
令和3年度
第5回
全国公開
研究会

日　時		 	令和4年2月5日（土）10:00〜15:50
	 	 	 	 	Web配信（ZOOM）		 9:30入室開始
テーマ		「光明ニューノーマル時代の幕開け!
	 	 			 		 学びのつながり6つのアクション」

東京都立光明学園

■セミナーA
	「可能性を追求するキャリア教育の推進」
	 A１　「新たな作業種へのチャレンジ」&「キャリアの視点

を育てる企業連携」
	 A２　「生涯学習の基点となる芸術活動⇒全校アクショ

ンと光美展・光書展」

■セミナーB
	「思考・判断力を育てる新たな学習活動の展開」
B１　「遠隔・ロボット・プログラミング学習、GIGAスクー

ルの整備・活用」
B２　「読書習慣の定着を目指す読書月間やポップ作り等

教育活動の工夫」

■セミナーC
	「自立と社会参加に向けた新たな健康教育」
	 C１　「チーム光明で進める医療的ケアと感染予防の最新

状況」
	 C２　「ドミトリ（寄宿舎）の教育で育む自立に向けた教育

計画と健康管理」

■パネルディスカッション
「新しい時代の肢体不自由教育が目指すもの」
中教審答申・有識者会議報告・学校設置基準・医療的ケアの
進展等々変革期を迎えた肢体不自由教育の目指すものについ
て対談を通して共に考えます。

■記念講演
「学習指導要領の着実な実施と授業改善」
肢体不自由教育の第一人者からカリキュラム・マネジメント、
学習指導と学習評価の一体化、指導計画作成と指導形態及び
授業改善等について深く学びます。

■全体会	「KOMEI	ニューノーマル時代の幕開け!	
学びのつながり6つのアクション」

現在は、予測困難な時代を迎えています。こうした時代を乗
り切るために子供たちは何を学び、どのような力を付けてい
くのか新たな学校像が求められています。コロナ禍の中で、
光明学園の６つの新たなアクションを説明します。

■Tokyo2020
	 オリンピック・パラリンピック教育のレガシー
平成29年度から、学校全体で取り組んできたオリン
ピック・パラリンピック教育についてダイジェスト版に
まとめました。それらをレガシーとして更に発展させ新
たな計画を含めて報告します。

■ワークショップ「指導実践力の向上」
D　「認知の学習　基礎・基本」
４組の模擬指導を通して呈示・言葉がけ・教材操作のコツ
を体得します。

E　「授業者支援会議のノウハウ」
授業者支援会議をハウツービデオで学んだ後、模擬会議
を通して実際の進め方を身に付けます。

■光明ベストセレクション	24のポスター	F・G
120名の教員全員が、日頃の指導の中で工夫した教材や指導
方法をポスターにまとめました。そのポスターの中から選り
すぐりの24点をプレゼンします。
＊２つのチャンネルで並行して行います。小・中・高３種の教
育課程の様々な実践を盛り込んでいます。選択して視聴し
てください。

■光明ヒストリア
日本初の公立肢体不自由教育校「光明學校」として
1932 年に設立されました。特別支援学校の歩みとし
て黎明期の秘蔵動画を交えながら紹介します。ランチ
タイムセミナーです。
＊歴史映像の紹介は年に１回本日のみです。

"光明ニューノーマル時代の幕開け! 
学びのつながり6つのアクション"

肢体不自由教育×病弱教育



東京都立光明学園

	 ポスター発表
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■時程

受付・入室開始

昼食

認知の学習　基礎・基本 授業者支援会議のノウハウ

パネルディスカッション

閉会式 全体質疑・感謝と約束

ワークショップ
「指導実践力の向上」

[2時間]

★	「新たな作業種へのチャレンジ」＆
「キャリアの視点を育てる企業連携」

★……肢体不自由教育
◇……病弱教育

★◇	「チーム光明で進める医療的ケア
と感染予防の最新状況」

助言：	たすく(株)代表取締役　齊藤宇開氏

★◇	「遠隔・ロボット・プログラミング
  学習、GIGAスクールの整備・活用」

助言：文部科学省特別支援教育課調査官
深草瑞世氏

助言：NPO法人地域ケアさぽーと研究所理事長
飯野順子氏

★◇「読書習慣の定着を目指す
	 	読書月間やポップ作り等

教育活動の工夫」

助言：東京都教育庁指導部統括指導主事
細川智佳子氏

◇「ドミトリ（寄宿舎）の教育で育む
自立に向けた教育計画と健康管理」
助言：文部科学省特別支援教育課調査官

深草瑞世氏

★	４組の模擬指導を通した呈
示・言葉がけ・教材操作のコ
ツを体得するワークショッ
プ
情報提供：
	 東京都教育庁統括指導主事
	 	 細川智佳子氏
	 光明学園統括校長
	 	 	 田村康二朗

