
 

第  ２２  回   全日本特別支援教育研究連盟中国・四国地区研究大会山口大会 

平成２９年度   山 口 県 特 別 支 援 教 育 研 究 連 盟 研 修 大 会 

 

明治改元から１５０年を迎えようとする今、明治維新胎動の地である山口県において、第５６回全日

本特別支援教育研究連盟全国大会山口大会を下記の要項により開催いたします。 

「特殊教育」から「特別支援教育」に移行して１０年が経つ節目の年の本大会では、「志をもち、生き

る力を共に高めあう子供たちの育成～自立と社会参加をめざす特別支援教育の充実～」を大会主題とし

て、より一層の特別支援教育の推進をめざし、全国各地の皆様と研究協議を深めることができますこと

を楽しみにしております。 

全国各地から多くの方にご参集いただき、本大会が特別支援教育の更なる充実・発展へと研鑽を深め

る場となり、子供たちに志と生きる力をさらに育む契機となることを願いまして、ご案内申し上げます。 

 

平成２９年６月吉日 

 

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

第５６回全日本特別支援教育研究連盟全国大会山口大会   実行委員長  松田 信夫 

 

 
 全日本特別支援教育研究連盟  中国・四国地区特別支援教育研究連盟 

 山口県特別支援教育研究連盟 

   

 

 
文部科学省  厚生労働省  全国都道府県教育委員会連合会  全国国公立幼稚園・こども園長会 

全国連合小学校長会  全日本中学校長会  全国高等学校長協会  全国特別支援学校長会 

全国特別支援学級設置学校長協会  全国特別支援学校知的障害教育校長会 

全国特別支援教育推進連盟  公益社団法人日本発達障害連盟  日本発達障害学会 

公益財団法人日本知的障害者福祉協会  全国手をつなぐ育成会連合会 

 山口県教育委員会 山口市教育委員会 山口県国公立幼稚園・こども園連盟 

 公益財団法人山口県私立幼稚園協会 山口県小学校長会 山口県中学校長会 山口県公立高等学校長会 

 山口県特別支援学校長会 山口大学教育学部 山口県小学校教育研究会 山口県中学校教育研究会 

 山口県高等学校教育研究会 一般財団法人山口県手をつなぐ育成会 公益財団法人山口県ひとづくり財団  

 公益財団法人日本教育公務員弘済会山口支部 一般財団法人山口観光コンベンション協会 

 

 

    第５６回 全日本特別支援教育研究連盟全国大会 

山 口 大 会 
（第二次案内） 

「志をもち、生きる力を共に高めあう子供たちの育成」 
～自立と社会参加をめざす特別支援教育の充実～ 

平成２９年１０月２６日（木）・２７日（金） 

主 催 

後 援 



 

大 会 開 催 要 項 

１ 大会主題  「志をもち、生きる力を共に高めあう子供たちの育成」 

    ～自立と社会参加をめざす特別支援教育の充実～ 

２ 趣  旨 

わが国は平成１９年度に「特殊教育」から「特別支援教育」への制度に転換した。本大会開催の平

成２９年度は、この転換から１０年が経過した節目の年となる。この間、障害者の権利に関する条約

の批准と発効、並びに、国内法の整備が進められ、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス

テム構築のための特別支援教育が推進されつつある。 

  このような状況下、山口県では「山口県特別支援教育ビジョン」を策定し、「一人ひとりの生きる力

を高め、自立・社会参加を支える、心ふれあう特別支援教育の実現」を基本目標に据えた。そして（１）

総合支援学校（特別支援学校）の教育の充実、（２）発達障害等の児童生徒への支援の強化、（３）幼・

小・中・高等学校における特別支援教育の充実、（４）地域における相談支援の充実、（５）教職員の

専門性の向上、以上を重点課題に掲げての取組を続けている。 

本大会を通して、配慮を要する子供たち一人一人が志をもち、生きる力を共に高めあうことのでき

る社会の実現をめざした特別支援教育の一層の充実につなげていくことを期するものである。 

 

３ 大会期日  平成２９年１０月２６日（木）・２７日（金） 

 

４ 会  場  前  日（理事・評議員研究協議会）ホテルかめ福 

            （ レ セ プ シ ョ ン ）  

        第１日目（全体会）        山口市民会館 

 

