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静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

会 長 ( 静岡市立番町小学校長)  寺谷 正博 

副会長（三島市立北小学校長）  西島 哲治 

 副会長（焼津市立焼津南学校長） 門間 一徳 

     副会長（浜松市立佐藤小学校長） 水村 辰也 

副会長（静岡市立末広中学校長） 保崎 寿伸 

 

 

令和３年度 静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会について（案内） 

 

 

時下、ますますご清祥のことと、お喜び申し上げます。日頃より、言語・聴覚・発達障害

に関する教育と本会の活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。 

本会は、県下の通級指導教室（言語、発達、難聴、肢体）や特別支援学級（難聴）の担当

者を中心に、幼児指導者、病院・施設の言語聴覚士などで構成する研究組織です。年 3回の

定例研修会では、全国より著名な講師をお招きして研修を深めております。また、県下、東

部・中部・西部の各地区においても地区講習会などを積極的に開催し、会員の資質向上と指

導者の養成に努めております。 

つきましては、特別支援教育コーディネーターの先生や就学支援担当の先生をはじめ特別

支援教育に関心のある先生方に、本会にご加入いただきたく、別紙のとおりご案内申し上げ

る次第です。公務ご多用の中、たいへん恐縮ではありますが、関係の先生方にご紹介いただ

きますようお願い申し上げます。 

なお、研修の概要と入会の手続きにつきましては、別添「研修開催予定」・「入会案内」を

ご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会事務局 

静岡市立番町小学校  通級指導教室 

青 木  教 美 

TEL・FAX    054-252-8800 

 



 

 

【静言研とは】 
静岡県言語・聴覚・発達障害児教育研究会は、言語・聴覚

障害児の教育の推進を図ることを目的に、昭和４５年に発足し

ました。県下の通級指導教室（言語、発達、難聴、肢体）や特

別支援学級（難聴）の担当者を中心に、幼児言語教室指導者、

園・学校関係者、病院・施設の言語聴覚士などで構成する研

究組織です。 

年３回、定例研修会を開催し、全国より著名な講師をお招き

して研修を深めております。また、県下、東部・中部・西部の各

地区においても地区講習会などを積極的に開催し、会員の資

質向上と指導者の養成に努めております。 

 

【活動内容】 
静言研は、本県特別支援教育の推進並びに年３回の定例研修会や県下、東部・中部・西部の各地区で地区講習会

の開催、言語・聴覚・発達障害児教育に関わる研修の啓発、会誌・会報の作成・掲載、その他本会ホームページからの情

報発信などを行っています。 

研修会・講習会ごとに案内・参加申込書を本会ホームページに掲載いたします。 

※会員ページのパスワードは会員登録後、第一回定例研修会にてお知らせいたします。 

 

【入会手続きについて】  
下記 QR コードまたホームページよりお申し込みください。 

教室会員と個人会員では会員登録期間が異なるため、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【年会費について】 一人２０００円 （令和３年度のみ） 
下記口座に１名につき、年会費 2,000円を４月 1日（木）～５月１７日(月)の間にお振込みください。 

 

 

 

※会員登録がお済みになってからお願いいたします。 

※振込手数料は会員様のご負担でお願いいたします。 

 

振込先  静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会   会長   寺谷 正博  

       (店番)116  (口座番号)普通 0560563   静岡銀行 安西支店 

【お問い合わせ】    
静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 事務局 

〒420-0071 静岡県静岡市葵区一番町 50 番地 静岡市特別支援教育センター４階 

E-mail:shizugen-bancyou@live.jp    TEL・FAX 054-252-8800 
URL：http://www.shizugenken.jp 

令和３年度 静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会入会案内 

教室会員 【通級指導教室・幼児言語教室担当者等】 

４月１日（木）～４月９日(金) 
締め切り厳守 

個人会員 【教室会員以外の方】 

４月１日（木）～４月３０日(金) 
締め切り厳守 

静言研入会案内 QR コード 

 



 
令和３年度  事 業 計 画 案 

 

 

１ 令和３年度 定例研修会 地区講習会  

  ＜ テーマ ＞ 言語・聴覚・発達障害のある幼児・児童・生徒に対する指導実践を通して、支援のあり 

        方を研修する。 

  ＜研究方法＞・講演会及び、テーマ研修を中心とした分科会を行い、言語・聴覚・発達障害に関する専 

         門性を高める研修をする。 

        ・事例研修を行い、個に応じた支援のあり方や教室運営等についての研修を深める。 

        ・講演会及び、分科会の内容と地区別研修会の内容を研究会誌で報告する。 

 

（１）定例研修会 

回 地区 期  日 会  場 内  容 

 

 

第１回 

 

 

 

 

 

中部 

 

 

 

 

 

5月21日 

（金） 

 

 

会場： 掛川市生涯学習センター 

 

