
 

第１３回 北陸教育オーディオロジー研究会のご案内 

 
北陸教育オーディオロジー研究協議会は、聴覚障害教育における聴覚補償、聴覚管理、聴覚学習およ

びこれらに関わる教育上の支援を『教育オーディオロジー』として確立し、聴覚障害児(者)の生活の向上に

寄与することを目的として、第１３回北陸教育オーディオロジー研究会を開催いたします。 

つきましては、聾(ろう)学校・特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室等の教職員、聴覚障害

児(者)に関わる医療・福祉・行政関係者、保護者、学生、聴覚障害児(者)団体関係者の皆様方のご参

加をお待ちいたしております。 
 
期 日   ２０１７年 ８月 ９日（水）１３：００～１７：００ 

１０日（木） ９：００～１５：００ 
 

主 催   北陸教育オーディオロジー研究協議会 
 

後 援   日本教育オーディオロジー研究会  北陸地区聾学校校長会  新潟県言語聴覚士会 

（予定）   新潟県教育委員会  新潟市教育委員会  長岡市教育委員会  上越市教育委員会 

        一般社団法人新潟県聴覚障害者協会  日本教育公務員弘済会新潟支部   
 

会 場   長岡市社会福祉センタートモシア（〒940-0071 長岡市表町 2丁目 2番地 21）  

TEL: 0258-32-5200   FAX: 0258-32-5210 

         URL  http://tomoshia.jp 
 

参加費   会  員  無料 （当日入会を含む。年会費 ２，０００円）  

会員外  ２，０００円   １日のみの参加  １，０００円 

※会員には「会報」をお届けします。 

 

日 程 

８月９日（水） 

１２：００ ～１３：００ 受 付 （12 時から補聴器・人工内耳メーカーによる機器の展示が始まります。） 

１３：００ ～１３：２０ 北陸教育オーディオロジー研究協議会 総会 

１３：３０ ～１４：５０ 補聴器・人工内耳メーカーによる情報提供  

 フォナック社、オーティコン社、リオン社、日本コクレア社、メドエル社 

１５：１０ ～１６：５０ 講演Ⅰ『人工内耳をとりまく難聴児医療の現状』 

講師 新潟大学医歯学総合病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科講師  泉 修司 先生 

１６：５０ ～１７：００ 諸 連 絡 

１８：３０ ～２０：３０ 懇親会（会場：酒味の郷 いさり火 参加費： ５０００円。事前の申し込みが必要です。） 
 

 

 

８月１０日（木）  

８：５０ ～ ９：００ 受 付  

９：００ ～１０：２０ 選択講座Ⅰ-A 

『オーディオロジー（初級）』 

担当：高橋登先生 

（新潟県立長岡聾学校）  

選択講座Ⅰ－B 

『英語の指導と関連情報』 

担当：大竹達也先生・泉澤香先生 

（富山聴覚総合支援学校） 

１０：４０ ～１２：００ 選択講座Ⅱ－A  
『人工内耳装用児の現状と今後について』 

担当：安田里美子先生 

（高岡聴覚総合支援学校） 

選択講座Ⅱ－B 

『聴覚障害児を対象とした知能検査の 

見立てと指導への活かし方』 

担当：小林優子先生(上越教育大学） 

１２：００ ～１３：００ 昼食・休憩 

１３：００ ～１４：５０ 講演Ⅱ 『子どもの聴能と発達について』 

講 師 目白大学 保健医療学部 専任講師  

リハビリテーション科学博士、言語聴覚士    富澤 晃文 先生 
１４：５０ ～１５：００ 閉 会 式 ・ 諸 連 絡 

 



講演について 

講演Ⅰ 
『人工内耳をとりまく難聴児医療の現状』 

講師 新潟大学医歯学総合病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科講師  泉 修司 先生 
近年ますます人工内耳をつける幼児・児童が増え、また手術を受ける時期も低年齢化してきています。聴こえる

