
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し込み票  □ＦＡＸ 072-262-5795    □メール zensenken2004@gmail.com 

①おなまえ                    ○で囲んで下さい。 

                         （ 会員  一般  青年・学生 ） 

②住所  

③電話番号 

 

④メールアドレス 

 

⑤希望の分科会と第５分科会の発表希望は○で、青年講座は第３希望までお書きください。 

（ 第１分科会 ・ 第２分科会 ・ 第３分科会 ・ 第４分科会 ） 

（ 第５分科会 ［ 発表希望 ］ 団体名                ） 

   青年講座   希望１（       ）   希望２（       ）   希望３（       ） 

⑥オプション企画  『歓迎！夕食レセプション』  にご参加の方は、○をしてください。 

  ○参加費は一律：￥３,５００ ［ 参加する ］  

 ポスター展示「まいすくーる総選挙！ やっぱりうちが一番だ！」（交流会会場にて開催） 

 （参加希望の団体は、代表者からの申込をお願いします。メールかＦＡＸでお申し込みください。） 

模造紙サイズで、スクール自慢・ＰＲをイラストや写真を使って当日持参ください。 

優秀作は、豪華景品を進呈いたします！   

問合せ □事務局 ０７２－２６２－５７４１  □現地実行委：ｼﾞｮｲｱｽｽｸｰﾙつなぎ ０７４２－５０－０８８０  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①             〒634-0061 奈良県橿原市大久保町320番11  

              （最寄り駅） 鉄畝傍御陵前駅（東出口）より徒歩2分。 

                     JR畝傍駅よりタクシーで約10分。  
 

  ◇近鉄京都駅から・・橿原神宮前方面行に乗り、畝傍御陵前駅下車。(急行利用で約60分 )  

  ◇近鉄阿部野橋駅から・・吉野方面行に乗り、橿原神宮前駅で京都・大和西大寺方面行に乗換え、同駅下車  

  ◇近鉄鶴橋駅から・・名張・青山町・賢島方面行に乗り、大和八木駅で橿原神宮前行に乗換え、同駅下車  
 

②             〒634-0075 奈良県橿原市小房町11-5   

              （最寄り駅） 鉄畝傍御陵前駅（東出口）より徒歩13分。 

                     JR畝傍駅よりタクシーで約6分。  

              ※『 ① 奈良県社会福祉総合センター』からの移動は、徒歩で約11分  
 

○参加申し込み方法 （事前に申込と振込の手続きが必要です）  

   下記の申込み票にご記入の上、ファックスまたはＥメールで申込みください。件名は 

  「全専研参加申し込み」とし、①～⑥の内容を必ずお送りください。折り返し振り込み 

   手続きの案内を返信いたします。（メール申込みは電話番号も必ずご記入下さい。） 
 

○参加費  全専研会員3,000円 一般4,000円 青年・学生１,０00円 (介護者は無料） 
 
    ※受付、会場の都合上、原則として、当日現金を受け渡しすることはしていません。 

     当日参加、支払いの場合、500円増となります。  

 アクセス  会場① 奈良県社会福祉総合センター   会場② かしはら万葉ホール  

 主催 全国専攻科（特別ニーズ教育）研究会  

 共催 一社）みやこいち福祉会・ジョイアススクールつなぎ『未来へつなぐ会』 
 協力 きょうされん奈良支部 

2019年 12月 7日(土)・8日(日) 
 奈良県社会福祉総合センター ／ 橿原市立かしはら万葉ホール 

ふ  り  が  な 



 
 

１２月７日（土曜日）１日目：社会福祉総合センター  
 

     １３：３０   開会      ジョイアススクールつなぎのメンバーによる オープニング 

              挨拶      全国専攻科（特別ニーズ教育）研究会  会 長  田中良三  

              基調報告   全国専攻科（特別ニーズ教育）研究会  副会長  國本真吾  

 

     １４：２０   講演      対談 「特別支援学校専攻科の設置を考える」  
 

       元文部科学事務次官と本研究会会長の対談が実現。 障がいを持つ青年たちの新時代にふさわしい 

       青年期教育や専攻科のあり方、また今後の展望などを余すところなく語っていただきます。  

 

 

 

 

 

 

 

                前川喜平              田中良三 

            （元文部科学省事務次官）      （全国専攻科研究会 会長）  
 

      15：20  休憩               
 

      15：35  報告  大阪の福祉型専攻科の実践と運動 

               ～つないで ひろげて つくりだす～ 

         報告者 卜部秀二 （NPO法人大阪障害者センター） 
 

         大阪の青年たちの学びの場の必要性と運動、そして地域と 

         活動をすすめ、大阪各地に福祉型専攻科を立ち上げてきた 

         活動の報告とともに、これからの課題も語っていただきます。 

 