        第２日目（授業参観及び分科会）  山口市内の小学校・中学校・特別支援学校 

 

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（園）・小学校・中学校・

高等学校・特別支援学校・大学の教職員、特別支援教育研究者、保護者・関係団体の

方、特別支援教育に関心のある方 

６ 日  程 

 

７ 記念講演  演題：「共生社会をめざすインクルーシブ教育 ～チーム学校を通して～」 

         講師：東京成徳大学応用心理学部 教授（前筑波大学副学長・名誉教授）石隈 利紀 様 

 

８ 研究報告  全特連研究奨励賞受賞者：未 定 

山  口  県  代  表  者：山口県教育庁特別支援教育推進室 指導主事 福新 智幸 

「みんなの心がつながる特別支援教育の充実・発展に向けた 

地域・学校の相談支援体制の整備」 

 

 ９   １０   １１   １２   １３   １４   １５   １６    １７ 

前 日 

10/25(水) 
 

在り方検討会 
理事・評議員 

研究協議会 

18:00～ 

レセプション 

第１日 

10/26(木) 
受付 

開会式 

表彰式 
研究報告 昼食 

行政説明 

基調報告 
記念講演 閉会式  

第２日 

10/27(金) 

受
付 

学校見学 

授業公開 

移
動 分科会 昼食 分科会 

  

〒753-0056山口市湯田温泉 4-5-2 

TEL083-922-7000  FAX083-922-7007 

〒753-0074山口市中央 2丁目 5-1 

TEL083-923-1000  FAX083-928-8488 



 

９ 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 
就学前教育 

(幼保小の連携) 

早期からの支援をつなぐ幼保小の

連携の在り方 

○幼児期からの支援をつなぐ取組 

○保護者との関係づくりと関係機関との連携 

２ 

小学校における取組 

(通常の学級における 

特別支援教育) 

特別支援教育の視点を生かした 

授業づくり・学級づくりの在り方 

（発達障害等のある児童への対応） 

○多様な学習スタイルに対応した授業づくり 

○共に学び、高めあう集団をめざした学級づくり 

３ 

中学校における取組 

(通常の学級における 

特別支援教育) 

