
 
 
 
 
 
 

主 催 全国特別支援学校肢体不自由教育校長会 
共 催 九州地区肢体不自由教育研究協議会 
主 管 九州地区特別支援学校肢体不自由教育校長会 
後 援 文部科学省 福岡県教育委員会 福岡市教育委員会 北九州市教育委員会  

九州地区肢体不自由特別支援学校 PTA 連合会 
公益社団法人 日本教育公務員弘済会福岡支部 

 
 
 
１ 大会主題  「肢体不自由教育の充実をとおした共生社会形成の推進」 

〜教育課程と授業の接合による質の高い教育実践をめざして〜 
 
２ 期  日  平成３０年１１月２０日（火）・２１日（水）・２２日（木） 
 
３ 会  場  ①福岡リーセントホテル    福岡市東区箱崎２丁目 52 番１号（TEL: 092-641-7741）  

②福岡国際会議場       福岡市博多区石城町 2 - 1 （TEL: 092-262-4111） 
③福岡県立福岡特別支援学校  糟屋郡新宮町緑ヶ浜 4-1-1（TEL: 092-963-0031） 
④福岡市立南福岡特別支援学校 福岡市博多区西月隈 5-6-1（TEL: 092-581-2242） 

                                            
４ 日  程 
【第 1 日】  

11 月 20 日 
(火) 

9:00〜9:30 9:30〜10:00 10:00〜10:30 10:40〜11:50 12:00〜
13:00 13:00〜16:00 16:10〜17:00 

校長会 
準備確認 

(全肢長 
 事務局) 

校長会・研究協議会 代表者 
研 究 協 議 会 

昼食 

校長会・研究協議会 ２日目 
分科会運営 

打合せ 受付 開会式 全体研究 
協議会Ⅰ 全体研究協議会Ⅱ 

会場 ①福岡リーセントホテル 

【第２日】  

11 月 21 日 
(水) 

9:00〜9:30 9:30〜10:00 10:00〜11:00 11:15〜12:15 12:15〜
13:15 13:15〜14:15 14:30〜16:45 

受付 
全体会 

諸連絡 
昼食 

ポスター 
発表 

分科会 
(10 分科会) 大会 

開会式 
文部科学省 

講話 記念講演 

会場 ②福岡国際会議場 

【第３日】 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

11 月 22 日 
(木) 

9:30〜9:50 9:50〜10:40 10:50〜11:35 11:45〜12:15 

受付 教材見学・学校説明 公開授業 閉会式 

会場 ③福岡県立福岡特別支援学校 

11 月 22 日 
(木) 

9:30〜9:50 9:50〜10:10 10:20〜11:20 11:30〜12:00 

受付 学校説明 公開授業 閉会式 

会場 ④福岡市立南福岡特別支援学校 

第６４回全国肢体不自由教育研究協議会  
第５５回九州地区肢体不自由教育研究大会 

福岡大会（二次案内） 
 

大会開催要項 

 



分科会名 観点 提案テーマ 提案者 助言者 司会者

 集団の中で「やってみよう・できた」と思える
 授業づくり

和歌山県立南紀支援学校
　　　　教　諭　　岡本　宗宜

東京都立志村学園
　　　統括校長　　諏訪　　肇

 個別の指導計画を活用した授業づくり
 ～授業のキーワード化を通した小学部児童の実践より～

島根県立江津清和養護学校
　　　　教　諭　　杉谷　哲朗

宮崎県立しろやま支援学校
　　　　教　諭　　栗山　　圭

 教科の系統性と児童生徒の個別性をふまえた
 理科教育の実践

筑波大学附属桐が丘特別支援学校
　　　　教　諭　　小山　信博

愛知県立名古屋特別支援学校
　　　　教　諭　　池田　明子

 生徒一人一人が自ら学び，考えることのできる
 授業づくり　～課題発見・解決学習を目指して～

広島県立広島特別支援学校
　　　　教　諭　　高牟禮　龍

鹿児島県立桜丘養護学校
　　　　教　諭　　宇田　学治

 主体的に活動し、「はたらく力」を身に付ける
 授業づくり

東京都立北特別支援学校
　　　　教　諭　　大沼　匡平

大阪府立藤井寺支援学校
　　　　校　長　　藤井　雅乗

 児童の子供同士でかかわる力を高める指導の在り方
 ～かかわりの場の設定と自己評価・相互評価を
                                     位置づけた指導を通して～