       １６：１５  各校専攻科の青年達によるリレーインタビュー 

         司会 小畑耕作（大和大学）  

         全国より集会に参加した学校、事業所で学ぶ青年たちの 

         日々を紹介するインタビューを今年も行います。 
 

       17：00 終了 会場移動（事務連絡に従って移動してください）  

 

       １８：００  オプション企画  歓迎交流レセプション （かしはら万葉ホール５階）  

           食事をしながら交流、歓談し、楽しいひとときをお過ごし下さい。 
 

          会場企画  「マイスクール総選挙！やっぱりうちが一番だ！」  

        参加スクールのPRポスターをご紹介します。イラスト、写真、紹介文な 

        ど、各校の魅力を展示します。参加者の投票で楽しみたいと思います。 

        （会場の都合により、模造紙サイズでお持ち込みください。） 

 

 
 

１２月８日（日曜日）２日目：かしはら万葉ホール 

    9：00 ～11：45 分科会  

     ① 第１分科会  専攻科の教育実践 ① 「福祉型専攻科の実践」   

      青年期に視点をあてた自由な教育課程の中で、各事業所の特色・地域性や、学ぶ  

      人たちのニーズに応える授業づくりを取り上げ学び合う分科会です。   

     司会    徳田佳弘 （専攻科滋賀の会）     報告者 清時忠吉 （いずみ野福祉会 シュレオーテ）  

     共同研究  伊藤修毅 （日本福祉大学）          萩原君江 （シャンティつくば）  

           辻   正 （特別支援学校 聖母の家学園）  
 

     ② 第２分科会  専攻科の教育実践 ② 「学校専攻科の実践」   

      個人での研究や発表、企画運営を通してチャレンジする意義、青年期の内面に迫る課題とは。   

      学校での専攻科で取り組まれている活動について学び合う分科会です。    

     司会    船橋秀彦 （シャンティつくば）   報告者 山下達也 （特別支援学校 聖母の家学園）  

     共同研究  澤谷常清 （三愛学舎）           安達俊昭 （やしま学園高等専修学校）  

                   坂井清泰 （専攻科滋賀の会） 
 

     ③ 第３分科会  青年期の発達をさらに充実させる大学・生涯学習  

      高等部、専攻科を終えた先に、さらに青年・成人期の幅広い教養を身につけ、社会生活を充実させる  

      ために取り組まれている「大学」、「専攻科４年生」、「生涯学習」について学び合う分科会です。   

     司会   國本真吾 （鳥取短期大学）      共同研究 黒田 学 （立命館大学）  

     報告者  見晴台学園大学（愛知） シャローム大学校（埼玉） KINGOカレッジ（新潟）３校に 

          よる遠隔授業実践の報告    

          神戸大学•学ぶ楽しみ発見プログラムの報告（KUPI コーディネーター 河南勝 黒崎幸子） 
 

     ④ 第４分科会  保護者と語り合う分科会  

      これまで専攻科づくりに取り組んできた保護者、社会に出た我が子の支援に取り組んでいる保護者、  

      生涯にわたるこれからの学びを一緒に考えましょう。   

      司会    松下喜美代 （NPO法人なまか）  参加の保護者たちと自由に語り合いましょう  

      共同研究  立岡 晄  （専攻科滋賀の会） 

            卜部 秀二  （NPO法人大阪障害者センター）  
 

     ⑤ 第５分科会  青年達が語り合う分科会  

     司会    藪 一之 （見晴台学園）     共同研究 髙橋正教 （前至学館大学）    
 

      テーマ研究の発表、自分の主張、社会に向かって、また先生、支援員、家族や仲間に言いたいことなど  

      何でも発表できます。（先着20名の希望者に限定します。発表時間10分）  

 

     ● 青年講座 「 見たい ！ 知りたい ！ 発見したい！」  

      奈良でしか体験できない青年向け講座です。（第３希望まで書いて申込みをして下さい。)  

     講座① 「ダンス講座で盛りあがろう！」      （40名 参加費無料）   

     講座② 「子ども科学館で、科学を体験しよう！」  （50名 手帳持参200円）   

     講座③ 「昆虫館にいこう！」           （20名 手帳持参200円）   

     講座④ 「橿原•明日香の名所にいこう！」     （30名 手帳持参200円）   

    12：15  全国専攻科（特別ニーズ教育）研究会 総会   

15：35～17：00 

青年映画鑑賞会  
              あお   とり 
 

 

京都アニメーション制作。 

毎日映画コンクール受賞作品。 

親友との絆を深めながら高校生最後

の吹奏楽コンクールに出場。 

切ない真実にあなたは涙する・・・  
 

会場の上限人数以上は入れま

せん。定員に達し次第、締め

切りとさせていただきます。  

（参加費無料）  


