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第５８回全日本特別支援教育研究連盟全国大会埼玉大会を次の要項にて開催いたします。 

本大会は「志をもち、未来社会を自立的に生きる子供たち」～一人一人の教育的ニーズに応じる教

育の充実を求めて～を大会主題として、障害のある子供たちと障害のない子供たちが共に生きる共

生社会の実現に向けた教育の推進について、全国各地の皆様と研究協議を深めたいと考えておりま

す。 

さらに、本大会は全日本特別支援教育研究連盟が発足して７０周年を迎える記念すべき大会でも

あります。本研究連盟が昭和から平成、そして、新たな時代が始まるこの年に大きな節目を迎えるこ

とは大変意義のある感慨深いものであります。 

さて、埼玉県は関東平野の中央に位置し、会場となるさいたま市は、武蔵野の面影を残す昔から交

通の要所として発展してきました。都心からのアクセスがよく、上信越、北陸、東北方面からの交通

の便も良い地となります。 

ここ埼玉県・さいたま市に御参集いただいた皆様と共に、本大会が、長年にわたり築いてきた特別

支援教育の足跡を大切にしながら、「志をもち、未来社会を自立的に生きる子供たち」を育み、特別

支援教育がさらに進展する契機となるよう、全国各地の皆様と研究協議を深められることを楽しみ

にしております。 

令和元年６月吉日 

  

      全 日 本 特 別 支 援 教 育 研 究 連 盟  理 事 長   明官  茂 

      第５８回全日本特別支援教育研究連盟全国大会埼玉大会  実行委員長   山田  明 
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第５８回全日本特別支援教育研究連盟全国大会埼玉大会 

（第二次案内） 

    

～ 一人一人の教育的ニーズに応じる教育の充実を求めて ～ 

令和元年（２０１９年）１０月１７日（木）・１８日（金） 
 



大 会 開 催 要 項 

１ 大会主題   「志をもち、未来社会を自立的に生きる子供たち」 

～ 一人一人の教育的ニーズに応じる教育の充実を求めて ～ 
 
２ 趣  旨 

本大会は、我が国が批准した障害者の権利に関する条約が効力を生じて５年が経過し、共生社

会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のため特別支援教育が進展する中、新学習指

導要領の全面実施を直前に控えた節目に開催される。さらには、本年は、全日本特別支援教育研究

連盟が発足し７０年という歴史を刻む年でもある。 

また、本大会では、大会主題を「志をもち、未来社会を自立的に生きる子供たち」～一人一人の

教育的ニーズに応じる教育の充実を求めて～とし、全国各地の皆様と研究協議を深め、特別支援

教育のさらなる進展と充実に寄与する大会を目指している。 

 
３ 大会期日   令和元年１０月１７日（木）・１８日（金）  
 

４ 会  場     第１日《全体会》          大宮ソニックシティホール大ホール  

   《理事・評議員研究協議会》大宮ソニックシティホール国際会議室 

《レセプション》     パレスホテル大宮             

          第２日《学校見学》         さいたま市内の小学校・中学校・特別支援学校 

             《分科会》         大宮ソニックシティビル会議室 

   大宮ソニックシティ: 〒330-8669  埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 丁目 7-5 

電話: 048-647-4111 FAX: 048-647-4159 

５ 参 加 者    全日本特別支援教育研究連盟構成団体会員、幼稚園・保育所・こども園・小学校・ 

中学校・高等学校・特別支援学校・大学等の教職員、特別支援教育研究者、 

関係団体の方、保護者、特別支援教育に関心のある方 
 

６ 日  程 

 時間    9:20 9:50   10:40   12:00       13:30   14:30          16:20 16:30       18:00 
第１日 
10/17
（木） 

 
受

付 

開会式 

表彰式 
研究 

報告 
昼食 

行政説明 

基調報告 

全特連 70 周年 

記念シンポジウム 

閉
会
式 

全国 

理事・評議員 

研究協議会 

レセプ 

ション 

    8:30 9:20       11:00    12:40 13:00                  16:30 

第２日 
10/18
（金） 

受

付 

学校見学 移動/昼食 受

付 
※分科会 

※分科会毎に 

閉会行事を行い散会  
関東甲信越地区 
理事研究協議会 

 

７ 研究報告  ○全特連 三木安正記念研究奨励賞受賞者  （ 未定 ） 

 ○埼玉県代表者 埼玉県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 教諭 松澤 ゆかり 他  

「共に学ぶ、共に生きる」～合唱ミュージカルライオンキングの取組～  

 