つばき教育研究所　宮城武久氏
多摩つばき教育研究所　宇川和子氏

★◇	授業者支援会議をハウ
ツービデオで学んだ後、
模擬会議を通して実際の
進め方を身に付けるワー
クショップ

	 助言：文部科学省特別支援教育課
	 	 	 調査官
	 	 菅野和彦氏

光明学園統括校長　田村康二朗

セミナー セミナー

光明ヒストリア TOKYO2020レガシー

記念講演

全体会
「KOMEI ニューノーマル時代の幕開け! 学びのつながり6つのアクション」

「可能性を追求するキャリア教育の推進」「思考・判断力を育てる
新たな学習活動の展開」

「自立と社会参加に向けた健康教育」

助言：	たすく(株)代表取締役　齊藤宇開氏

講師の紹介

齊藤宇開氏
たすく株式会社代表。元・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所主任研究員。現・早稲田大学非常勤講師。多
くの都立特別支援学校で外部専門員として指導改善に従事。2008 年４月「たすく株式会社」を立ち上げ、発達障
がいのある子供たちのための一貫性と継続性のある支援体制の構築に向けて療育を展開中。

飯野順子氏
平成 29 年７月、秋津療育園の理事長に就任。都立養護学校で 18 年間肢体不自由教育に携わり、東京都教育委員
会で主任指導主事、養護学校の校長、筑波大学附属盲学校の校長を歴任。平成 19 年に NPO 法人地域ケアさぽー
と研究所を設立、平成 24 年に「訪問カレッジ＠希林館」を設立。

深草瑞世氏
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調査官。千葉県立袖ケ浦特別支援学校で特別支援教育コー
ディネーター、千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課指導主事、独立行政法人国立特別支援教育研究所主任研究
員を歴任。

菅野和彦氏
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調査官。福島県立平支援学校・福島大学附属特別支援学校、
福島県特別支援教育センター指導主事、福島県教育庁いわき教育事務所学校教育課指導主事を歴任。 「新学習指導
要領に基づく授業づくり」監修執筆。

田村康二朗統括校長
統括指導主事として東京教師道場の立ち上げを指揮。小中高特の現場で授業改善に数多く関わる中で、明日の授業
に直結する授業改善システム「授業者支援会議」を考案。医療的ケアの実施に関する検討会議、文部科学省による
中央教育審議会臨時委員、有識者会議委員を歴任。著作：「授業力向上シリーズ」ジアース教育新社（共著）、他。

13:20

15:30

ワークショップ
「指導実践力の向上」

[2時間]

セミナー

■参加者 学校・福祉関係者および本校に関心がある方、保護
者、外部から事前申込みされた方（先着350名）

★本校の公開研究会の前日、２/4（金 ) には、本校と「光と虹の友情校」の関係を締結
している東京都立鹿本学園の全国公開研究会が開催されます。合わせてご参加ください。

Web配信（ZOOM）によ
る公開研究会です。ZOOM
の ID とパスワードは参加
申し込み後にお知らせしま
す。参加者向け資料は、開
催前に学校 HP 上に掲載し
ますのでダウンロードして
ください。

令和4年1月21日(金)申込期限

お問い合わせ：
光明学園全国公開研究会事務局
〒156-0043  東京都世田谷区松原6−38−27 
電話 : 03-3323-8421 /  FAX : 03-3327-8428
副校長 吉平竜太郎 主幹教諭 小澤奈緒美
  研究主任 逵（つじ）直美

★◇	「生涯学習の基点となる芸術活動⇒
全校アクションと光美展・光書展」

11:30

「学習指導要領の着実な実施と授業改善」
文部科学省特別支援教育課調査官　菅野和彦氏

「新しい時代の肢体不自由教育が目指すもの」 統括校長	田村康二朗×文科調査官	菅野和彦氏

始めに 始めに

【ポスター発表の見方】
2 つのブレイクアウトルームを FとGに分けて総
数 24本（各 10分）のポスター発表をします。各
ブレイクアウトルームA～Gは出入り自由なので、
参加者のニーズに合わせてご覧になるポスターを
選択してください。

開始 開始
ポスター F ①〜⑫ ポスター G ①〜⑫

【ポスター発表の内容】
肢・病、小・中・高、3種の教育課程の中から選
りすぐりの「指導の工夫」をお届けします。
各ポスターのテーマと発表スタート時刻は、開催
日の 7日前までに学校HP上でお知らせします。

終わりに 終わりに
ご参加いただいた皆様には、ポスター発表を基に
した教材教具集の一括データの提供方法をこの場
でお知らせします。

東京都立光明学園	統括校長	田村康二朗


