
平成２９年１月吉日 
関係各位 

第４１回九州地区難聴・言語障害教育研究会  
熊本大会 会長 中村 立行 
（熊本市立慶徳小学校長） 

 

第４１回 九州地区難聴・言語障害教育研究会  熊本大会（第１次案内） 
 昨年４月の熊本地震に際し，皆様より温かい励ましやご支援を頂き，ありがとうございました。 
このたび，第４１回九州地区難聴・言語障害教育研究会熊本大会を開催いたします。 

 つきましては，難聴・言語障害教育担当者および関係者，保護者，医療・保健福祉関係者など，
多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

１ 大会主題  「これからの難聴・言語障がい教育のあり方を考える」 

        ～子どもや保護者のニーズに応える支援や連携をめざして～ 

２ 大会趣旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 主催  九州地区難聴・言語障害教育研究会  熊本県難聴・言語障がい教育研究会 
 

４ 後援  熊本県教育委員会   佐賀県教育委員会  福岡県教育委員会  大分県教育委員会  

鹿児島県教育委員会  宮崎県教育委員会  長崎県教育委員会  沖縄県教育委員会  

       熊本県内難聴特別支援学級および難聴・言語障害通級指導教室設置市町村教育委員会 

熊本市 八代市 人吉市 荒尾市 水俣市  玉名市 天草市 山鹿市 宇城市 

阿蘇市 合志市 南関町 大津町 菊陽町 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町  

芦北町 錦町 多良木町 苓北町 産山村 南阿蘇村 西原村 球磨村 ※宇土市（予定） 

      全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会   熊本県特別支援教育研究会 

       熊本県特別支援学級等設置校長会  公益財団法人日本教育公務員弘済会熊本支部 

NPO法人全国ことばを育む会  熊本県ことばを育てる親の会 熊本県聴覚障害者（児）親の会 

一般社団法人熊本県言語聴覚士会  熊本県難聴者中途失聴者協会  熊本言友会  

（順不同） 

５ 期日  平成２９年 ８月７日（月）～ ８日（火） 

６ 会場  １日目）くまもと森都心プラザ 
              〒８６０‐００４７ 熊本市西区春日１丁目１４‐１ Tel ０９６‐３５５‐７４００ 

２日目）熊本市国際交流会館 

〒８６０‐０８０６ 熊本市中央区花畑町４‐１８   Tel  ０９６‐３５９‐２０２０ 

 

特殊教育が特別支援教育へと移行して１０年。平成２６年１月の「障害者の権利に関する条約」の批准
を受け，「インクルーシブ教育システム」構築のために特別支援教育の充実を図ることが重要であり，そ
の中で多様な学びの場としての通級指導教室を用意することや，担当教員の専門性の向上が必要であると
されています。 
 熊本県では，昭和４３年，県内初の言語治療学級が熊本市立慶徳小学校に開設され，今年で５０年目を
迎えます。また，昭和５１年に第１回九州地区難聴・言語障害教育研究会大会を熊本の地で開催し，今回
で４１回を数えます。その間に，九州各県の言語障害通級指導教室，難聴通級指導教室，難聴特別支援学
級の設置数は増え，指導を受ける子どもの数も増加してきました。さらに，指導を受ける子どもや保護者
のニーズは多様化し，よりきめ細やかな対応が求められています。 
このような状況の中で，九州各地の会員や関係者が一堂に会し，教育実践の成果や課題について研究協

議を深めることは大変意義深いことです。そして，これからの難聴・言語障がい教育のあり方や果たすべ
き役割について考えていく貴重な場としたいと思います。 



７ 日程 
 《１日目》 ８月７日（月）   

１２：００～１２：５０ １３：００～１４：００ １４：１０～１６：１０ １６：２５～１７：２５ １８：３０～２０：３０ 

受付 
開会行事 

九難言総会 
記念講演 

親の会代表者会 交流会 

(ホテルニューオータニ熊本) 各県代表者会 

《２日目》  ８月８日（火） 

９：３０～９：５０ １０：００～１２：００ １２：００～１３：００ １３：００～１５：００ １５：１０～１５：３０ 

受付 
分科会 

（ 提 案 ） 
昼 食 

分科会 

研修協議 

ミニレクチャー 

閉会行事 ９：００～９：５０ 

分科会打合せ 

８ 記念講演  【 演題 】 ｢吃音の合理的配慮を考える｣ 
        【 講師 】 九州大学病院耳鼻咽喉科  医学博士  菊池 良和 先生 

９ 分科会 

分科会名 提案者 司会者 助言者 

 

第1分科会 

「構音」 

[長崎県]  

佐世保市立花高小学校 
教諭 淡田 しのぶ 

[大分県]  
宇佐市立長洲小学校 

  教諭 吉田 忠弘 

[長崎県] 

佐世保市立花高小学校 
  教諭 近藤 理絵 
[大分県] 

宇佐市立宇佐小学校 

  教諭 末廣 文俊 

 
熊本保健科学大学 
教授 
小薗 真知子 先生 

第２分科会 

「吃音」 

[沖縄県]   
うるま市立宮森小学校 

教諭 仲地 米子 
[宮崎県] 

宮崎市立宮崎小学校 
  教諭 高橋 知子 

[沖縄県]  

糸満市立糸満小学校 
  教諭 山城 時子 
[宮崎県] 
えびの市立飯野小学校 
  教諭 永久井 加代子 

九州大学病院耳鼻咽喉科 
医学博士 
菊池 良和 先生 

 
第３分科会 

｢言語発達」 

[熊本県] 
熊本市立碩台幼稚園 
  教諭 深川 直美 
[鹿児島県] 

霧島市立宮内小学校 
  教諭 古市 智子 

[熊本県] 
熊本市立菱形小学校 
  教諭 城野 一代 
[鹿児島県] 

枕崎市立枕崎小学校 
  教諭 藤後 ひろ子 

 
熊本県ひばり園 
園長 
丸内 春美 先生 

第４分科会 

「聴覚」 

[佐賀県] 

唐津市立長松小学校 
  教諭 宮嵜 加代子 

[佐賀県] 

唐津市立成和小学校 
  教諭 重 政子 

国際医療福祉大学 
准教授 
平島 ユイ子 先生 

第５分科会 

「連携」 

[福岡県] 
久留米市立金丸小学校 
  教諭 笹渕 佐織 

[福岡県] 

久留米市立金丸小学校 
  教諭 安部 泰子 

国立特別支援教育総合研
究所 総括研究員 
牧野 泰美 先生 

10 大会参加費（ 資料代 ）   ４，０００円 （ 大会報告集，交流会参加費は別 ） 

11 大会事務局（ 連絡先 ） 
    熊本市立慶徳小学校 ことばときこえの教室  ( 事務局長 馬場由加里  ) 

〒860-0016 熊本市中央区山崎町７２ 教室直通TEL・FAX ０９６－３１２－１８５１ 

E‐mail ： ｋｅｉｔｏｋｕｋｏｔｏｂａ＠ｔ.ｋｕｍａｍｏｔｏ‐ｋｍｍ .ｅｄ .ｊｐ 