特別支援教育の視点を生かした 

授業づくり・学級づくりの在り方 

（発達障害等のある生徒への対応） 

○多様な学習スタイルに対応した授業づくり 

○共に学び、高めあう集団をめざした学級づくり 

４ 
高等学校における 

特別支援教育 

特別支援教育の視点を生かした 

指導・支援の在り方 

○ユニバーサルデザインを取り入れた授業 

○合理的配慮に対応した学習環境整備と 

校内支援体制 

５ 
教科別の指導 

（小中学校） 

一人一人の発達に応じた教科別 

指導の在り方 

○教科の特性を生かし、一人一人の発達に応じ

た指導 

○教科指導における合理的配慮 

６ 
難聴・言語障害のある 

児童生徒への指導 
聞こえに配慮した指導の在り方 

○難聴児の生活・学習における聞こえに配慮し

た支援 

○難聴児と共に育つ集団づくり 

７ 職業教育・就労支援 
働く意欲を育てる職業教育・就労

支援の在り方 

○働く意欲を育てる職業教育 

○関係機関との連携を生かした就労支援 

８ キャリア教育 
自立と社会参加に向けたキャリア 

教育の在り方 

○社会的自立を見据え、家庭・関係機関と 

連携した指導 

○キャリア発達の視点からのカリキュラム編成 

９ 
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 

地域ネットワークを生かした各学校

への支援の在り方 

○保護者や学校のニーズに応じた支援の工夫 

〇地域資源の活用に向けた特別支援教育 

コーディネーターの役割 

10 
健康・安全教育 

（防災・性・食育） 

命を大切にする力を育む指導の 

在り方 

○健やかな心と身体を育む指導の工夫 

○障害特性に応じた防災・安全教育 

11 通級による指導 
通常学級で力を発揮できるための

通級指導の在り方 

○学級担任・教科担任との連携による効果的な

通級指導 

○課題意識と意欲的改善につながる指導の 

工夫 

12 生活単元学習 
生きる力を育む生活単元学習の 

在り方 

○生活に役立つ学習単元の設定 

○地域や学校の特色を生かした学習展開の 

工夫 

13 自立活動 

一人一人の障害による困難の 

改善・克服をめざした自立活動 

の在り方 

○障害特性に応じた指導計画の作成 

○課題意識と意欲的改善につながる指導の 

工夫 

14 交流及び共同学習 
共に学び、共に高めあう交流及び

共同学習の在り方 

○共に学び、共に高めあう指導の工夫 

○効果的な交流及び共同学習のための合理的

配慮 

15 学校経営と校内体制 
インクルーシブ教育システム構築及

び充実のための学校経営の在り方 

○全ての児童生徒の社会的自立を基盤とした

学校運営 

○インクルーシブ教育充実のための取組 

 



 

１０ 分科会(提案者・助言者) 

No 分科会名 提 案 者 助 言 者 

１ 
就学前教育 

(幼保小の連携) 

京都市立待賢幼稚園       教諭 中岡 雄介 

下関市立誠意小学校       教諭 野村 加奈子 

明治学院大学名誉教授             金子 健 

高知県立山田養護学校田野分校教頭  芝野  稔 

２ 

小学校における取組 

(通常の学級における 

特別支援教育) 

徳島市立助任小学校       教諭 寺内 壽 

山口市立島地小学校       教諭 牛見 沙也香 

葛飾区立梅田小学校長             阿部  謙策 

広島県立教育センター 

特別支援教育・教育相談部部長   竹野 政彦 

３ 

中学校における取組 

(通常の学級における 

特別支援教育) 