８ 全特連７０周年記念シンポジウム    

テーマ「特別支援教育の未来を展望する～新学習指導要領と特別支援教育の実践研究を通して～」 

シンポジスト    宮﨑 英憲 氏 全国特別支援教育推進連盟 理事長、東洋大学名誉教授 

松矢 勝宏 氏 全特連顧問、前全特連理事長、東京学芸大学名誉教授 

黒澤 一幸 氏 山村学園短期大学客員教授、前全特連研究部長 

コーディネーター  明官  茂   全日本特別支援教育研究連盟 理事長 

 

 

 



９ 全体会・分科会会場（大宮ソニックシティ） 

全体会大宮ソニックシティホール 大ホール 

分科会大宮ソニックシティビル会議室（４F～９F） 

 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 丁目 7-5 

＜アクセス＞ JR 東日本・大宮駅 

西口歩行デッキ・徒歩 5 分 

  

（大会期間中、ＪＲ大宮駅西口より、大宮ソニ   

ックシティへの誘導係を配置しています。） 

 
 
 
 
   
 
１０ 学校見学コース 

○全特連埼玉大会特設ホームページにて学校見学会場を紹介しています。ご覧ください。 

  http://fuyou.saitama-u.ac.jp/saitama_k/（埼玉県特別支援教育研究会 HP 内） 

○さいたま市内の小・中学校（特別支援学級、発達障害・情緒障害通級指導教室、難聴・言語障  

害通級指導教室のいずれかが設置されている学校）、療育センター及び特別支援学校の７コー

ス（Ａ～Ｇ）の施設見学となります。（費用無料）  

※学校見学施設の受け入れの都合上、申し込み先着順で受付を終了させていただきます。 

※学校見学をご希望される場合は、事前の申込みが必要になります。当日申込みはできません。 

   
１１ ホームページ 

   埼玉大会第二次案内を全日本特別支援教育研究連盟のホームページに掲載しています。 

   どうぞご覧ください。   全特連 HP https://manavia.net/community/16  

コース 学校・施設名 住所・さいたま市 
予定
人数 

交通機関 
集合場所/最寄り駅 

A 
埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園 

（知的障害・高等部単独校） 

桜 区 上 大 久 保
519−7 100 【集合場所】 

鐘塚
かねづか

公園 

   
ソニックシティの

東側に 隣接した公園 
JR 大宮駅西口 

より徒歩 5 分 

 

【バス受付】 

8:30～8:50 
A・B・C・D・E コースの

プラカードを掲げてご案

内します。 

B 
さいたま市立ひまわり特別支援学校（肢体不自由） 

さいたま市総合療育センターひまわり学園 
西区三橋 6-1587 50 

C 

さいたま市立日進中学校 
北 区 櫛 引 町 2-
503-1 

50 

埼玉大学教育学部附属特別支援学校（知的障害） 
北 区 日 進 町 2-
480 

D 

さいたま市立大宮南小学校 
大宮区吉敷町 3-
87 

30 

さいたま市立大宮南中学校 
大宮区天沼町 2-
362 

E 埼玉県立けやき特別支援学校（病弱） 
中央区新都心 1-
2 20 

F 

さいたま市立大宮東中学校 
大宮区堀の内町
1-99 

50 

【会場受付】 

9:00～9:20 

大宮東中学校 

大宮駅東口

徒歩 15 分 

さいたま市立大宮小学校 
大宮区大門町 3-
3 

大宮駅東口

徒歩 10 分 

G 

さいたま市立桜木小学校 
大宮区桜木町 4-
328−9 

50 

【会場受付】 

9:00～9:20 

桜木小学校 

大宮駅西口

徒歩 10 分 

さいたま市立桜木中学校 
大宮区桜木町 4-
219 

大宮駅西口

徒歩 10 分 

バ  

ス  

利  

用  

コ 
 

ー  

ス 



１２ 分科会（分科会名・テーマ・討議の柱） 

 

No 分科会名 テーマ 討議の柱 

1 学校経営 
共生社会の実現を目指した学校

経営 

○教職員の資質向上・人材育成 

○ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育ｼｽﾃﾑ構築を推進する学校経営 

２ 
特別支援教育コーディネーター

の役割とセンター的機能 

校内資源や地域ネットワークを

生かした支援と連携 

○合理的配慮・合意形成にかかる支援の在り方 

○特別支援学校のセンター的機能の充実 

３ 
幼児期の特別支援教育と 

幼保小の連携 

幼稚園や保育所における一人 

一人のニーズに応じた早期支援

と就学支援 

○早期からの就学支援の在り方 

○保護者への支援と関係機関との連携の在り方 

４ 
各教科等を合わせた指導①  

(日常生活の指導・生活単元学習) 