福岡県立直方特別支援学校
　　　主幹教諭　　松永　真一

熊本県立熊本かがやきの森支援学校
　　　　教　諭　　金澤　姿子

 重度・重複障害児に対する指導の重点化
 ～根拠に基づいた指導及び学習評価の探求～

筑波大学附属桐が丘特別支援学校
　　　　教　諭　　大西　彩乃

広島県立西条特別支援学校
　　　　教　諭　　森宗　健彦

 一人一人が主体的に学ぶ「みる・きく・はなす」の取組
 ～わくわく・どきどきを五感で感じる体験型の授業～

岡山県立早島支援学校
　　　　教　諭　　金城　美奈子

佐賀県立金立特別支援学校
　　　　教　諭　　立花　恵美子

 自立活動を充実させる授業づくり支援システムの
 構築

奈良県立奈良養護学校
　　　　教　諭　　高橋　　浩

北海道手稲養護学校
　　　　教　諭　　小田　　亨

 外部専門家との連携に基づく摂食指導充実の
 ための取組

鹿児島県立鹿児島養護学校
　　　　教　諭　　有島　俊也

長崎県立諫早東特別支援学校
　　　　教　諭　　隈部　有希

 学校看護師による人工呼吸器管理の試行実践と
 保護者待機の改善
 ～「緊急時の対応」の個別マニュアル作成に向けて～

東京都立光明学園
　　　主幹教諭　　伊丹　真紀

埼玉県立越谷特別支援学校
　　　　校　長　　小池　浩次

 生徒Ａの食べる機能の変容について
 ～自立活動の指導と関連づけた１２年間の摂食指導～

山梨県立甲府支援学校
　　　　教　諭　　鈴木　みゆき

沖縄県立鏡が丘特別支援学校
　　　　教　諭　　友寄　英一郎

 ローコスト視線入力装置を活用した肢体不自由児の
 コミュニケーション指導における実践研究

秋田県立秋田きらり支援学校
　　　　教　諭　　高橋　正義

長野県稲荷山養護学校
　　　　教　諭　　青木　高光

 障害の重い子どもへの電動式移動アシスト装置
「AKKAsmart」の活用による、学習効果

東京都立水元小合学園
　　　主任教諭　　水野　吉丈

大分県立別府支援学校鶴見校
　　　主幹教諭　　甲斐　　繁

 寄宿舎の防災・防犯管理について
愛知県立岡崎特別支援学校
　寄宿舎指導員　　片山　良真

和歌山県立南紀支援学校
　　　　校　長　　東　　晋平

 自立を目指した寄宿舎教育のあり方を考える
京都府立向日が丘支援学校
　寄宿舎指導員　　木谷　　梢

熊本県立松橋支援学校
　寄宿舎指導員　　押方　純一郎

 生徒一人一人が自分の困難を主体的に考え
 改善する方法を見出す

豊田市立豊田特別支援学校
　　　　教　諭　　小寺　直樹

岡山県立誕生寺支援学校
　　　　教　諭　　貝貫　八重野

 特別支援学校の仲間たちと身につけていった
「つながる力」「発信力」
 ～互いの障害を理解し、認め合う環境の中での成長～

滋賀県立草津養護学校
　　　　教　諭　　山本　晃弘

長崎県立佐世保特別支援学校
　　　　教　諭　　山中　秀一郎

 本校のセンター的機能について
 ～相談・支援と通級指導教室の事例を中心に～

千葉県立桜が丘特別支援学校
　　教　諭　大﨑敬子・後藤照代

青森県立青森第一高等養護学校
　　　　教　諭　　上村　直威

肢体不自由の特別支援学校として発揮するセンター的機能
～個に応じた合理的配慮の適切な提供と、
                                   学校力の向上を目指して～

宮崎県立清武せいりゅう支援学校
　　　　教　諭　　鮫島　寛子

佐賀県立うれしの特別支援学校
　　　指導教諭　　小松原　修

５　分科会観点及び提案者・助言者・司会者 ※１０分科会及び「防災教育・災害時対応等」の観点に沿った約８０本のポスター発表がある予定です。

福岡県教育庁教育振興部
特別支援教育課
　　指導主事　　名嶋　　圭　　様

健康教育

個別の指導計画や授業計画，授業の
工夫の実践紹介をとおして，自立活
動を主とする教育課程（訪問教育を
含む）の学習指導の充実を図る。

自立活動の時間の指導･教育活動全
体を通じて行う指導について，教育
課程・指導計画及び外部専門家との
連携も含めて，専門性の向上を図
る。

学習指導Ⅰ
（準ずる教育課程）

学習指導Ⅱ
（知的代替の教育課程）

学校が開発した授業研究の手法や成
果の共有をとおして，各学校の授業
改善に資する。

個別の指導計画や授業計画，授業の
工夫の実践紹介をとおして，準ずる
教育課程(訪問教育を含む)の教科に
ついて，学習指導の充実を図る。

個別の指導計画や授業計画，授業の
工夫の実践紹介をとおして，知的代
替の教育課程（訪問教育を含む）の
領域･教科等について,学習指導の充
実を図る。

筑波大学人間系
　　　教　授　　川間　健之介　様

認定ＮＰＯ法人
やまぐち発達臨床支援センター
　　　理事長　　川間　弘子　　様

福岡大学人文学部臨床心理科
　　　教　授　　徳永　　豊　　様

授業改善

6

帝京大学福岡医療技術学部理学療法科
　　　教　授　　堺　　裕　　　様

福岡教育大学特別支援教育講座
　　　教　授　　一木　　薫　　様

西九州大学子ども学部
カウンセリング学科
　　　教　授　　古川　勝也　　様

ＮＰＯ法人地域ケアさぽーと研究所
　　　理事長　　飯野　順子　　様

国立特別支援教育総合研究所
　総括研究員　　杉浦　　徹　　様

株式会社ゆたかカレッジ
カレッジ北九州
　　　学院長　　石橋　綾子　　様
　　　　(前福岡特別支援学校校長)

