
 

１ 目 的    

１）特別支援教育の現場（主にろう・聴覚障害教育現場）における様々な課題について研究協議し、現場の教育

に関する知見や理解を深め、教職員としての資質を高める。 

２）主に北海道・東北地区の教職員及び関係者相互の交流を通して情報を交換し合い、親睦を深める。 

３）教育者としての資質を高めるための研修を継続していく中で、聴覚障害教職員自身が教育現場で必要とされ

る人材になるための身分保障のあり方や情報保障の重要性について、現場や県・市行政などに発信する意識

を高める。 
 

２ 今回の研修テーマ 

 「デフフッドの視点を取り入れた教育の実践」 

 前回のどさみち福島研修会では、当事者研究（障害当事者が自分自身で自分の問題に取り組み、自発的に生活

の質の向上を目指していく取り組み）を取り入れた実践について研修を行った。「困りごと」を語るという活動や

対話を通して、当事者である自分自身の課題を捉え、それをみんなで共有し合う。それによって、児童生徒が自

分自身について自発的に主体的に捉えて発信できる。それは自立活動の授業においても実践できるのではないか

というヒントをいただくことができた。 

 現在、「デフフッド」という言葉が広まっている。「デフフッド」というのは、イギリスのパディ・ラッド氏が

提唱した比較的新しい概念であり、ろう者になるための探求過程のことを意味している。すなわち、「自分探し」

の過程が重要であり、これは、自分自身について捉え、自発的に生活の質の向上を目指していく当事者研究と重

なるところがある。すでに、埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園では、この「デフフッド」の視点を取り入れた

教育の充実を学校の重点目標として掲げている。「デフフッドとは何か？」「デフフッドの視点を教育実践に取り

入れることはどういうことなのか？」。これらについて、松﨑 丈 氏（宮城教育大学 准教授）のご講演と、棚田 

茂 氏（埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園 教頭）の実践報告をしていただく。そして、ワークショップ活動で

各教科における「デフフッド」の視点について話し合うことを通して、「デフフッド」についての認識を深めてい

きたい。 
 

３ 期 日   令和３年２月１３日（土）～１４日（日） ※研修会は１３日のみ 
   

４ 場 所   アソベの森 いわき荘 ２階 こぎんの館 

                  〒036-1343 青森県弘前市大字百沢字寺沢２８－２９ 

           TEL (0172)83-2215 FAX (0172)83-2855  http://www.iwakisou.or.jp/ 
 

５ 主 催   北海道・東北地区聴覚障害教職員懇談会 
 

６ 共 催   一般社団法人青森県ろうあ協会 青森県難聴者・中途失聴者協会 （予定） 
 

７ 主 管   第２６回どさんこ・みちのく青森いわき研修会実行委員会 
 

８ 参加者   ４０名（内リモート参加者２０名）（予定） 
 

９ 参加資格  教育機関に勤務する聴覚障害教職員及びきこえる教職員、聴覚障害児の保護者、当会の趣旨に

賛同し、聴覚障害教育に関心のある方 
 

10 参加費   宿 泊・夕食交流会参加    15,000円（学生は 14,000円） 

        日帰り・夕食交流会参加    9,200円（学生は  8,200円） 

        日帰り・夕食交流会参加無し  4,200円（学生は  3,200円） 

        リモート参加（13:00～17:40） 会員 1,000円（年会費 1,500円と併せて 2,500円振込） 

一般 2,500円 

学生 1,000円（会員・非会員問わず一律 1,000円。学生会員は参加費

1,000円を年会費とします） 

第 2６回どさんこ・みちのく聴覚障害教職員研修会 in 青森いわき 
新しい研修様式【コロナ禍に対応した 現地参加＋リモート参加の融合型】 



11 内 容 

 【研修形態】会員参加型の研修会 ※開会式は主催者あいさつのみとし、来賓等は呼ばない。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、1 日のみの開催とするが、希望者は青森いわ