一人一人の意欲や生活する力を

育む日常生活の指導・生活単元

学習 

○基本的生活習慣の確立に向けた指導 

○地域や学校の特色を生かした学習展開の工夫 

５ 
各教科等を合わせた指導②   

（作業学習） 

一人一人の自立する力、働く力を

育む作業学習 

○卒業後の職業生活につながる指導 

○地域や学校の特色を生かした作業学習 

６ 
教科別の指導① 

（小学校段階） 

主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善 

○資質・能力をバランスよく育成する指導 

○ＩＣＴを有効に活用した指導 

７ 
教科別の指導② 

（中学校段階） 

主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善 

○資質・能力をバランスよく育成する指導 

○ＩＣＴを有効に活用した指導 

８ 自立活動 
一人一人の教育的ニーズに応じ

豊かな生活を支援する自立活動 

○きめ細かな実態把握・評価に基づく指導計画 

○困難さの背景に着目した指導 

９ 

通常の学級における児童 

生 徒 の 支 援 と 授 業 改 善 

（小・中学校） 

UD の視点を取り入れた発達障害

のある児童生徒への指導と授業

づくり   

○合理的配慮に対応した学習環境整備と指導 

○すべての児童生徒に分かりやすい授業の工夫 

10 
高等学校における特別支援

教育 

高等学校における特別支援教育

の推進 

○合理的配慮への対応とニーズに応じた指導 

○高等学校における通級による指導 

11 
通級による指導 

（発達障害・情緒障害） 

通級指導教室における発達障

害・情緒障害のある児童生徒へ

の指導 

○主体的に学ぶ意欲を伸長する指導 

○在籍校・保護者・関係機関との連携の在り方 

12 
難聴・言語障害のある児童

生徒への指導 

難聴・言語障害のある児童生徒へ

の指導 

○専門性を生かした指導 

○在籍校・保護者・関係機関との連携の在り方 

13 自閉症の児童生徒への指導 
知的障害と自閉症を併せ有する

児童生徒への指導 

○自閉症の特性を生かした指導・支援の工夫 

○一人一人のニーズに応じた指導計画の作成 

14 
重度・重複障害のある児童  

生徒の指導・支援 

重度・重複障害のある児童生徒の

理解と支援及び医療との連携 

○障害の特性等に応じた指導上の配慮の充実 

○保護者・医療機関等との連携の在り方 

15 キャリア教育 
社会に開かれた教育課程の編成

とキャリア教育 

○卒業後を見据えた一貫した指導・連携の在り方 

○働く意欲を育むキャリア教育 

16 交流及び共同学習 
豊かな関わり合いの中で共に 

学び合う交流及び共同学習 

○豊かな心を育む交流及び共同学習 

○異校種間における交流及び共同学習 

17 健康・安全教育 生きる力を育む健康・安全教育 
○健やかな心と体を育む指導の工夫 

○障害特性に応じた防災・安全教育の在り方 

18 障害者スポーツ 
障害者スポーツの推進・余暇活動

の充実 

○障害者スポーツの推進体制の在り方 

○生涯スポーツとしての障害者スポーツの在り方 



１３ 分科会（提案者・助言者）  

No 提案者 助言者 

1 
茨城県常陸太田市立世矢中学校       校長  佐藤 恵子 

埼玉県久喜市立青毛小学校           校長  落合 統一 

竹早学園竹早教員保育士養成所 

特別支援教育主査 大井  靖  

茨城大学教育学部               教授 加藤 崇英 

２ 
三重県伊賀市立上野東小学校         教諭  石川 真恵  

埼玉県立深谷はばたき特別支援学校   教諭  篠原 弥生  

東京都新宿区立花園小学校     校長 川崎 勝久 

埼玉大学教育学部          教授 尾﨑 啓子 

３ 
岡山県岡山市旭東保育園             園長  谷口 利恵 

埼玉県幸手市立吉田幼稚園           教諭  内藤 純子   

明治学院大学         名誉教授 金子  健 

星美学園短期大学幼児保育学科   准教授  遠藤  愛 

４ 
山梨県立やまびこ支援学校           教諭  永井 志麻 

埼玉県戸田市立喜沢小学校       教諭  岡田 悦子 

植草学園大学発達教育学部     教授 名古屋恒彦 

山梨県立わかば支援学校      校長 柳沢   縁    

５ 
北海道新得町立屈足中学校           教諭  富谷 千城 

埼玉県川越市立特別支援学校     教諭 鈴木 譲二 

明治学院大学社会学部          准教授 高倉 誠一 

創価大学教育学部          准教授  山内 俊久 

６ 

栃木県さくら市立南小学校           教諭  杉本 有子 

栃木県塩谷町立大宮小学校      教諭 深津 祥子 

埼玉県さいたま市立南浦和小学校   教諭  本山 仁美 

東京都江東区立豊洲北小学校    校長 喜多 好一 

神奈川県横浜市教育委員会特別支援教育課 