学習指導Ⅲ
（自立活動を主とする教育課程）

医療的ケア及び食育も含めて，健康
教育推進にかかわる指導等の専門性
の向上を図る。

1

2

3

4

5 自立活動

キャリア教育及び進路指導

キャリア教育及びキャリア形成を踏
まえた進路指導の視点を共有し，指
導の充実を図る。

地域という視点から，支援機能の発
揮や小・中学校等と進める交流及び
共同学習の工夫，個別の支援計画の
活用について理解を深め，学校の機
能向上を図る。

10

7

8

9

地域との連携

情報教育・支援機器の活用

生活指導・寄宿舎教育

効果的な情報教育の授業実践，自立
と社会参加につなげる支援機器活用
の実践をとおして，各学校の授業改
善に資する。

肢体不自由校全般の生活指導の視点
をもとに，寄宿舎教育の指導実践も
含め，学習指導以外の指導面を補完
し，生活指導の充実に資する。



６ 校長会・研究協議会 
  全体研究テーマ  

「特別支援教育の発展のため肢体不自由教育が担うべき役割と学校の経営の在り方」 
 
７ 記念講演 

◆ 講師：お笑い芸人 あそどっぐ 氏  
◆ 演題：「笑がい者な僕〜学校で学んだこと、社会で学んだこと〜」 

   
８ 諸費用及び申込み 

・大会参加費 3,000 円  ・大会諸資料代 2,000 円  
・昼食弁当代（大会１日目 1,500 円、２日目 1,000 円。いずれも希望者のみ） 
※詳細は同封の「参加申込・宿泊等のご案内」をご覧いただき、お申込みください。 
※大会 1 日目は校長会と分科会運営打合せです。お間違えのないようお願いいたします。 

 
９ 会場アクセス 

①福岡リーセントホテル 
■電車でお越しの方【福岡空港・博多駅から】 
・地下鉄空港線「姪浜行」に乗車し、中洲川端駅にて下車。地下鉄箱崎線「貝塚行」に乗り換え、箱崎宮

前駅にて下車。3 番出口から徒歩約 4 分。 
 

②福岡国際会議場 
■電車でお越しの方【福岡空港・博多駅から】 
・地下鉄空港線「姪浜行」に乗車し、中洲川端駅にて下車。７番出口から徒歩 15 分。 
・地下鉄空港線「姪浜行」に乗車し、中洲川端駅にて下車。地下鉄箱崎線「貝塚行」に乗り換え、呉服町

駅にて下車。３番出口から徒歩 12 分。 
 

③福岡県立福岡特別支援学校 
   ■電車でお越しの方【博多駅から】 

・ＪＲ鹿児島本線上り普通電車に乗り、約 32 分後「新宮中央」駅にて下車。西口から徒歩約７分。 
※「新宮中央」駅には特急、快速電車は停車いたしません。特急電車利用の場合は「香椎」駅にて下車、

普通電車に乗り換えてください。快速電車利用の場合は、「福工大前」駅にて下車、普通電車に乗り
換えてください。 

 
④福岡市立南福岡特別支援学校 

   ■バスでお越しの方【西鉄バス博多駅交通センターから】 
   ・西鉄バス博多駅交通センター12 番乗り場から 41 番（雑餉隈営業所行き）に乗車。約 30 分後「板付２

丁目」下車、徒歩２分。※当日バスは増便予定です。福岡大会事務局 HP、または大会 2 日目に連絡い
たしますので時刻表等御確認ください。 

 
10 その他   

お問い合わせ等は，福岡大会事務局へお願いします。 
【全肢研福岡大会実行委員会事務局】 福岡県立築城特別支援学校 

大会実行委員長：福岡県立築城特別支援学校 校 長 島津 快忠 
大会事務局長：福岡県立築城特別支援学校 教 頭 三坂志のぶ 

   〒829-0102 築上郡築上町大字築城 1561   
TEL 0930-52-3121 FAX 0930-52-1574 

【福岡大会事務局ホームページ・メールアドレス】 
HP：http://tuiki-ss.fku.ed.jp/Default2.aspx （築城特別支援学校HP） 
※ 大会情報は福岡大会事務局ホームページに掲載します。随時ご確認ください。 

   e-mail：machiki-k@fku.ed.jp（事務局員 待木） 


