夏季実践ワークショップ
2022 年度
滋賀大学教育学部附属特別支援学校
明日の保育や授業を充実させたい・・
障害や発達のことを知りたい・・
有効な教材・教具の情報が知りたい・・
特別支援教育について知りたい・・
本校からの実践の発信と情報交流の場に、たくさんの先生方のご参加をお待ちしています！

初夏の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。今年度も滋賀大学教育学部附属特別支援学
校の夏季研修会「実践ワークショップ」をご案内申し上げます。本校教員の「持ちネタ」を中心に、日々の
研究と実践の成果をふまえ、話題提供させていただきます。各テーマについて「学びたい」「語り合いたい」
「これを機に実践を始めてみたい」「いろいろな参加者と違った視点から考えてみたい」という皆様、ぜひ
一緒に学び合いましょう。少人数のグループでじっくり学び合える分科会を作っていきたいと考えています。
公務ご多用中の折とは存じますが、ぜひ、ご参加くださいますようご案内申し上げます。また、教職をめざす
大学生、大学院生のご参加も歓迎いたします。
（滋賀大学教育学部附属特別支援学校長 辻 延浩）

■主 催 滋賀大学教育学部附属特別支援学校
■日 時 ２０２2 年 ７月 29 日（金） Ⅰ部 13:30～14:30（受付 13:00～）
Ⅱ部 14：45～15：45（受付 14：30～）
※Ⅱ部構成で行います。2 つの分科会を選択していただいても、１つの分科会にのみ参加していただい
ても結構です。
■会 場 On Line ・ 滋賀大学教育学部附属特別支援学校（会議室、プレイルーム、体育館 等）
■参加費 無料
■対 象 県内の保育所 (園) 、子ども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教職員
教職を目指す大学生や大学院生

■実践・報告内容のご紹介
Ⅰ部（13：30～14：30）
分科会

テ － マ

Ⅰ-１

アイディアシェアタイム
で授業づくり
【zoom】

Ⅰ-２

先を見据えた
進路指導
【zoom】

Ⅰ-3

Ⅰ-4

Ⅰ-5

Ⅰ-6

内

容

担 当 者

支援学級、支援学校の授業づくりでお困りのことはありませんか？
本校で取り組んでいる「デザインシート」を使った事前の授業検討会
「アイデアシェアタイム」は、様々な立場の先生が自由に発言しながら、
提供者も参加者もたくさんのアイデアをもらえる授業検討会です。事前
に、デザインシートを作成していただき、参加者みんなで授業アイデアを 清水・寺田
出し合います。オンラインなので、本校から遠くても自宅からでも参加可 巻幡・和田
能です。わたしたちと一緒に授業づくりを楽しみましょう！
☆Zoom の「ブレイクアウトルーム機能」を使って行います。 Wi-Fi 環
境
の整った場所で PC やタブレットで参加してください。
【定員６名】
高等部卒業後の進路先の情報を学んでいただきます。特に今回は、障
害福祉サービスの自立訓練（生活訓練）について、事業所の所長さん
辻川・堀口
の講話（動画）をもとに進めていきます。新規事業所さんの紹介もして
いきます。
【定員：10 名】

手織り機による、さおり織りを体験していただきます。単に織り上げるだ
けで無く、繭を紡いだ糸を草木染めして利用することや、手作り織り機の
制作も一緒にしてみませんか。様々な教材としての可能性を、一緒に見
つけられたらと考えています。 材料費：200 円
【定員：8 名】
子どもたち一人ひとりの実態はさまざまです。具体的な子どもの例をあ
〇〇ちゃんにぴったり
げながら、実態に合わせた教材や教具を紹介します。「自分が関わって
な教材教具を考えよう
いる子どもたちに、どんな教材・教具がぴったり合うのかな？と考えるき
【会場：本校】
っかけになればと考えています。
【定員１５名】
楽器が弾けなくても、ちょっとした工夫ですぐに楽しめる音楽遊びやその
明日が楽しみになる
進め方のコツをお伝えします。“明日が楽しみになる音楽遊び”を参加
音楽遊び①
者みんなで楽しみます。動きやすい服装、上靴持参でご参加下さい。
【会場：本校】
【定員：20 名】
学校にある i-Pad、有効に活用できていますか？まずは私たち教師が
iMovie で遊ぼう！①
実際に触って楽しんでみましょう！今回は iMovie で簡単な動画編集に
（初級）
チャレンジ！基本的な操作から始める初級編です。
【定員：１２
【会場：本校】
名】
染めて織って
作業学習体験
【会場：本校】