き荘での宿泊及び夕食交流会も参加可能（その場合、２月１４日（日）の朝、解散）。 

２月１３日（土）午前 

９：００～１０：３０ 役員会        ≪参加対象：当会役員≫ ※前泊希望者は連絡事項欄に記入 

２月１３日（土）午後 

１２：３０～      受付 

１３：００～１３：１０ 開会式、諸連絡    ≪参加対象：参加申込者全員～14:30≫ 

１３：２０～１４：２０ 講演「デフフッドとは何か？」  

講師 松﨑 丈 氏（宮城教育大学 准教授）                     ※リモート 

１４：３０～１５：００ 実践報告「デフフッドの視点を取り入れた教育の充実」              参加視聴 

報告者 棚田 茂 氏（埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園 教頭） 

１５：００～１５：２０ 質疑応答 

１５：３０～１７：００ ワークショップ活動  ≪参加対象：以下現地参加者のみ≫ 

「デフフッドの視点を取り入れた授業の実践について話し合ってみよう」 

※複数のグループに分け、授業における「デフフッド」の視点について話し合う。 

１７：００～１７：１０ ワークショップ活動まとめ発表（１グループ３分） 

１７：１０～１７：３０ 講評（松﨑 丈 氏）                                             ※リモート 

１７：３０～１７：４０ 閉会式                                                           参加視聴 

１７：４０～１７：５０ 記念写真撮影 

 

＜その他の企画＞ 

２月１３日（土） 夜  

１８：３０～２０：００ リモート夕食交流会  《参加対象：交流会参加者とリモート参加希望者》 

 (場所・いわき荘 ２階 こぎんの館) 

２１：３０～２３：００ ２次会        《参加対象：２次会参加希望者》 

２月１４日（日） 朝  

７：００～ ８：３０ 朝食 (場所・いわき荘 １階 レストラン) 《参加対象：宿泊者全員》 

※朝食後、自由解散 大浴場…朝５：００～１０：００ チェックアウト１１：００ 

    ［シャトルバス出発時間 新青森駅行き９：００ 弘前駅行き９：００］ 

 

12 申込方法 

 ■FAXの場合 

   参加申込書にご記入の上、ＦＡＸでお送りください。 

 ■ＱＲコード(ウェブ)の場合 

ＱＲコードからウェブ［第２６回どさんこ・みちのく聴覚障害教職員研修会 in青森いわき 

 参加申込フォーム）にアクセスの上、お申し込みください。 

参加申込フォーム QRコードはこちらです→ 

 

  参加申込フォームの URLは以下の通りです↓ 

     https://forms.gle/9CkFEhToCRTF1SVE9 

https://forms.gle/9CkFEhToCRTF1SVE9


       参加費は、郵便振込でお願いします。郵便口座をお持ちの方は手数料が 100円になります。 

○郵便口座に振り込む場合 

【郵便口座番号】１８４８０－２５６５２２４１ 

【加入者名】  どさんこ・みちのく聴覚障害教職員研修会 

○他金融機関から振り込む場合 

【店名】八四八（ハチヨンハチ）【店番】８４８【預金種目】普通預金 

【口座番号】２５６５２２４ 
   
13 申込・問い合わせ先 第 26回どさんこ・みちのく青森いわき研修会実行委員会宛 

            〒０３８－００２１ 青森県青森市安田字稲森１２５－１ 青森県立青森聾学校内

ＦＡＸ：０１７－７６６－１８３４ 

             Ｅmail：dosamiti26.aomori@gmail.com ※実行委員会直通のアドレスです。 

■〆切 ・参加申込期限（第一次）：令和３年１月１５日(金) 

        【申込み後、コロナ禍の変容に応じて、＜現地参加＞と＜リモート参加＞を 

２／８までにどちらにも変更できます。】 

               ・参加方法の最終変更（第二次）及び参加費振込期限：令和３年２月８日(月) 

           ■現地参加申込で GoToキャンペーン対象となった場合、当日差額を返金いたします。 

 

【交通アクセス】 

●お車でお越しの場合 

 

 

 

 

 

●新青森駅より無料送迎シャトルバスご利用の場合（※申込書に〇印） 

[新青森駅] 無料シャトルバス乗り場 

           東口 バスロータリー駐車場 

 