主任指導主事 菅井 昭宏 

７ 
群馬県前橋市立富士見中学校         教諭  池田美千穂  

埼玉県春日部市立武里中学校         教諭  石川 大樹  

東京都府中市立府中第三中学校   校長 高岡 麻美 

長野県総合教育センター       専門主事  山岸 俊朗 

８ 
長野県中野市立中野小学校       教諭  岡崎 礼子  

埼玉県立和光南特別支援学校         教諭  親﨑 惇司  

千葉県立千葉特別支援学校     校長 井上 昌士 

栃木県教育委員会事務局特別支援教育室             

指導主事  田辺さや佳 

９ 
新潟県上越市立南本町小学校         教諭  山﨑   彰  

埼玉県吉川市立美南小学校           教諭  宮本 絵美 

埼玉純真短期大学子ども支援センター長 教授 伊藤 道雄 

新潟県教育庁義務教育課特別支援教育推進室  

指導主事  疋田 敦士 
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京都府立清明高等学校               教諭  塩見   匠 

埼玉県立新座高等学校              教諭  グラス万里子 

埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園 教諭  相川 賢樹  

東京都立中野特別支援学校     校長 山賀 出穂 

国立特別支援教育総合研究所 主任研究員  若林 上総 

11 

熊本県熊本市立城南小学校           教諭  林田亜砂美 

埼玉県熊谷市立熊谷西小学校         教諭  戸田 昌子  
同上             教諭  沼上 智子 

植草学園短期大学福祉学科     教授  佐藤 愼二 

埼玉大学教育学部            教授  名越 斉子 

12 
東京都中央区立明正小学校       主任教諭 大井美保子 

埼玉県宮代町立百間小学校           教諭  染谷美弥子  

東京都調布市立飛田給小学校    校長 山中ともえ 

国立特別支援教育総合研究所 上席総括研究員 横倉   久 

13 

千葉県旭市立中央小学校             教諭  宮内 弘和 

埼玉県立秩父特別支援学校           教諭  磯田 貴之  
同上             教諭  宮前 太志 

東京都立品川特別支援学校     校長 杉本   順 

淑徳大学総合福祉学部             教授  加藤   哲  

14 
福島県立平支援学校                 教諭  角田 里香  

埼玉県立熊谷特別支援学校           教諭  内田 考洋  

東京都立調布特別支援学校     校長 宮田  守 

埼玉大学教育学部         教授  細渕 富夫 

15 
弘前大学教育学部附属特別支援学校   教諭  栩内 伸子 

埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園 教諭  金谷 有子  

植草学園大学発達教育学部     准教授 菊地 一文 

群馬県教育委員会事務局特別支援教育課  
 指導主事  藤生 雅代 

16 
神奈川県横浜市立岡野中学校         教諭  佐竹 佳美 

埼玉県立越谷西特別支援学校         教諭  鈴木風太郎  

東洋大学文学部             准教授  高野 聡子 

神奈川県横浜市教育委員会特別支援教育課   
指導主事  伊東 純太  

17 
兵庫県豊岡市立三江小学校    主幹教諭 藤原 美和 

埼玉県立日高特別支援学校      教諭  齋藤 朝子  

三楽病院サンライトサポート室   室長 早川 智博 

埼玉大学教育学部教授(埼大附属特別支援学校長)戸部 秀之 

18 

福井県立嶺北特別支援学校      教諭 山田 摂雄 

埼玉県立特別支援学校塙保己一学園       教諭  松本 一輝 
同上             教諭  杉浦 広樹  

順天堂大学スポーツ健康学部   准教授 渡邊 貴裕 

埼玉県障害者スポーツ協会     副会長  重田   博 



第５８回全日本特別支援教育研究連盟全国大会 

埼玉大会参加申込みのご案内 
 

１ 諸費用 

 

 ◆ 大会参加費  ４，５００円（通信費含む） 

 ◆ 大会集録代  ２，０００円（送料含む） 

 

２ レセプション 

 

◆ 日 時 令和元年１０月１７日（木）１８：００ 

◆ 場 所 パレスホテル大宮（大宮ソニックシティ内） 

    埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1丁目 7-5 

            ＴＥＬ 048-647-3300 

◆ 参加費 ８，０００円 

 

 

３ 宿泊のご案内（名鉄観光さいたま支店の募集型旅行企画となります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※客室はシングルでのご案内となります。 

