
 

 

令和４年度 
宮城県特別支援教育研究会 

第６５回 夏季研修会

 

 

 

 

    
 

主 催   宮城県特別支援教育研究会 
 

共 催   宮城県特別支援学校長会 

        宮城県特別支援学級設置学校長協議会 

        宮城県小学校長会  宮城県中学校長会  宮城県高等学校長協会 

        仙台市小学校長会  仙台市中学校長会 

 

後 援   宮城県教育委員会  仙台市教育委員会 

        宮城県連合小・中学校教育研究会特別支援教育研究部会 

        仙台市小学校教育研究会特別支援教育研究部会 

        仙台市中学校教育研究会特別支援教育研究会 

        一般財団法人宮城教育振興会     一般財団法人みやぎ静心会 

        一般社団法人宮城県手をつなぐ育成会 社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成会 

と  き  令和４年７月２９日（金） 
  オンライン（Zoom）開催 

と こ ろ               ＋ 

宮城教育大学附属特別支援学校 
小学部ホール（体験型のみ） 

 

〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉 395-2 
℡ 022-214-3353 

第６７回 夏季研修会 

ともに学ぼう！ともにつくろう！ 

これからの時代に求められる 

特別支援教育 



 

 

１ 目 的 
   特別な支援を必要とする児童生徒の教育についての基本的な知識・技能を得るとともに教育内容・方法の理解を深め，

指導者としての資質の向上を図る。 
 
２ 趣  旨 

現在，特別支援学級，特別支援学校はもとより，通常の学級にも生活上や学習上の様々な困難を抱える児童生徒が在

籍しており，一人一人の教育的ニーズに応じた効果的な教育が求められている。そのためには，児童生徒一人一人の実

態を的確に把握し，適切な指導内容や指導方法を用意することが大切である。 

本研修会では，障害のある児童生徒の教育的ニーズに対応するための講座を設定し，個に応じた指導に関する見識と

留意点について理解を深める。また，授業における具体的な指導に関する研修をとおして，理解を深める場とする。 
 

 

３ 対 象 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校などの教職員 

保育所，福祉施設の職員 その他関係者 
 

４ 日  程，内  容 次ページをご覧ください。 

 

 

 
 

 

    ※今年度は参加者限定で，後日動画配信により，オンライン型，体験型すべての講座の視聴が可能となります。                      
 

５ 参加申し込み：７月１日（金）～７月２０日（水） 

・宮城教育大学附属特別支援学校ホームページ内の宮城県特別支援教育研究会（宮特研）のページ

（http://tokushi.miyakyo-.ac.jp/miyatokuken.html）から研修会のご案内より「夏季研修会申込み」をクリック

し，Ｇｏｏｇｌｅフォームに必要事項を入力してお申し込みください。 

・受付完了のメールが返信されますので必ずご確認ください。 

・返信が届かない時は，電話で（TEL: 022-214-3353）ご連絡願います。 

・当日参加が難しい場合は，申し込みの際に後日動画視聴をお選びください。           
 

６ 費 用〈参加費〉お１人様１，０００円 ➀フォームへの申し込み完了後，振込手続きの手順を記載したメールをお送りいた 

します。  
➁ご自身で振込みをお願いいたします。手数料のご負担もお願いします。 

➂振込が確認できましたら，事務局から当日の詳細（Zoom 入室のパスワード等）

をお送りいたします。 

※領収書は，振込時の振込明細書に替えさせていただきます。なお，別途領収

書が必要な場合は，ご連絡ください。 
 

                     

※オンライン講座受講につきましては，新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため，本校に視聴場所を設けておりません。 

そのため，会場内でのオンライン受講ができません。会場外でのオンライン受講か，後日，動画をご覧いただくこととなります。

あらかじめご了承ください。 
 

７ その他 
お問い合わせやキャンセルのご連絡は，メールにて（fu-toku2@staff.miyakyo-u.ac.jp）宮特研事務局までお願

いします。やむを得ず，当日欠席になる場合は電話にて（TEL: 022-214-3353）ご連絡願います。その場合，参加費

の返金はできかねますのであらかじめご了承ください。 

新型コロナウイルス感染拡大により，体験型の講座が開催できない場合もあります。その際はオンラインへ切り替えて

の受講になることをご了承ください。 
 

８ お願い 
    本研修は，参加者の皆様の参加費で運営をしております。趣旨をご理解いただき，お申込みいただいたご本人様のみ

での視聴をお願いいたします。また，動画の複製やダウンロード，複数人での共有，別研修などでの使用もご遠慮いただ

きますよう，お願いいたします。 

体験型 
宮特研専門部講座（視覚障害教育，聴覚障害教育，発達 

障害教育）を，宮城教育大学附属特別支援学校小学部ホ

ールに直接お越しいただいて受講します。 

 

オンライン型 
専門家講座，宮特研専門部講座（知的障害教育，自閉症・情緒障害

教育，肢体不自由病虚弱障害教育，言語障害教育），今日的な教育

課題の講座を，ご自身のパソコンを使って Zoom で受講します。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKcOf0zV0CzKEsY5DnaIJhspZbRtRh0mDSfhIHNspbLJ_pfQ/closedform
tel:022-214-3353
mailto:fu-toku2@staff.miyakyo-u.ac.jp%EF%BC%89%E5%AE%AE%E7%89%B9%E7%A0%94%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84
mailto:fu-toku2@staff.miyakyo-u.ac.jp%EF%BC%89%E5%AE%AE%E7%89%B9%E7%A0%94%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84
tel:022-214-3353
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1527066364/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dzdiLmJpZ2xvYmUubmUuanAvfnl5eXkvd2lsZEIvVDFCQS5naWY-/RS=%5EADBDvpUwULkBtA73piMO0TF.AddjE4-;_ylt=A2RCKwp83QNbz3oAyzqU3uV7


