 関 紙 細矢 義伸（京都府立聾学校）
〃
中道 勝久（生 野 聴 覚 支 援 学 校） ・機 関 紙 坪田 良一（姫路聴覚特別支援学校）
・会 計
吉田 智美（奈良県立ろう学校） ・情報保障 中道 勝久（生 野 聴 覚 支 援 学 校）
・研 究
中瀬 浩一（大阪市立聴覚特別支援学校）
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
（西尾 竜次郎）
・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
（尾﨑 厚典）
・生野聴覚支援学校
（武藤 久美） ・豊岡聴覚特別支援学校
（木村 教之）
・だいせん聴覚高等支援学校（藤田 耕治） ・淡路聴覚特別支援学校
（伊藤 佳世）
・堺聴覚支援学校
（平田 敦子） ・大阪市立聴覚特別支援学校 （木村 純子）
・和歌山ろう学校
（高橋 克行） ・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 （栂村 健吾／奈良市立椿井小学校）
・和歌山県（片山 勇／御坊市立御坊小学校）
監査 ・今井 啓司（奈良県立ろう学校）
・増川 稔晃（京都府立山城高等学校）

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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奈良県立ろう学校内

メール：h-nakai@indigo.plala.or.jp

