
 

特 別 支 援 教 育 

 

＜分科会順序―南相馬市民文化会館 ゆめはっと １Ｆ(多目的ホール)＞ 

 

進 行：原町第二中学校 ＰＴＡ庶務 渡辺 和彦 

記 録：ＰＴＡ庶務補佐 紺野 満佐雄 

 

1. 開会行事    (１６分) 

 開会のことば                     原町第二中学校 ＰＴＡ副会長 青田 直子 

 主催者あいさつ                       県Ｐ連研修委員長 佐久間 喜久 

 趣旨説明並びに出演者紹介            原町第二中学校 ＰＴＡ会長 谷田部 真敏 

2. パネルディスカッション（９０分） 

 コーディネーター ： 福島県立相馬支援学校 校 長 鈴木 龍也 様 

 パネラー     ： 相双障害者就業・生活支援センター 主任就業支援担当 荒 博史 様 

 パネラー     ： 杉並区立杉並第四小学校 校 長 高橋 浩平 様 

 パネラー     ： 南相馬市教育委員会 教 育 長 大和田 博行 様 

3. 閉会行事  （１４分） 

 お礼のことば               南相馬市立原町第二中学校 校    長 和田 節子 

 閉会のことば               南相馬市立原町第二中学校 ＰＴＡ副会長 青田 直子 

 

 