岐阜県高山市立東山中学校    教諭 齋藤 裕輝 

山口市立鴻南中学校       教諭 留奥 規恵 

八王子市立楢原中学校長           堀江  朋子 

岩国市立錦中学校長           藤中 知也 

４ 
高等学校における 

特別支援教育 

新潟市立明鏡高等学校      教諭 渡邊  佳奈子 

山口県立田布施農工高等学校   教諭 大津 久美 

東京都立町田の丘学園長           村野  一臣 

鳥取県教育委員会事務局 

特別支援教育課指導主事        奥田 公直 

５ 
教科別の指導 

（小中学校） 

北海道札幌市立光陽中学校     教諭 石川 基樹 

岩国市立東小学校            教諭 五郎丸 美穂 

江東区立豊洲北小学校長           喜多  好一 

島根県教育センター指導主事       竹下 由香子 

６ 
難聴・言語障害のある 

児童生徒への指導 

大分県日田市立日隈小学校     教諭 吉武 芳彦 

下松市立東陽小学校           教諭 中村 英伸 

調布市立飛田給小学校長           山中  ともえ 

徳島県立総合教育センター 

特別支援・相談課指導主事      嶋田 聡  

７ 職業教育・就労支援 
広島県立広島北特別支援学校   教諭 久山 由弥子 

山口県立下関総合支援学校    教諭 貞光 由希 

東京都立水元特別支援学校長       田邊  陽一郎 

山口県立下関南総合支援学校長     大野 浩光 

８ キャリア教育 
奈良県立高等養護学校        教諭 佐々木 真介  

山口県立宇部総合支援学校     教諭 宮川 百合子 

植草学園大学准教授               菊地  一文 

愛媛県教育委員会 

特別支援教育課指導主事        乗松 三和子 

９ 
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 

愛媛大学教育学部 

附属特別支援学校     教諭 井上  真佐子 

山口県立豊浦総合支援学校    教諭 仲 恵子 

東京都立羽村特別支援学校長       坂口  昇平 

島根県教育庁特別支援教育課調整監 福島  美菜子 

10 
健康・安全教育 

（防災・性・食育） 

群馬県立渋川特別支援学校    教諭 森村  智 

山口県立徳山総合支援学校    教諭 北村 拓也 

東京都立江東特別支援学校長       早川  智博 

香川県教育委員会事務局特別支援教育課 

副主幹（兼）主任指導主事        北村 宏美 

11 通級による指導 
愛知県稲沢市立法立小学校    教諭 中島 高子 

光市立浅江小学校            教諭 松本 妙子 

植草学園短期大学教授             佐藤  愼二  

広島市教育委員会 

 特別支援教育課主任指導主事    堀川 淳子 

12 生活単元学習 
秋田市立牛島小学校          教諭  鈴木 浩 

山口県立田布施総合支援学校   教諭  鬼武 明子 

岩手大学教授                     名古屋 恒彦  

岡山県教育庁 

特別支援教育課指導主事       村上 直也 

13 自立活動 
岡山市立豊小学校            教諭 山本 和彦 

山口県立防府総合支援学校     教諭 大塩 文子 

東京都立八王子特別支援学校長     吉田  真理子 

山口県立山口総合支援学校長      嬉 真里子 

14 交流及び共同学習 

宮崎県立みなみのかぜ支援学校 教諭 甲斐 隆夫 

山口県立萩総合支援学校 

長門分教室     教諭  刀祢 龍樹 

文京区立大塚小学校長            加藤 憲司 

岡山市教育委員会事務局指導副主査 赤柏 陽子 

15 学校経営と校内体制 
宮城県立小松島支援学校       校長 林崎 秋彦 

宇部市立神原小学校          校長 福井 雅子 

山村学園短期大学教授             黒沢  一幸  

鳥取県立米子養護学校長          松本 剛一 

 



 

１１ 分科会会場 

No 分科会名 会   場 住所等 交通機関 

１ 
就学前教育 

(幼保小の連携) 
山口市立大内小学校 

〒７５３－０２２１ 

山口市大内矢田北１―１６－１ 

☎０８３－９２７－００１１ 

◇シャトルバス【F】 

◇「農業試験場前」バス停より徒歩約５分 

２ 

小学校における取組 

(通常の学級における 

特別支援教育) 

山口市立湯田小学校 
〒７５３－００６３ 

山口市元町２－２６ 

☎０８３－９２２－００９２ 

◇シャトルバス【E】 

◇「湯田温泉」バス停より徒歩約１５分 

３ 

中学校における取組 

(通常の学級における 

特別支援教育) 