担当校：掛川市立西郷小学校 

講演 

「これからの時代に求められる通級に

よる指導とは」 

   講師：静岡大学教育学部 

大塚 玲 先生 

 ※オンラインで実施 

 

【午前】運営委員会 

    調査対策部会 

      

【午後】総会 

分科会 

構音障害、言語発達遅滞、 

吃音、難聴、LD・ADHD等、 

教室経営 

中部地区設置校（園）長会 

 

 

第２回 

 

 

 

 

東部 

 

 

 

 

12月６日 

  （月） 

 

 

会場：富士市交流センター 

 

担当校：富士市立岩松小学校 

 

【午前】講演 

「言語発達障害の評価と指導（仮

題）」 

    講師：大阪芸術大学 

田中 裕美子 先生 

 

【午後】講演 

「発達通級指導教室の指導」 

 講師：所沢市立泉小学校 

       教諭 坂本 條樹 先生 

東部地区設置校（園）長会 

 

 

第３回 

 

 

 

 

西部 

 

 

 

 

1月25日 

    （火） 

 

 

会場：ワークピア磐田 

 

担当校：磐田市立豊田南小学校 

    磐田市立磐田中部小学校 

    磐田市立磐田北部中学校 

【午前】講演 

    「ことばの教室に通う場面緘黙

の子供への理解と支援につい

て」 

    講師：長野大学 

       髙木 潤野 先生 

 

【午後】分科会 

     構音障害、言語発達遅滞、 

吃音、LD・ADHD等、思春期 

西部地区設置校（園）長会 



 

（２）地区講習会  詳細については随時ホームページに掲載 

地区 開催予定月（日） 内容 

東部   ４月 21日 

  ６月日 

９月日 

11月日 

２月日 

新任者研修会（基礎講座） ※オンラインで実施 

関係者講習会 

技能研修会・授業研修会 

幼保研修会 

担当者講習会 

中部 静岡 ４月 23日、 

６月 18日 

６月 12日 

７月８日 

８月 27日 

８月 30日 

新任者研修会 

（静言研について、ことばの指導、発達教室の指導） 

担当者講習会（幼児の育ちと姿勢保持） 

担当者講習会（吃音のつどい） 

担当者講習会（正しい自閉症への対応・支援の在り方） 

検査技能講習会（発達障害の児童・生徒への支援のためのカ

ウンセリング心理学） 

志太榛原 ６月日 

６月日 

 

10月日 

新任者講習会（教室紹介・指導参観） 

地区講習会（高校通級について、幼児期～青年期における通

級の役割と連携） 

地区講習会（ＴＲＰＧを通じた発達障害のある子の余暇支援） 

小笠  ４月９日 

  ５月 20日 

   ９月日 

11月 10日 

12月９日 

担当者研修会（教室紹介、新任者研修） 

担当者講習会（新任者研修） 

指導者講習会（外部講師による講話） 

担当者研修会（発達公開授業、事例研修） 

担当者研修会（事例研修） 

西部   ４月 23日 

５月 29 日 

７月３日 

９月４日 

６月 19 日 

７月 10日 

９月 18日 

10月・11月 

12月４日 

新任者研修会・担当者講習会 ※オンラインで実施 

担当者講習会（構音を学ぶ会） 

   〃 

   〃 

担当者講習会（ICT を利用した LD 指導） 

検査技能講習会（WISCⅣ指導への生かし方） 

担当者講習会（吃音の理解・具体的な指導方法） 

担当者講習会（未定） 

担当者講習会（小・中学生の感情理解、感情表現） 

 

２ 新任者研修会     

各地区講習会にて実施する。 

 

３ 会 誌            

定例研修会での講演会及び分科会の記録と地区講習会のまとめを内容とする。 

 

４ 会 報 

        毎月 25日発行、Ａ４版、内容は教室経営を含む。ホームページ掲載 

 5月 553号 浜松市立葵が丘小  6月 554号 浜松市立追分小  7月 555号 浜松市立双葉小 

 9月 556号  静岡市立清水三保第二小 10月 557号 焼津市立大井川中 11月 558号 菊川市立小笠北小 

 1月 559号 沼津市立第四小  2月 560号 富士宮市立大富士小 

 

５ 令和３年度 言語・聴覚・発達障害教育の教育に関する要望書の提出 

 

 

 



６ 静岡県教育研究会 特別支援教育研究部 夏季研究大会 

    日 時  令和３年８月５日（水） 

    会 場  富士川ふれあいホール 

〒416-0915 静岡県富士市岩淵 855番地の 39  

 

７ 第 50回 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会全国大会（山梨大会） 

    日 時    令和３年７月 29日（木）・30日（金） 

        会 場   山梨県立図書館 

          〒400-0024山梨県甲府市北口 2丁目 8-1 

         甲府市総合市民会館 

          〒400-0867山梨県甲府市青沼 3丁目 5-44 

 

