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第22回 近畿教育オーディオロジー研究協議会 

総会および講演会・講習会 

－オンライン開催－ 

 

 

 

 

 

１  日 時   令和３年    ８月１９日（木） ９：１５～１５：３０ 

２０日（金） ９：３０～１５：４０ 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近畿教育オーディオロジー研究協議会事務局 
〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目19番31号 大阪府立中央聴覚支援学校内 
FAX：06-6762-1800 TEL：06-6761-1419  E-mail：kinkieaa@gmail.com 

 



近畿教育オーディオロジー研究協議会 

第 22回 講演会・講習会 

２ 内 容 

 20２1年8月１９日（木） 《全日》全体講習会 

会場：参加者の所属校（受付 ９：００ ～ 終了１５：３０） 

講座（30分）質疑応答（10分）休憩（10分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 

日 

９:15 ～ 挨拶・説明（Zoom）  

講座

① 

9:30 ～ 10:00 
「補聴器の特性とオージオグラム」坪田(姫路) 谷口(神戸)  

「裸耳の聴力」、「補聴器をつけたときの聴力」、「補聴器の周波数特性」には

密接な関係があります。本講座では、オージオグラムや周波数特性表につい

て基礎から学びながら、それら３つの関係について解説します。 

10:00 ～ 10:10 質疑応答（Zoomライブ配信） 

講座

② 

10:20 ～ 10:50 
「人工内耳」松川(堺) 中道(生野) 

使用している児童・生徒により効果はさまざまですが、この講座では人工内

耳を正しく理解していただくために人工内耳のしくみや人工内耳装用児生へ

の配慮についてわかりやすく説明します。 

10:50 ～ 11:00 質疑応答（Zoomライブ配信） 

講座

③ 

11:10 ～ 11:40 
「補聴援助システム」浅井(舞鶴)  田頭(京都) 

補聴援助システムとは、話者のことばを直接補聴器や人工內耳に届けるシス

テムです。今回は補聴援助システムの機器や使い方などについて基本的なこ

とを説明したいと思います。 

11:40 ～ 11:50 質疑応答（Zoomライブ配信） 

11:50 ～ 昼休憩 

講座

④ 

13:00 ～ 13:30 
「ろう学校の自立活動の取り組み」上田(豊岡) 藤原(こばと) 

本講座では、豊岡校、こばと校の自立活動の取り組みを紹介します。 

(豊岡)重複障害児にとって「わかる」「伝わる」をテーマに自立活動の実践を

報告します！障害の程度や発達が異なるひとりひとりに応じた授業を展開で

きるような工夫を日々、実践・反省を繰り返して授業を行っています！（こ

ばと）幼稚部の自立活動の取り組みとして、「きこえ・発話」の両面から幼児

の実態を把握し、適切な支援につなげられるよう努めています。「発音担当・

聴能担当の連携」を中心にその取り組みを紹介します。 

13:30 ～ 13:40 質疑応答（Zoomライブ配信） 

講座

⑤ 

13:50 ～ 14:20 

 

「難聴学級の取り組み」志水(伊丹小) 足立(北中道小) 

難聴学級で取り組んでいる学習指導や言語力を高めるための指導および子ど

もたちが自己認識を高めるための取り組みや情報保障として実施しているこ

とを紹介します。 

14:20 ～ 14:30 質疑応答（Zoomライブ配信） 

講座

⑥ 

14:40 ～ 15:10 
「各校の聴力検査室紹介・検査内容紹介」羽田野(和歌山)  栗林(滋賀) 

近畿地区の聴覚支援学校・聾学校の聴力測定室の様子を撮影した動画をリレ

ー形式でご紹介します。各校の特色や聴力測定室の様子が共有できる良い機

会となります。参加される先生方の勤務校との違いなどに注目してご覧下さ

い。 

15:10 ～ 15:20 質疑応答（Zoomライブ配信） 

 



２0２1年 8月２０日（金） 《午前》総会・講演会 《午後》講習会 

会場：参加者の所属校（受付  ９：１５ ～ 終了１５：４０） 

 

講演（９0分）※途中休憩（1５分） 質疑応答（1５分） 

 