←のＱＲコードからアンケートのご協力をお願い致します 

テーマ 
共に生きる 

～誰もが取り残されることの無い社会の実現へ、私達ＰＴＡができること～ 

研究協議の視点 
1. インクルーシブ教育についてのあり方 

2. PTAとして理解を深め、活動へ活かすためのヒントを探る 

第 5分科会 



Ⅰ　組織及び役割

１　組織

係　名 氏　名 単Ｐ名 係　名 氏　名 単Ｐ名

委員長
谷田部　真敏
（全統括）

原二中Ｐ会長 事務局長 和田　節子 原二中校長

副委員長
青田　直子

（受付担当）
原二中Ｐ副会長 事務局次長 三浦　邦彦 原二中教頭

副委員長
村田　恭一
(接待担当）

原二中Ｐ副会長 事務局次長 渡辺　和彦 原二中教務

副委員長
小野　はるみ

（全統括補佐）
原二中Ｐ
事務局長

事務局員 紺野　満佐雄 原二中教員

２　役割

係　名 氏　名 単Ｐ名 係　名 氏　名 単Ｐ名

県Ｐ連役員 藤原　節子
原二中Ｐ

２学年委員長

谷田部　真敏 原二中Ｐ会長 渡部　早苗
原二中Ｐ

３学年副委員長

会場責任者 谷田部　真敏 原二中Ｐ会長 鈴木　佳代
原二中Ｐ

２学年副委員長

司会者 渡辺　和彦 原二中教務 大杉　路恵
原二中Ｐ

１学年副委員長

記録者 紺野　満佐雄 原二中教員 和田　節子 原二中校長

渡邉　由美子
原二中Ｐ

広報委員長
三浦　邦彦 原二中教頭

荒木　順子
原二中Ｐ

広報副委員長
西内　明美 原二中Ｐ監査

大友　裕実子
原二中Ｐ

広報副委員長
佐藤　浩一 原二中Ｐ監査

武内　幸恵 原二中Ｐ監査

目黒　盛
原二中Ｐ

３学年委員長

山本　昭彦
原二中Ｐ

１学年委員長

３　当日の必要弁当数　　30個（9/20現在）

第　５　分科会

運営責任者

写真・動画 接　待

会場設営 全委員で対応

駐車場係

受　付



開始 所用時間 項目

13:30 2:00 会場準備・リハーサル

15:30

開始 所用時間 項目

8:00 1:00 会場入り・最終リハーサル

受付

※５分前に会場アナウンス

9:20 0:02 スタートアナウンス並びに司会者自己紹介

9:22 0:02 開会のことば

9:24 0:06 主催者挨拶

9:30 0:06 趣旨説明並びに出演者紹介

11:06 0:05 お礼のことば

11:11 0:05 アンケート入力のお願い

11:16 0:01 閉会のことば

11:17 0:03 終了のアナウンス

11:20

はプログラムに記載されている項目

全員

福島県ＰＴＡ研究大会南相馬大会　第５分科会　タイムスケジュール

受付担当者

司会

青田副会長

パネラー2

パネラー１

コーディネーター

日時：令和元年１０月２０日（日）　　　本番

8:30 0:50

和田校長

パネルディスカッション1:309:36

終了

県Ｐ副会長

谷田部

パネラー3

司会

パネルディスカッション開始

終了

青田副会長

日時：令和元年１０月19日（土）　　　前日準備・リハーサル

場所：南相馬市民文化会館ゆめはっと１Ｆ多目的ホール

担当者

全員

司会

司会

担当者

場所：南相馬市民文化会館ゆめはっと１Ｆ多目的ホール



日時：令和元年１０月２０日（日）　　場所：南相馬市民文化会館ゆめはっと１Ｆ多目的ホール

開始
所用時

間
内容

9:15 0:05 開会前アナウンス

9:20 0:02
スタートアナウンス

並びに司会者自己紹
介

9:22 0:02 開会のことば

9:24 0:06 主催者挨拶

9:30 0:06
趣旨説明並びに出演

者紹介

11:06 0:05 お礼のことば

11:11 0:05
アンケート入力のお願

い

11:16 0:01 閉会のことば

11:17 0:03 終了のアナウンス

11:20

福島県ＰＴＡ研究大会南相馬大会　第５分科会　司会シナリオ

出演者の皆様、誠にありがとうございました。それではココで御礼の言葉を、南相馬市立原町第二中学校長　和田節子より申し上げます。

ありがとうございました。
ココで会場の皆様にお願いがございます。お手元の次第並びに前方スクリーンにございます、ＱＲコードより、簡単なアンケートへの回答をお願い申し上げます。
２～３分程度でお答えいただけるアンケートになりますので何卒ご協力をお願いいたします。

開会のことば、南相馬市立原町第二中学校　ＰＴＡ　副会長　青田　直子　が申し上げます

以上で終了となります。最後までご参加いただきまして誠にありがとうございました。
ここで業務連絡がございます。昼食についてですが、本分科会に参加された皆様については本会場が昼食会場になります。受付にて配布しておりますので御引換えをお願
いします。
また、ゴミは受付にて回収いたしますので最後にまとめてお持ち下さい。
最後に今後の予定ですが、全大会の開始は13：10からになりますが、アトラクションが12：30からスタートいたしますので是非ご参加下さい。
宜しくお願い致します。

開式５分前となりました、お席にご着席のうえ、携帯電話はお切りになるかマナーモードへ設定していただくようお願い致します。

司会：渡辺　和彦　先生（ＰＴＡ庶務）

パネルディスカッション開始

シナリオ

ここからはコーディネーターの鈴木龍也先生にお願いする

終了

パネルディスカッション1:309:36

定刻となりましたので、はじめさせていただきます。本日司会進行を勤めさせていただきます、
南相馬市立原町第二中学校　教務主任・ＰＴＡ庶務の渡辺和彦です。最後までどうぞ宜しくお願い致します。