 

 

 

      

 
 

 
※体験型を申し込みの方へ 

オンライン講座受講につきましては，新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため，本校に視聴場所を設け

ておりません。そのため，会場内でのオンライン受講ができません。会場外でのオンライン受講か，後日，動画を
ご覧いただくこととなります。あらかじめご了承ください。 

 

 オンライン開催 小学部ホール 
9:40～ 

10:10 
参加者 Zoom 入室 受付 

 

10:10～

11:30 

講座Ⅰ 

Ａ 【専門家講座】 
 

 

 

あそびの中で育てたいこんな力 

～からだを育む～ 
 

 
作業療法士 

松木 紀子 

B 【宮特研講座① 

知的障害教育専門部】 
 

自立活動の個別の 

ねらいに即した授業作り 
～授業作りの具体的 

実践事例の解説を通して～ 
 

宮城県立光明支援学校 

教諭 大友 浩 

C 【今日的な教育課題】 
 

学びにくさのある生徒の理解と支援 

～高等学校における 

通級指導の実践～ 
 

 

宮城県蔵王高等学校 

教諭 鹿島 大志 

仙台市立仙台大志高等学校 

教諭 菅原 史裕 

D 【宮特研講座➄ 

聴覚障害教育専門部】 
 

体験型 
 

聞こえにくいってどんなこと？ 

～難聴体験をしてみよう～ 

 
宮城県立聴覚支援学校 

教諭   佐藤 玲子 

昼食，休憩 

１２：３０～ 

１３：００ 
参加者 Zoom 入室 受付 

 

13:00～

14:20 

講座Ⅱ 

E 【専門家講座】 
 

 
 

性は生きるエネルギー 

そして人権 
～小学校特別支援学級の 

実践から学ぶ～ 
 

仙台市立鶴谷特別支援学校 

元養護教諭    鈴木 良子 
仙台市立八木山南小学校 

教諭 佐久間 千枝 

F 【宮特研講座② 

自閉症・情緒障害教育専門部】 

 
特別支援共同実習所の 

活動紹介 

 
石巻市立青葉中学校 

教諭   川綱 拓美 

G 【今日的な教育課題】 
 

発達障害児の支援のために 

知っておいてほしいこと 
～成人期を迎えた当事者の話から～ 
 

 

南部発達相談支援センター 

学齢支援係 斎藤 有紀 

当事者の方：特定非営利活動法人  

自閉症ピアリンクセンターここねっと 

H 【宮特研講座⑥ 

視覚障害教育専門部】 
 

体験型 

 

見えにくさと視覚障害者の特性 

～見えない，見えにくいとは～ 

 

宮城県立視覚支援学校 

教諭  中澤 由美子 

１４：２０～ 

１４：３５ 
参加者 Zoom 入室 受付 

 

14:35～

15:55 

講座Ⅲ 

I 【専門家講座】 

 
特別な配慮を必要とする

子供の保護者への支援 
～愛着形成と親子関係の観点から～ 

 

 
宮城教育大学幼児教育講座 

准教授  飯島 典子 

J 【宮特研講座➂ 

言語障害専門部】 

 

宮城県立こども病院にお

ける構音指導のすすめ方 

 
宮城県立こども病院 

言語聴覚士 阿部 由香 

K 【宮特研講座➃ 

肢体不自由・病弱虚弱教育専門部】 

 

肢体不自由のお子さんの 

避難計画はできていますか？ 
～避難方法・避難計画検討の実際～ 

 

宮城県立拓桃支援学校 

教諭    佐藤由美  三浦絵美 

L 【宮特研講座⑦ 

発達障害専門部】 
 

体験型 

iPad を使ってみよう 
～通級指導教室でのICT活用～ 

 
仙台市立八乙女中学校 

教諭 伊藤 陽子 

今年度は参加者限定で，すべての講座を後日動画配信します。 

講座内容，日程について 
○講座Ⅰ１０：１０～１１：３０ 【A,B，C，D】から１講座 
○講座Ⅱ１３：００～１４：２０ 【E，F，G，H】から１講座  

○講座Ⅲ１４：３５～１５：５５ 【I ，J，K，L】から１講座  選択してください。 



 

 

≪体験型講座に参加の皆様へ≫ 
 

○ 本校までの交通アクセス 

<地下鉄東西線をご利用の場合>  

・青葉山駅で下車し，北1出口から大学正門まて徒゙歩約７分です。(仙台駅からは乗車時間９分，料金２５０円です)。 

・青葉山駅の北 1 出口から外に出て,歩道を右方向へ進みます。 

そのまま歩道を歩いていくと宮城教育大学に到着します(約６５０m)。  

<自家用車をご利用の場合> 

    ・宮城教育大学東門から入り，一つめの十字路を右折してください。 

宮城教育大学附属特別支援学校の看板が見えます。奥に進んで仙台みらい高等学園職員駐車場 

（旧研修センター跡地）にお停めください。 

 

○ 宮城教育大学マップ 

 

車は右折 

問い合わせ先 宮城県特別支援教育研究会事務局 

（宮城教育大学附属特別支援学校 〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉395-2） 

教務主任 菅原 しのぶ   教諭 渡部 明希（特別支援教育コーディネーター） 

TEL: 022-214-3353   FAX: 022-214-3362   Mail: fu-toku2@staff.miyakyo-u.ac.jp 

仙台みらい高等学園 
駐車場：仙台みらい高等学園 

教職員駐車場 

宮城教育大学 
附属特別支援学校 

tel:022-214-3353
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