●弘前駅より無料送迎シャトルバスご利用の場合（※申込書に〇印）［弘前駅］無料シャトルバス乗り場 

 

 

 

・交通事情や天候状況により各駅への到着が遅れる場合があります。 

乗り継ぎへのご手配は余裕のある手配をお願い致します。 

 

●路線バス（弘南バス：片道 770円）枯木平線 

 

 

 

 

 

 

【注】「弘前バスターミナル」は、イトーヨ 

ーカドー内にあります。２分後、弘前駅バ 

スターミナル停留所からも乗車できます。 

青森市街から 約 60分 

弘前市街から 約 30分 

青森空港から 約 50分 

三沢空港から 約３時間 20分 

大館能代空港から 約１時間 50分 

新青森駅発 いわき荘着（予定） 

11:20 12:40 

弘前駅発 いわき荘着（予定） 

12:20 12:40 

「弘前バスターミナル」発 
「百沢温泉前」着 

 （下車後 徒歩約１０分） 

 7:10 

  9:10 

11:10 

13:10 

15:10 

16:50 

17:40 

7:49 

9:49 

11:49 

13:49 

15:49 

16:49 

18:29 

mailto:dosamiti26.aomori@gmail.com


第２６回どさんこ・みちのく青森いわき研修会実行委員会   ＦＡＸ ０１７－７６６－１８３４（青聾） 

第 2６回どさんこ・みちのく聴覚障害教職員研修会 in青森いわき参加申込書 

氏
ふり

 名
がな

  ・男 ・女 ・その他 ・聴覚障害者 ・きこえる人 

参加区分 ・正会員 ・賛助会員 ・一般 ・学生会員 ・一般学生 ・その他（       ） 

所  属 

学校名 

団体名 
 

所 属 
・幼稚部 ・小学部  ・中学部  ・高等部  ・管理職  ・寄宿舎 

・事務部 ・教職員ОＢＯＧ ・学生 ・保護者 ・その他（       ） 

専門教科 
・国語 ・社会 ・数学 ・理科 ・美術 ・保健体育 ・音楽 ・家庭・技術 

・その他（        ） 

情報保障 ・手話通訳 ・要約筆記 ・盲ろう支援 

自宅住所 

〒   － 

 

ＦＡＸ  (ＴＥＬ)  

Ｅ－mail (PC)              (携帯) 

参加申込 
〇を記入し
てください。 

【現地参加】 ※コロナ禍の変容に応じて２／８までにリモート参加に変更できます。 

 15,000円 参加費（学生会員 14,000円） 宿泊 ・ 夕食交流会参加 

 9,200円 参加費（学生会員  8,200円） 日帰り・夕食交流会参加 

 4,200円 参加費（学生会員  3,200円） 日帰り・夕食交流会参加無し 

【リモート参加】※リモート参加希望の方には、後ほど実行委員会より視聴 URLをメールで 

         お送りいたします。２／８までに現地参加に変更することもできます。 

 1,000円 参加費 会員（年会費 1,500円と併せて 2,500円振込）  

 2,500円 参加費 一般 

 1,000円 参加費 学生 
会員・非会員問わず一律 1,000円。学生会員は

参加費 1,000円を年会費とします 

交通手段 

到着時間 

※予めわかる場合はご記入ください。 

交通手段 ［ ・自家用車 ・公共交通機関 ・その他（            ）］ 

会場到着時間予定 ２月  日  時  分頃 

シャトル

バス利用 

［往路］ 

 １３日 新青森駅発 １１：２０       ※新青森駅～いわき荘（直通） 

 １３日 弘前駅発  １２：２０       ※弘前駅～いわき荘（直通） 

シャトル

バス利用 

［帰路］ 

 １４日 いわき荘発新青森駅行き ９：００  ※いわき荘～新青森駅（直通） 

 １４日 いわき荘発弘前駅行き  ９：００  ※いわき荘～弘前駅（直通） 

一言お願いします。（速報等に掲載します。近況報告、雑感等をお書きください。） 

連絡事項（実行委員会に連絡したいことや確認･要望などありましたらお書き下さい） 