２０ 

日 

９:30 ～ 総    会（Zoom） 

９:50 ～ 講師紹介（Zoom） 

＜講演会＞  

9:55 ～ 11:40 

「ｎｅｏ難聴への教育支援  － 聾教育40年を振り返って、そして今 －」 

立入哉 先生（愛媛大学教育学部 教授） 
私が1981年4月に愛媛大学教育学部聾学校教員養成課程に入学して以来、40年が経ち

ました。今回は、この間の聾教育の変化と対応の経緯を振り返りたいと思います。40 年

のうち半分が過ぎた頃、私はアメリカへの留学の機を得ましたが、日本に帰国後の頃から、

新スク、APDと様々な対応力が聾教育界に求められるようになりました。私自身も聾教育

というより、「様々な難聴」への対応に努めてきました。後半は、これら様々な、新たな対

応力が必要な難聴について、「neo 難聴」と一括し、これらの概念と対応についてお話し

させていただきたいと思います。 

11:45 ～ 12:00 質疑応答（Zoomライブ配信） 

12:00 ～ 昼休憩 

13:20 ～ 講師紹介（Zoomライブ配信） 

＜講習会＞  

13:25 ～ 15:10 

「言語指導における手話と日本語」 

広中嘉隆 先生（奈良県立ろう学校元校長） 
聴覚障害の子どもたちにとっては日本語の習得が大きな課題となりますが、手話をどのよ

うに位置づけるのか、日本語習得とどのように関連付けていくのかを考えていくことも大

変重要です。子どもたちにとって、言語としての手話はどのようなものか、そして日本語

はどのようなものか、さらにその二つを結び付けていくにはどうすればいいのか。障害の

早期発見や補聴機器・医療の進歩などにともない、ろう学校に通う子どもたちの実態も多

様になる中で、言語指導における手話と日本語の関係について具体的にお話していただき、

私たちが今後の指導に生かせる講座となります。 

15:15 ～ 15:30 質疑応答（Zoomライブ配信）・挨拶 

 

    ※ 一部内容および時間変更の可能性があります。 

３ 参加方法 
 ○新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、今回はオンライン開催とさせていただきます。 

 〇学校関係者については、所属校（参加者が勤務している学校）での視聴となります。 

 

４ 参加申し込み 
○対象：①聴覚障害教育（療育）に関わる教員・言語聴覚士など ②保健医療・福祉関係者など 

○申し込み方法 

近畿地区の聾学校・聴覚特別支援学校・難聴学級のうち、代表委員が所属している学校の教職員 

（事務局・代表委員一覧を参照） 

→参加申込書（別紙）にご記入のうえ、代表委員にお申し込みください。 

上記以外の学校の教職員／学校関係者以外 

→視聴方法を確認のうえ、参加申込フォームにてお申し込み下さい。 

〇申し込み締切日 

申し込みの締切日は、７月５日（月）とします。 

〇情報保障 

 講演会および講習会の動画については、字幕付与となります。 

その他、総会および質疑応答等については、ライブ配信となります。 

 ライブ配信時に手話通訳（各校手話通訳スタッフ）が必要な方は、別途申込書（情報保障欄）にご記入ください。 

手話通訳を希望される方も、7月５日（月）までにお申し込みください。 

 

 

 



５ 受講費用（事後振込） 

会員 会員外 

1,000円 2,000円 

 
・2日参加される場合も、１日のみ参加の場合も、受講費用は一律となっています。 

・受講費用は、事後振込となります。銀行振込（手数料参加者負担）にて、８月２７日（金）までにお支払いください。 
・近畿地区の聾学校・聴覚特別支援学校・難聴学級のうち、代表委員が所属している学校の教職員 

→代表委員にお支払いください。 
・上記以外の学校の教職員／学校関係者以外 

→下記の振込先にお支払いください。 
 
＜振込先＞ 振込の際には、必ず ①氏名 ②所属 の記載をお願いいたします。 
【金融機関名】ゆうちょ銀行 
【支 店 名】〇九九店（ゼロキユウキユウ店） 
【預金種別】当座 
【口座番号】０２３５５７６ 
【口座名義】近畿教育オーディオロジー研究協議会 
 

 