開会のことば、南相馬市立原町第二中学校　ＰＴＡ　副会長　青田　直子　が申し上げます

続きまして、主催者を代表し、福島県ＰＴＡ連合会　研修委員長　の　佐久間　喜久（さくまよしひさ）様　お願い致します。

佐久間（さくま）様　ありがとうございました。続きまして、趣旨説明並びに出演者紹介を南相馬市立原町第二中学校　ＰＴＡ会長　谷田部真敏より申し上げます。



【敬称略】

開始 所用時間 　項　　　目

9:30 0:05 自己紹介及びPDの進め方についての説明

9:35 0:10

9:45 0:10

9:55 0:10

10:05 0:05 論点整理

10:10 0:10

10:20 0:10

10:30 0:10

10:40 0:15 質疑応答

10:55 0:05 まとめ

11:00

【鈴木】PDでの気づきの確認、御礼

【大和田】教育委員会の施策として
　　　　・グランドデザインとインクルーシブ教育システム　　等

終了

詳　　細

場所：南相馬市民文化会館ゆめはっと１Ｆ多目的ホール

【テーマ1】
インクルーシブ教育の現状と課題

～特別な支援を必要とする子どもたちや
卒業生たちの「今」を知る～

【テーマ2】
共生社会の実現に向けて

～PTAとしての理解を深め、活動に活かすチャンスを探る～

【荒】関係機関が連携した支援体制の構築について
　　　　・早期からの連携、バトンゾーンの長い引き継ぎ　　等

【鈴木】フロアからの意見集約、パネラーによる回答　　等

【高橋】これからの学校づくり
　　　　・学力、授業力向上
　　　　・家庭との連携　　等

【荒】高等部・高等学校卒業後の地域生活
　　　　・進路状況
　　　　・地域生活での課題
　　　　・サポート体制　　等

【鈴木】３者からの発表を受けて、課題の絞り込み
　　　　・「地域で共に学び、共に生きる教育」の推進に向けて

福島県ＰＴＡ研究大会南相馬大会　第５分科会　タイムスケジュール
パネルディスカッション部分

パネラー、コーディネーターの順に自己紹介
コーディネーターから、PDの進め方について簡単に説明

【高橋】杉並での取り組みの紹介
　　　　・学校づくり、授業づくりで大切にしていること
　　　　・職員、保護者への理解啓発　　等

【大和田】南相馬市の状況
　　　　・特別支援学級、通級指導教室の状況
　　　　・学習支援の現状　　等



準備物 数量 担当者 借用先 備考 チェック欄

1 テーブル 9 谷田部 ゆめはっと 舞台4台・受付用5台

2 イス 165 谷田部 ゆめはっと 舞台（コーディネーター・出演者用）・客席

3 マイク 6 谷田部 ゆめはっと 舞台（コーディネーター・出演者・司会・挨拶用）

4 マイクスタンド 1 谷田部 ゆめはっと 主催者あいさつ用

5 マイクスタンド（卓上用） 5 谷田部 ゆめはっと 舞台（コーディネーター・出演者・司会用）

6 プロジェクター 1 谷田部 ゆめはっと -

7 スクリーン 1 谷田部 ゆめはっと -

8 ＰＣ 1 谷田部 谷田部私物

9 警備棒 2 谷田部 ＪＣ 駐車場用

10 セロハンテープ 2 小野 学校備品

11 ガムテープ 2 小野 事務局

12 はさみ 2 小野 事務局

13 ミネラルウォーター 4 小野 - 楽屋・舞台用　領収書必須

14 横断幕 1 会場係 - 舞台用

15 立看板 1 会場係 - 会場外用（印刷物も含む）

16 氏名入りふんどし 4 谷田部 - 舞台（コーディネーター・出演者用）

17 次第プログラム 200 学校 - 印刷する

18 カウンター 1 谷田部 谷田部私物 受付にて来場者の人数把握

19 カメラ 1 学校 学校 撮影担当は別であるが、これでも撮影をする

20 ビデオカメラ 1 学校 学校

21 三脚 1 学校 学校

県Ｐ大会　10/20（日）第５分科会　準備物リスト



楽屋

倉庫

バトン ７

バトン ６

バトン ５

バトン ４

バトン ３

バトン ２

バトン １

500

700

1025

700

700

700

250

福島県ＰＴＡ研究大会南相馬大会　第５分科会　会場レイアウト

受
　
付

コーディネーター パネラー３名
司
会

スクリーン

ＰＪ

Ｐ
　
Ｐ
　

来場者席　１６０名分

１６席×１０列

横断幕



コーディネーター
福島県立相馬支援学校
校　長

鈴木　龍也 様

パネリスト
相双障害者就業・生活支援センター

主任就業支援担当

荒　　博史 様

パネリスト
杉並区立杉並第四小学校

校　長

高橋　浩平 様

パネリスト
南相馬市教育委員会

教　育　長

大和田 博行様

※出演者用席札（ふんどし）　Ａ３サイズにて印刷



担当 谷田部　真敏

収入の部
20,000
37,000
57,000

支出の部
3,000 上限
17,000

会議費 5,000 印刷代・用紙代など
消耗品費 2,000
通信費 500 御礼状送付

旅費・交通費 8,000 事前打ち合わせ
予備費 1,500

37,000 杉並区からの講師費用
57,000

項目間流用は各分科会にお任せします。
運営費は会議費・消耗品費・通信費・旅費となります。

会場への生花の希望 有　・　無

花束の希望 有　・　無

お土産の希望 有　・　無

資料代について
発表校×2,000円

事前打ち合わせ・リハーサルの有無
有　・　無

出演依頼・事前打ち合わせ等

名札ホルダーの希望数
30

傘袋の希望 有　・　無

石灰の希望 有　・　無

上記をご記入のうえ、７月１２日（金）までに原町第三小学校へ送付ください。

講師謝礼に関しては後日、事務局で整理後に確認をお願いする予定です。

（有の場合の理由）

（有の場合の理由）

（有の場合の理由）

fax　0244-24-2069

内
訳

合　　計
講師関係費

運営費
講師等茶菓

配　当　額

第5分科会予算

（有の場合の理由）

講師関係費
合　　計