※宿泊施設の混雑が予想されますので、宿泊のご予約はお早めにお願いします。 

 同様に、鉄道・航空機等の交通機関のご予約も早めにお願いします。 

 地区 ホテル名 人数 朝食内容 大宮ソニックシティへの移動 料金 

１ 大宮 マロウドイン大宮 100 バイキング 徒歩  ６分 9,000 円 

２ 大宮 パイオランドホテル  40 バイキング 徒歩 １３分 8,800 円 

❶ 

❷ 

 
ソニック大ホール 

ソニックシティビル 

、 マロウドイン大宮 

、 パイオランドホテル

上記の宿泊施設のご予約は、

９月２日（月）までとさせて

いただきます。 



４ 大会参加申込み方法 

 

大会参加申込み締切り 令和元年９月２日（月） 

 

大会申込み用 全特連埼玉大会特設ホームページ 

http://fuyou.saitama-u.ac.jp/saitama_k/ （埼玉県特別支援教育研究会 HP 内） 

※ ６月１７日（月）より閲覧可能になります。 

参加者名簿作成上の誤字脱字を防ぐため、インターネットにて参加申込み受付をいたします。 

全日本特別支援教育研究連盟 HP https://manavia.net/community/16 からもご覧いただけます 

※ 参加者数の集約や名簿作成の都合上、期日厳守にてお願いします。 

※ また、当日の参加申込みはできませんので、必ず事前にお申込みください。 

 ※ 申込後、自動配信のメールが届きます。メールが届かない場合は、名鉄観光サービスさい

たま支店大会担当（048-641-5388）まで、ご連絡ください。 

 

※ お支払いは、銀行振り込みで、予約案内確認書に記載の指定の口座にお振り込みください。

（手数料はご負担ください） 

 
９月末頃に一斉にメール配信いたします。 
 
受信後、再ログインしていただき、ホーム画面より「参加券（ＰＤＦ）」をダウンロードし、
プリントアウトしてご持参ください。 
 

当日、受付で「参加券（ＰＤＦ）」をご提出ください 

 

※ インターネットで申込みができない方は、ＦＡＸにて受付いたします。 

（代行手数料１回につき２００円を頂戴します） 

・ＦＡＸで申込みした場合、２営業日以内（土日祝日を除く）に、ＦＡＸにてご返信をいた

しますので、必ず申込み内容をご確認ください。また、ご不明な点がありましたら、名鉄

観光さいたま支店大会担当（048-641-5388）まで、ご連絡ください。 

・ＦＡＸにてお申込みをした方のお支払い方法 

９月中旬までに請求書を発送いたしますので、そちらをご参照の上、期日まで指定

の口座にお振込ください。（手数料はご負担ください） 

 

※ 振込明細書は必ず保管をお願いします。 

 



５ 変更・取消の手続き 

 

 電話での参加・宿泊の取消・変更は、一切受付をいたしません。 

◆ インターネットでお申込みの方は、全特連埼玉大会特設ホームページよりお願いします。 

 ※９／２（月）まで可能 

 ※９／３（火）以降の変更・取消は、メールまたはＦＡＸにてお知らせ願います。 

◆ ＦＡＸにてお申込みの方は、ＦＡＸにて変更・取消をお願いします。 

◆ 宿泊の変更・取消 

 １４日前まで無料、７日前まで２０％、２日前まで３０％ 前日４０％、当日５０％ 

◆ レセプションの取消料：３日前～当日１００％ 

 ※ 営業時間外のお取り扱いはできません。翌営業日扱いとなります。 

営業時間１０：００～１８：００（土日祝は休業） 

 

 

 

    

 名鉄観光サービス㈱さいたま支店 

 「第５８回全日本特別支援教育研究連盟全国大会埼玉大会 係」 

 担当：本図（もとず）・須永（すなが） 

 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３（ＯＬＳビル１３階） 

      ＴＥＬ：048-641-5388  ＦＡＸ：048-641-5287 

 E-mail  tokubetsushien58@mwt.co.jp 

       営業時間：月～金 １０：００～１８：００（土日祝は休業） 

 

 

 

  

〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町２－４８０ 

     埼玉大学教育学部附属特別支援学校内 

     ＴＥＬ 048-663-6803  ＦＡＸ 048-666-3670 

   

実行委員長 埼玉県熊谷市立市田小学校 校長 山田 明 

        事務局長  埼玉県吉川市立吉川小学校 校長 小山 悟 

        事務局次長 埼玉大学教育学部附属特別支援学校 教諭 加藤 和子 

 

申込み問合せ先 

大会事務局 