６ その他 
＜配付資料＞ 

・申し込まれた方を対象に、配付資料を限定公開いたします。（８月１０日～８月２０日予定） 

 ・詳細については、代表委員もしくは事務局からご案内いたします。 

 ・８月１０日（火）までに、案内等が届かない場合には、事務局までご連絡ください。 

＜視聴方法＞ 

 ・当日の講義については、事前録画した動画を配信します。 

総会および質疑応答等については、ライブ配信（Zoom）を予定しております。 

 ・近畿地区の聾学校・聴覚特別支援学校・難聴学級のうち、代表委員が所属している学校の教職員 

→各学校での一斉視聴を予定しています。詳細については、代表委員よりお知らせいたします。 

 ・上記以外の学校の教職員／学校関係者以外 

→ZoomとYouTubeを併用した限定配信を基本とします。YouTubeでの視聴が不可となっている学校について

は、Zoomのみでの限定配信を予定しています。 

両方使用不可もしくはZoomが使用不可の学校につきましては、申し込みをお断りさせていただくことがあり

ます。申込書に視聴可能な方法をご記入ください。 

＜留意事項＞ 

・学校関係者については、所属している学校での視聴をお願いいたします。 

・情報保護の観点から、動画の録画・ダウンロード等は一切不可とさせていただきます。 

・ご利用いただく通信環境等によっては、視聴できない可能性があります。 

ご了承の上ご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

《近畿教育オーディオロジー研究協議会 事務局・代表委員 一覧》 

赤木 瑞枝  （近畿教育オーディオロジー研究協議会会長） 

栗林 みさき（滋賀県立聾話学校） 

野田 章訓  （京都府立聾学校） 

田頭 正浩  （京都府立聾学校） 

浅井 康弘  （京都府立聾学校舞鶴分校） 

中道 勝久  （大阪府立生野聴覚支援学校） 

大下 麻由子（大阪府立生野聴覚支援学校） 

中咲 智香子（大阪府立中央聴覚支援学校） 

木村 純子  （大阪府立中央聴覚支援学校） 

喜連 友子  （大阪府立中央聴覚支援学校） 

徳田 浩一  （大阪府立だいせん聴覚高等支援学校） 

松川 雅一  （大阪府立堺聴覚支援学校） 

安達 康貴  （大阪府立堺聴覚支援学校） 

山田 美希  （奈良県立ろう学校） 

山中 淳生  （奈良県立ろう学校） 

羽田野 可奈（和歌山県立和歌山ろう学校） 

串 元嗣  （和歌山県立和歌山ろう学校） 

坪田 良一  （兵庫県立姫路聴覚特別支援学校） 

小林 真之  （兵庫県立姫路聴覚特別支援学校） 

藤原 英典  （兵庫県立こばと聴覚特別支援学校） 

上田 茜  （兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校） 

谷口 信恵  （兵庫県立神戸聴覚特別支援学校） 

三谷 真紀子（兵庫県立神戸聴覚特別支援学校） 

 

＜地区ブロック代表＞ 

村瀬 香奈  （京都市立二条城北小学校） 

足立 貢    （大阪市立北中道小学校） 

田中 音栄  （奈良市立椿井小学校） 

志水 諭美  （伊丹市立伊丹小学校） 

大石 弘江  （新宮市立王子ヶ浜小学校） 

 

≪会員資格≫ 

近畿地区の教育関係者 

※ 入会を希望される方は、事務局までご連絡ください 

ゆうちょ銀行からの送金（電信振替）を利用される場合も、
氏名・所属の入力（カタカナ）をお願いいたします。 

記号番号：００９２０－３―２３５５７６ 



令和３年８月分 

第２２回講演会・講習会 参加申込書 

 

近畿地区の聾学校・聴覚特別支援学校・難聴学級のうち、代表委員が所属している学校の教職員  

＼下記の参加申込書にご記入のうえ、お申し込みください／ 

 

 

 氏 名                   所 属                   

 

（  ）１日のみ参加 （１９日に参加・２０日に参加） 

（  ）２日とも参加 （１９日、２０日ともに参加） 

 

◎情報保障（総会および質疑応答等）について    希望される日程を○で囲んでください。 

                  

１９日  ・  ２０日 

 

ライブ配信時に手話通訳（各校手話通訳スタッフ）が必要な方も、７月５日（月）までにお申し込みください。 

 
※近畿地区の聾学校・聴覚特別支援学校は一括申し込みとなります。参加申込書は代表委員にお渡しください。 

 
 
 
 
 
 

上記以外の学校の教職員／学校関係者以外        ＼参加申込フォームにてお申し込み下さい／ 

 

 近畿教育オーディオロジー研究協議会のホームページ（https://www.normanet.ne.jp/~kinki/）から、  

参加申込フォームにアクセスできます。 

 右下の QR コードにて、参加申込フォームに直接アクセスすることも可能です。 

 視聴方法について、ご確認のうえお申し込み下さい。 

 視聴に関するご質問等がありましたら、近畿教育オーディオロジー研究協議会の専用メールアドレス

（E-mail：kinkieaa@gmail.com）まで、ご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近畿教育オーディオロジー研究協議会事務局 
〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目19番31号 大阪府立中央聴覚支援学校内 
FAX：06-6762-1800 TEL：06-6761-1419  E-mail：kinkieaa@gmail.com 

 

会員 会員外 

1,000円 2,000円 

 

https://www.normanet.ne.jp/~kinki/
mailto:kinkieaa@gmail.com