８ 第 49回 東海四県言語・聴覚・発達障害児教育研究大会（岐阜大会） 

    紙上開催 

 

９ 令和３年度 言語障害児指導相談事業（補助金事業）    

   （１） 指導者及び関係者講習会（東・中・西各地区） 

    （２） 幼児言語教室設置啓発事業 

            ・地域相談事業 

      ・心理検査に関する事業 

・ホームページによる相談先の紹介事業 

   （３） 幼児言語指導教室支援事業（幼児ことばの教室への教材費の助成） 

 

 

10 親の会との共催事業 

    ○「保護者及び関係者研修会」への参加、協力 

    ○静岡県ことばと心を育む会総会 

     日 時 令和３年月日（） 

         会 場  



静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会会員 様 

 

                   静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

                      県事務局 会計部 

 

令和３年度 会費の請求について 

 
日頃は、本県の言語・聴覚・発達障害教育及び本会の活動にご尽力を賜り深く感謝申し上げま

す。 

行政等に本会会費を負担していただく場合の行政等に対する請求について、下記の点について

ご配慮ください。 

 

１ 会費の納入は、原則、個人負担となります。したがって、厚意により行政で負担してい

ただいている場合は、個人（教室）と行政間での調整をお願いします。なお、会費納入

に当たって文書が必要な場合は、「令和３年度会費の納入について」(別紙)をご利用くだ

さい。 

 

２ 任意団体である静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会としましては、会費を負担して

いる一部の市町村に対し、請求書を出す立場ではありませんが、手続き上、請求書が必

要な場合は、各自、請求書をご用意いただき、第１回定例研に持参してください。（定例

研前に請求書が必要な場合は、県事務局会計部まで郵送してください。その際、返信用

封筒・切手を同封してください。） 

 

３ 行政による会費納入の際、ご依頼人名が市町村名で確認できますが、会費を納入された

教室名、振込をされた教室内の会員氏名の確認ができません。お手数をおかけいたしま

すが、県事務局会計部に振込日、対象教室名（入会登録時の教室名でお願いします）、振

り込まれた全ての会員氏名を FAXもしくはメールにてご連絡ください。 

 

４ 会費の納入について 

・振込の際、教室の代表者による一括振込が可能です。入金の金額の間違いがないようお

気を付けください。 

・入会登録時に、教室内で入会される全ての会員氏名をご入力ください。ご入力いただい

た後に名簿と照合し、入金を確認いたします。 

・振込手数料は、会員様のご負担でお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

振込先  静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会   会長  寺谷 正博  

       (店番)116  (口座番号)普通 0560563   静岡銀行 安西支店 

担当 ： 静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

県事務局 会計部（静岡市立番町小学校内） 

住所 ： 〒420-0071 

静岡市葵区一番町 50番地 静岡市特別支援教育センター内 ４階 

TEL/FAX：０５４－２５２－８８００ 

Mail ： shizugenken-bancyou@live.jp 



令和３年４月１日 

 

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会会員 様 

 

 

静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

      会長(静岡市立番町小学校長) 寺谷 正博 

 

 

令和３年度会費の納入について（お願い） 
 

 

 日頃は、静岡県言語・聴覚・発達障害教育及び本会の活動にご尽力を賜り深く感謝申し上げま

す。 

さて、本年度、会費納入について下記のように納入くださいますようお願い申し上げます。 

 
記 

 

１ 会費    会員１名につき、２,０００円（本年度のみ） 

 

２ 納入期間  令和２年４月１日（木） ～ ５月 17日（月） 

 

３ 納入方法  口座振込による納入  下記口座に納入してください。 

         〈加入者名〉静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

 会長  寺谷 正博 

         〈口座番号〉店番１１６ 普通０５６０５６３ 

 静岡銀行 安西支店 

 

４ その他  ・振込の際、教室の代表者が一括で振り込んでいただいても構いません。入金の

金額の間違いがないようお願い申し上げます。 

 

・振込手数料は、会員様のご負担でお願いいたします。 

 

     ・振込の際、ご依頼人名は確認できますが、会費を納入された教室名、振込をさ

れた教室内の会員氏名の確認ができません。お手数をおかけいたしますが、県

事務局会計部に振込日、対象教室名（入会登録時の教室名でお願いします）、振

込をされた教室内の全ての会員氏名を FAXもしくはメールにてご連絡ください。 

 

        ・入会登録時に、教室内で入会される全ての会員氏名をご入力ください。ご入力

いただいた後に名簿と照合し、入金を確認いたします。 

 
 

 

 

 

担当：静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会 

県事務局 会計部（静岡市立番町小学校内） 

TEL/FAX：０５４－２５２－８８００ 

Mail：shizugenken-bancyou@live.jp 