山口市立平川中学校 
〒７５３－０８５１ 

山口市黒川１２３１－１ 

☎０８３－９２４－７７００ 

◇シャトルバス【A】 

◇「平川小学校前」バス停より徒歩約８分 

４ 
高等学校における 

特別支援教育 

山口県立山口総合 

支援学校 

〒７５３－０８７１ 

山口市朝田５８５－１ 

☎０８３－９３４－４８１１ 

◇シャトルバス【B】 

◇「第一球技場前」バス停より徒歩約３分 

５ 
教科別の指導 

（小中学校） 
山口市立平川小学校 

〒７５３－０８３１ 

山口市平井１６７５－２ 

☎０８３－９２２－１７８９ 

◇シャトルバス【A】 

◇「平川小学校前」バス停より徒歩約５分 

６ 
難聴・言語障害のある 

児童生徒への指導 
山口市立白石小学校 

〒７５３－００７０ 

山口市白石１－１０－１ 

☎０８３－９２２－００６３ 

◇シャトルバス【D】 

◇「中国電力・yab前」バス停より徒歩約５分 

７ 職業教育・就労支援 
山口県立山口総合 

支援学校 

〒７５３－０８７１ 

山口市朝田５８５－１ 

☎０８３－９３４－４８１１ 

◇シャトルバス【B】 

◇「第一球技場前」バス停より徒歩約３分 

８ キャリア教育 山口市立湯田中学校 
〒７５３－００６５ 

山口市楠木町７－１ 

☎０８３－９２２－１１８９ 

◇シャトルバス【E】 

◇「稲葉団地入口」バス停より徒歩約８分 

９ 
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 
山口市立大殿中学校 

〒７５３－００３１ 

山口市古熊１－４－１ 

☎０８３－９２２－０６８８ 

◇シャトルバス【D】 

◇「山口駅」バス停より徒歩約１０分 

10 
健康・安全教育 

（防災・性・食育） 
山口市立良城小学校 

〒７５３－０８１６ 

山口市吉敷佐畑３－３－３ 

☎０８３－９２２－０００３ 

◇シャトルバス【C】 

◇「吉敷」バス停より徒歩約５分 

11 通級による指導 山口市立大歳小学校 
〒７５３－０８６１ 

山口市矢原１４８６ 

☎０８３－９２２－２４６６ 

◇シャトルバス【B】 

◇「陸上競技場前」バス停より徒歩約１０分 

12 生活単元学習 
山口大学教育学部 

附属特別支援学校 

〒７５３－０８４１ 

山口市吉田３００３ 

☎０８３－９３３―５４８０ 

◇シャトルバス【G】 

◇「神郷」バス停より徒歩約５分 

13 自立活動 
山口大学教育学部 

附属特別支援学校 

〒７５３－０８４１ 

山口市吉田３００３ 

☎０８３－９３３―５４８０ 

◇シャトルバス【G】 

◇「神郷」バス停より徒歩約５分 

14 交流及び共同学習 山口市立鴻南中学校 
〒７５３－０８１５ 

山口市維新公園４－７－１ 

☎０８３－９２２－２４７５ 

◇シャトルバス【B】 

◇「陸上競技場前」バス停より徒歩約７分 

15 学校経営と校内体制 山口市立白石中学校 
〒７５３－００７０ 

山口市白石２－７－１ 

☎０８３－９２２－０３８７ 

◇シャトルバス【D】 

◇「中国電力・yab前」バス停より徒歩約５分 



第 56 回全日本特別支援教育研究連盟全国大会 
 

山口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：平成２９年１０月２５日（水） １８:００開会 

 ◆場 所：ホテルかめ福（山口市湯田温泉 4-5-2）TEL：083-922-7000 

      ホテルアクセス：湯田温泉駅より徒歩で約 10 分、新山口駅よりタクシーで約 15 分。 

・ＪＲご利用の場合：新山口駅～湯田温泉駅約 18 分 240 円 

・防長バスご利用の場合：｢湯田温泉｣下車、徒歩２分。新山口駅～湯田温泉約２５分 520 円 

・山口宇部空港ご利用の場合：山口宇部空港と山口市内を結ぶバスをご利用ください。 

 ◆参加費：６,０００円 

 

３ 昼食（弁当） 

 ◆弁当代 １,０００円（お茶付き）        

※１０月２６日（木）及び１０月２７日（金）の弁当申込みを受け付けいたします。 

 ※当日の弁当注文及び販売は致しませんので、必ず事前にお申込みください。また、近隣には飲食施設が少

なくなっておりますので、注文されることをお勧めいたします。 

 

４ 交通のご案内 

 ○大会１日目（全体会）：平成２9 年１０月２６日（木）   山口市民会館 
◆防長バス 湯田温泉より（県庁前行）に乗車、中国電力・yab 前（約７分）で下車ください。(200 円) 

新山口駅より（県庁前行・宮野車庫行他）に乗車し、中国電力・yab 前（約３０分） 

で下車ください。(600 円)  ※防長バスホームページをご覧ください。  

◆タクシー 湯田温泉より１,０００円程度約１０分、新山口駅前より４,0００円程度、約 30 分です。 

道路状況により時間がかかる場合があります。 

  ◆山口宇部空港 山口宇部空港と山口市内を結ぶバスをご利用ください。※山口宇部空港ホームページをご覧ください。 

◆駐車場  会場及び周辺の駐車場をご利用ください（有料です）。台数に限りがございますので、でき

るだけ乗り合わせ、もしくは公共交通機関をご利用の上、ご来場ください。 

※会場周辺の駐車場については、「山口市民会館」のホームページをご覧ください。 

 ○大会２日目（分科会）：平成２9 年１０月２７日（金）   各分科会会場 
◆防長バス 分科会会場の交通機関の欄で、最寄りのバス停をご確認の上、ご利用ください。 

ホームページで、運行経路や時刻表、運賃等の検索ができます。 
◆駐車場  会場によっては、駐車場の台数に限りがございます。できるだけ乗り合わせ、もしくはシャ

トルバスや公共交通機関をご利用ください。 

 