谷・石部

大坪・小松
白川・須田
水野・成田
木村
河原林
炭竃・山本

Ⅱ部（14：45～15：45）
分科会

テ － マ

内

容

様々な教科に応用できるような、パワーポイントを使った教材のアイデア
を出します。クリックをすると正解が出たり、「ピンポン」と音が鳴ったりす
子どもが楽しめる
るようなパワーポイントの作り方とアイデアを提供します。最後は児童・生
教材作り
徒が楽しめるパワーポイントのアイデアをみんなで考えて共有しましょう１
【zoom】
【定員：10 名】
塩染めキャンドルを 絵の具で染めた塩を使ってキャンドル作りをします。一人一人の色の好み
作ろう！
に応じて、素敵なキャンドル作りましょう。各自好きな透明のビン（プリンサ
【会場：本校】
イズ）を持ってきてください。 材料費：200 円
【定員：8 名】
知的に障害のある、発達に障害のある子どもにとって感覚（ボディバラン
「やってみたくなる」
附特の体育！ ス、ボディイメージ）を育てることが日常生活を過ごす上で必要です。本
【会場：本校】
校で行っているサーキットを体験してもらい、その後ボッチャを使ったニュ

担 当 者

パワーポイントを使った

Ⅱ-1

Ⅱ-2

Ⅱ-３

志賀・下紺

今咲・德永
森
山下・久田
武田

Ⅱ-4

Ⅱ-5

ースポーツにチャレンジしてもらいます。
【定員：10 名】
楽器を使って音楽の指導は出来るけど、活動のパターンを広げたい方に
明日が楽しみになる
体や心がひとりでに動き出す、思わず口ずさんでしまうそんな音楽の楽し
音楽遊び②
み方をお伝えします。動きやすい服装、上靴持参でご参加下さい。
【会場：本校】
【定員：20 名】
iMovie で実際に動画を撮影して、簡単な動画編集にチャレンジしてみま
iMovie で遊ぼう！②
しょう！初級+編です。 （Ⅰ-6 からの続いての参加の方もここから参加
（初級+）
の方も大歓迎です）
【定員：１２
【会場：本校】
名】

水野・成田
木村
河原林
炭竃・山本

■参加申し込み方法
７月 15 日（金）までに、裏面申込書にご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。申込書は必要に応じ
て、コピーしてお使いください。（ご希望の分科会が定員を超えた場合は、第２希望をお伺いする連絡を
させていただきます。先着順ですので、お早めにお申し込みください。）
案内、申込書はホームページ上でも掲載しております。
（本校ホームページアドレス https://www.edu.shiga-u.ac.jp/ft/）

■所在地
〒520-0002
滋賀県大津市際川３丁目９－１

TEL：077-522-6569
FAX：077-526-2279

■地図

■交通機関
・JR 湖西線利用の場合 唐崎駅下車約 1500ｍ
・JR 琵琶湖線利用の場合 膳所駅下車 京阪電車坂本比叡山口行に乗車 滋賀里駅下車 約 1000ｍ
大津駅下車 江若バス堅田行に乗車 際川バス停下車 約 500ｍ
・自家用車の場合 名神大津インターを降り，浜大津方面より国道 161 号を堅田方面へ
自衛隊大津駐屯地正門をすぎて 150m の信号左折後，点滅信号右折 50m

■連絡先
滋賀大学教育学部附属特別支援学校 学習・発達支援室 福谷 芳恵
７月 15 日（金）までに、ＦＡＸ：077－526－2279 にてお申し込みください。

FAX

夏季研修会 【実践ワークショップ】 参加申込書
２０22 年

月

日

所属名
職・氏名
ＴＥＬ
(連絡の都合上必ずご記入ください)

ＦＡＸ
(連絡の都合上必ずご記入ください)

希望分野
（○で囲んで
下さい）

Ⅰ部（13：30～14：30）

Ⅱ部（14：45～15：45）

Ⅰ-1 アイディアシェアタイム

Ⅱ-1

Ⅰ-2 先を見据えた進路指導

Ⅱ-2 塩染めキャンドルを作ろう！

Ⅰ-3 やってみたくなる附特の体育

Ⅱ-3 染めて織って作業学習体験

Ⅰ-4 教材教具を考えよう

Ⅱ-4 明日が楽しみになる音楽②

Ⅰ-5 明日が楽しみになる音楽①

Ⅱ-5 iMovieで遊ぼう！②

パワーポイント教材を使った
子どもが楽しめる教材づくり

Ⅰ-6 iMovieで遊ぼう！①
※※Ⅱ部構成で行います。

2 つの分科会を選択していただいても、１つの分科会にのみ参加していただいても
結構です。
メールアドレス
（zoomでの分科会ご希望の方は必ずご記入ください）

研修に関するご質問など

