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今年の春は思いも寄らぬ新

型コロナウイルス感染拡大へ

の対応を迫られる中、全国に

緊急事態宣言が発令され、い

まだに臨時休校が続く異例の

年となりました。全国各地で

それぞれの状況への対応に追

われる大変な日々をお過ごし

のことと思います。子どもた

ちの姿、笑顔、ともに語り合

う様子が見られない学校ほど

寂しいものはありません。

会長就任３年目を迎え、こ

れまで長きにわたってお世話

になった本会への恩返しのつ

もりで微力ながら事務局、ス

タッフをはじめ会員の皆様と

歩みを共にして参りました。

会の活動は会報等でお伝えし

ておりますが、どれも大きな

成果を上げることができまし

た。心から感謝申し上げます。

今年度も「近畿は一つ」を

合い言葉に聴覚障害教育に関

わり、これからの未来を託す

子どもたちを育成するために
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心を一つにして、活動したい

と考えております。事務局を

はじめスタッフ一同が一丸と

なって、準備を進めておりま

すが、既にご承知のとおり、

夏の講演会･講習会は中止と

せざるを得ない状況となって

おります。今後の活動につい

ては順次ＨＰ等を活用し、ご

案内いたしますので、今しば

らくお待ちください。

学校、医療、福祉、療育な

ど様々な現場で今まさに、誰

もが経験していない事態と向

き合っています。各地で子ど

もたちの命を守り、学びをい

かに支えるか知恵を出し合っ

ています。教育オーディオロ

ジーに携わる皆様も同じ思い

で様々なことに心を砕いてお

られます。今は、その情報を

共有し、学校が再開された後

にはすぐさま対応できる準備

の時と考えます。

本協議会が２０年以上にわ

たり守ってきた「ゆるやかに」

「つながる」「専門性」を発

揮し、学校再開後の学びに備

えようではありませんか。教

育オーディオロジーが育んで

きた蓄積と人財と知恵をフル

に活用し、今後の対応に向け

て共に取組みましょう。

先の見通しがつかず、不安

も大きいときだからこそ、心

を一つ、思いを一つにし、こ

の先に見据えるものを同じく

する皆様方と本協議会が寄り

添い、この窮状を乗り越えて

いけると信じています。

「冬来たりなば

今年度も

お願いいたします。

第１回代表委員会（大阪府立中央聴覚支援学校）

機関紙７１号発行

第１回代表委員会（大阪府立中央聴覚支援学校

第２２回近畿教育オーディオロジー研究協議会

〃

秋の講演会の案内、機関紙７２号発行

秋の講演会（大阪府社会福祉会館）
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「つながる」「専門性」を発

揮し、学校再開後の学びに備

えようではありませんか。教

育オーディオロジーが育んで

きた蓄積と人財と知恵をフル

に活用し、今後の対応に向け

て共に取組みましょう。

先の見通しがつかず、不安

も大きいときだからこそ、心

を一つ、思いを一つにし、こ

の先に見据えるものを同じく

する皆様方と本協議会が寄り

添い、この窮状を乗り越えて

いけると信じています。

「冬来たりなば 春遠からじ」

今年度も､どうぞよろしく

お願いいたします。

聴覚支援学校） → 延期

中央聴覚支援学校） →【予定】

回近畿教育オーディオロジー研究協議会夏の講演会・講習会

→ 中止

→【予定】

→【予定】

山本 晃 先生

研究企画部 総括研究員)



１２月上旬 冬の学習会の案内、機関紙７３号発行 →【予定】

令和３年 １月２９日 第２回代表委員会（奈良県立ろう学校） →【予定】

１月３０日 冬の学習会（奈良県文化会館） →【予定】

テーマ・講師「 未 定 」

３月 下旬 機関紙７４号発行 →【予定】

※予定している今年度の取り組みにつきましては、今後の状況によって延期・中止になることがあります。

詳細につきましては、近畿教育オーディオロジー研究協議会のホームページにて随時ご確認ください。

事務局役員

・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長）

・副会長 吉田 伸哉 （大阪府立堺聴覚支援学校長）

・事務局長 内門 祐（和歌山県立和歌山ろう学校） ・会計 羽田野 可奈（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） ・機関紙 吉田 智美（奈良県立ろう学校）

〃 谷口 信恵（兵庫県立神戸聴覚特別支援学校） 〃 小林 真之（兵庫県立姫路聴覚特別支援学校）

〃 松川 雅一（大阪府立堺聴覚支援学校） ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 太田 裕樹（京都府立聾学校）

・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）

代表委員

（聾学校）

・滋賀県立聾話学校 （栗林 みさき） ・兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 （川村 伊代）

・京都府立聾学校 （田頭 正浩） ・兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 （坪田 良一）

・京都府立聾学校舞鶴分校 （浅井 康弘） ・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）

・大阪府立中央聴覚支援学校 （中咲 智香子） ・奈良県立ろう学校 （山中 淳生）

・大阪府立堺聴覚支援学校 （安達 康貴） ・和歌山県立和歌山ろう学校 （則岡 綾音）

・大阪府立だいせん聴覚高等支援学校 （徳田 浩一）

（各府県）

・京都府 （坂根 貴文／京都市立二条城北小学校） ・兵庫県 （志水 諭美／伊丹市立伊丹小学校）

・大阪府 （足立 貢 ／大阪市立北中道小学校） ・滋賀県 （ 未 定 ）

・奈良県 （田中 音栄／奈良市立椿井小学校） ・和歌山県（大石 弘江／新宮市立王子ヶ浜小学校）
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