○シャトルバス（大会１日目、２日目）運行 利用料：両日ともお一人様１日往復５００円 

※人数把握のため、ご利用の方は必ず事前に申し込みをお願いいたします。 

※会場によっては、公共交通機関が少ないため、シャトルバスをお勧めいたします。 

※詳細については７月中旬以降に大会ホームページへ掲載いたします。 

【シャトルバス運行ルート】10 月 26 日（木）：全体会（１日目） 

① （往路）山口大学８:１５→ 山口市民会館８:３５→ 山口大学８:５５→ 山口市民会館９:１５           

② （復路）山口市民会館１６:３０→ 山口大学１６:５０     

【シャトルバス運行ルート】10 月 2７日（金）：分科会（２日目） 
【A】第３・５分科会 【B】第４・７・11・14 分科会 【C】第 10 分科会 

【D】第６・９・15 分科会 【E】第２・８分科会 【F】第１分科会 【G】第 12・13 分科会 
※詳しいルートや時刻は、大会ホームページにてご確認ください。 



確保 宿泊 お一人様宿泊料金 朝食内容

部屋数 条件 （サービス料・税金込） 時間 最寄り駅 会場

10月25日 45
10月26日 45
10月27日 40 7：00～
10月25日 40
10月26日 40
10月27日 20 7：00～
10月25日 40
10月26日 40
10月27日 20 7：00～
10月25日 70
10月26日 70
10月27日 20 7：00～
10月25日 25
10月26日 25
10月27日 25 7：00～
10月25日 12
10月26日 12
10月27日 12 7：00～
10月25日 30
10月26日 30
10月27日 15 6：30～
10月25日 20
10月26日 20
10月27日 20 7：00～
10月25日 20 和定食
10月26日 20 7：00～
10月25日 24
10月26日 24
10月27日 13 7：00～
10月26日 50 バイキング
10月27日 50 6：30～
10月26日 40 バイキング
10月27日 40 6:30～

※宿泊料金、確保部屋数、朝食内容は、２０１７年５月現在です。

※キャンセル料金一覧

ご宿泊・お弁当 １４日前まで １３日前から７日前まで
６～２日前ま

で
前日 当日 旅行開始後

（１名１泊あたり） 無料 20% 30% 40% 50% 100%

8,500
バイキング

9,900
バイキング

1泊朝食 シングル

1泊朝食 シングル

1泊朝食 シングル

8,700
バイキング

7,900

7,800
ホテルかめ福にて

バイキング

1泊朝食

1泊朝食 シングル7,200
和定食

湯田温泉駅
徒歩約１０分 車で約１０分

ステイズイン山口湯田温泉 Ｈ
湯田温泉駅
徒歩約１０分 車で約１０分

I
新山口駅　新幹線口

徒歩３分 車で約３０分1泊朝食 シングル

1泊朝食 シングル

7,000

9,000

ホテルニュータナカ

グリーンリッチホテル山口湯田
温泉

セントコア山口

湯田温泉駅
徒歩約１０分 車で約１０分Ａ－３

Ｃ

湯田温泉駅
徒歩約１０分 車で約１０分ツイン

車で約１０分

1泊朝食 シングル

シングル

ビジネスホテル富士の家 Ｇ

部屋タイプ

サンルート国際ホテル山口

湯田温泉駅
徒歩約１０分

ホテル名 申込記号

1泊朝食

東横INN新山口駅新幹線口

湯
田
温
泉
地
区

シングルＡ－１

ビジネスホテル喜良久

アクセス

山口駅徒歩約１０分 徒歩約5分

車で約１０分

コンフォートホテル新山口 J
新山口駅　在来線口

徒歩３分 車で約30分

Ａ－２ 1泊朝食

F

第５６回全日本特別支援教育研究連盟全国大会（山口大会）【ホテル一覧】

※上記日数はその宿泊日を基準といたします。※弊社営業時間（１０：００～１８：００）外でのご連絡は、翌日扱いとなりますので、予めご了承ください。

ビジネスホテル上野 E
湯田温泉駅
徒歩約１０分 車で約１０分

湯田温泉駅
徒歩約１０分 車で約１０分

Ｄ
湯田温泉駅
徒歩約１０分 車で約１０分

新

山

口

駅

付

近

宿泊日

1泊朝食

Ｂ 1泊朝食
湯田温泉駅
徒歩約１０分

9,000
バイキング

8,000
バイキング

11,000
バイキング ツインルームシングル

利用

9,000
バイキング

シングル

５ 宿泊のご案内（日本旅行山口支店の受注型企画旅行となります）◆宿泊設定期間：平成 29 年 10 月 25 日（水）・26 日（木）・27 日（金） 

※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、ＪＲ・航空機等

の交通機関のご予約もお早めにお願いします。ホテルの地図等は、申込みホームページをご覧ください。 

 

６ 大会参加申込方法 

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

 ※自動返信のメールにて確認のメールが届きますので、必ず申込み内容をご確認ください。 

◆申込みホームページ  ※７月３日（月）より閲覧可能になります。 

   https://v3.apollon.nta.co.jp/zentokuren2017/ 

  ※下記のホームページからもリンクしています。 

◆全日本特別支援教育研究連盟  https://manavia.net/community/16 
 

大会参加申込み締切り 平成２９年９月１日（金） 
 

※参加者数の集約や名簿作成等の都合上、期日厳守にてお願いいたします。 

また、当日の参加申込みはできませんので、必ず事前にお申し込みください。 

※申込ホームページより申込できない方、インターネットでのお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 円の手数料を頂戴します） 

   申込みの後、２営業日以内（土・日・祝日を除く）に FAX にてご返信いたしますので、 

必ず申込み内容をご確認ください。詳細は、上記のホームページをご覧ください。 

インターネットをご利用頂けない方は、日本旅行山口支店山口大会担当までお電話下さい。 

 

７ お支払い方法について 

  ホームページ上の「お支払い」のボタンをクリックしていただき、支払い方法を決定してください。 

 ◆インターネットにてお申込みをした方 

  ①銀行振り込み：「お支払」ボタンより請求書をプリントアウトして頂き、指定の口座にお振込み下さい。        

  ②コンビニ決済：「お支払」ボタンよりコンビニ決済をプリントアウトして頂き、指示に従って決済を 

行って下さい。 ※どちらも手数料はお客様のご負担となります。予めご了承下さい。 

◆ＦＡＸにてお申込みをした方：９月下旬に請求書を発送致しますので、そちらをご参照の上、期日までに

お支払下さい。※手数料はお客様のご負担となります。予めご了承下さい。 

 

https://v3.apollon.nta.co.jp/zentokuren2017/
https://manavia.net/community/16


８ 取消料について 

電話での参加・宿泊の取消・変更は一切受付いたしません。 

♦インターネットでお申し込みの方はホームページ内にてお願いします。 

♦ＦＡＸでお申込みの方はＦＡＸにてお願いします。（1 回につき 200 円の手数料） 

【宿泊プラン・お弁当の取消料】              【シャトルバスの取消料】 

 

※営業時間外のお取り扱いできません。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） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

取消日 シャトルバス 

11 日前まで 無料 

10 日目～8 日前まで ２０％ 

７日前～２日前まで ３０％ 

前  日 ４０％ 

当  日 １００％ 

取消日 宿泊（前日から起算） 弁当 レセプション 

21 日前～14 日前 無料 無料 無料 

13 日前～7 日前 20％ 無料 無料 

６日前～２日前 30％ 無料 無料 

前  日 40％ 20％ 20％ 

当  日 50％ 100％ 100％ 

 

(株)日本旅行山口支店 「第５６回全日本特別支援教育研究連盟全国大会山口大会 係」 

   担当：市 祥之（いち よしゆき）・大下 敬之（おおした たかゆき） 

〒75４-0014 山口県山口市小郡高砂町 3-24 伸光ビル 4 階 

Tel：083-972-2211  Fax：083-972-2233   Mail：yoshiyuki_ichi@nta.co.jp 

営業時間： 月～金１０：００～１８：００（土・日・祝日は休業） 

    

 
〒753-0841 山口県山口市吉田３００３  山口大学教育学部附属特別支援学校内

Tel：083-933-5480  Fax：083-933-5486 Mail：santoku@yamaguchi-u.ac.jp     

実行委員長 山口大学教育学部              教授  松田 信夫 

事  務  局 山口大学教育学部附属特別支援学校 教頭  福本  卓 

大会事務局 

申込み問い合わせ先 

中国電力・yab 前 

mailto:yoshiyuki_ichi@nta.co.jp
mailto:santoku@yamaguchi-u.ac.jp