ようになった反面、そのことにより顕在化してきた問題も出ています。これまでの実績で、言葉の聴き取りは個人

差が大きいという結果も示されてきました。講演では、人工内耳の聴こえ方や術後成績の話を中心に、その効果を

少しでも予測するための遺伝子検査や画像検査について紹介し、よりよい聴き取り・言語発達のための両耳装用な

ど適応基準の変遷について話します。 

講演Ⅱ 

『聴能教育と教育オーディオロジー』 

講師 目白大学 保健医療学部 専任講師  

リハビリテーション科学博士、言語聴覚士       富澤 晃文 先生 

子どもたちが音を聞きながら育つ意義とは、何でしょうか？ 医学技術が進歩し、コミュニケーション方法が多様

化した新しい時代の聴覚障害児教育において、聴能を育てる意義をどのように見出したら良いでしょうか？ 声のも

つ本来のメッセージ、補聴テクノロジーの効果とオーバーヒヤリングの限界、対話による自己形成と集団参加の課

題などの話題を交えながら、子どもたちの発達の道筋をみつめ直してみましょう。 

選択講座のねらい 

Ⅰ－Ａ 『オーディオロジー（初級）』 Ⅰ－Ｂ『英語の指導と関連情報』 

聴覚障害を理解するための、難聴の原因や耳の仕組

み、聴力検査、オージオグラムの見方、補聴器や人工内

耳についての基礎的な講座です。聴覚障害教育の経験が

浅い人を対象に、聴能に関わることについて学びます。

また、長岡聾学校の聴能に関わる現状や年齢に応じた聴

力測定の事例なども紹介します。 

当校小学部の外国語活動、中・高等部の英語の授業を、

指導場面のＶＴＲや生徒のアンケート結果を基に紹介す

るとともに、他校の取組を情報交換したいと思っていま

す。また、英語検定、センター試験などのリスニングの

扱い、高校受験の際の配慮についても紹介します。 

Ⅱ－Ａ 『人工内耳装用児の現状と今後について』 

Ⅱ－Ｂ『聴覚障害児を対象とした知能検査の 

見立てと指導への活かし方』 

 当校では、人工内耳両耳装用が最近増えています。人

工内耳装用児のきこえとことばの現状や装用時間との

関係性など、保護者や教員へのアンケートをもとに考察

し、今後の支援や他機関との連携について検討したいと

思います。 

 近年、聴覚障害の他に知的・発達障害を併せ有する児

童生徒の報告例が増加しています。本講座では、主に幼

児期に実施される発達検査や知能検査のプロフィールの

捉え方、および発達障害が疑われる聴覚障害児の事例報

告を行います。 
 

 

定 員  １５０名程度 （定員を超過して参加をお断りする場合にのみお知らせいたします。） 

 

その他 

★参加申込書に必要事項を記入し、各県事務窓口（下記参照）または事務局宛に郵便、ファックス、またはメ

ールでお申し込みください。電話での申込みは御遠慮ください。 

申込み締切日は、 ７月１４日（金）とします。 

★手話通訳・要約筆記通訳を希望される方は、参加申込書にお書きください。当日希望された場合、対応でき

ない場合がありますので、必要な方は必ず申込み時にお願いいたします。 

★継続会員で、研究会に不参加の方は、研究会当日までに各県の事務窓口（下記参照）に会費をお支払いくだ

さい。 

★会場までは JR 長岡駅より徒歩１０分程度です。詳しくは「長岡市社会福祉センタートモシア」のホームペ

ージをご覧ください。 

★車でお越しの方は、付近の有料駐車場をご利用下さい。会場周辺にたくさんあります。 

★１日目に、補聴器・人工内耳メーカーによる機器展示を行います。受付時間帯・休憩時間等を利用してご覧

ください。 

★昼食は会場周辺の飲食店をご利用下さい。会場内に持ち込んで召し上がることもできます。ごみは、お持ち

帰りください。 

★会員、参加申込者の個人情報は適切に管理し、第三者に提供・開示することは一切いたしません。 

★不明な点は、事務局または各県の事務窓口（下記参照）にお問い合せください。 

◆事務局◆ 新潟県立新潟聾学校 （担当：室澤 瑛 ） 〒950-0028 新潟県新潟市東区小金台1-1 

TEL：０２５-３６４-０１４１ FAX：０２５-２７１-３１０６   E-mail：hokurikueaa@yahoo.co.jp 

事

務

窓

口 

 

新潟県 

富山県 

同 

石川県 

福井県 

高橋 登 

岩本 直美 

泉澤 香 

高 直哉 

小林みのり 

（新潟県立長岡聾学校）   TEL：０２５８-３８-０１９１ FAX：０２５８-３９-５６６５ 

（高岡聴覚総合支援学校）    TEL：０７６６-６３-６３８５  FAX：０７６６-６３-５８８４ 

（富山聴覚総合支援学校）    TEL：０７６-４４１-９１７２ FAX：０７６-４４１-９１８８ 

（石川県立ろう学校）       TEL：０７６-２４２-６２１８  FAX：０７６-２４３-４８０６ 

（福井県立ろう学校）       TEL：０７７６-２４-５１９０  FAX：０７７６-２４-５２０７ 

mailto:hokurikueaa@yahoo.co.jp


 

第１３回 北陸教育オーディオロジー研究会参加申込書 

ふりがな 
 

 
会 員 継続 ・新規入会 

氏  名 
 

 
性  別 男  ・  女 

所  属 

 

 

 

聴覚障害教育経験年数          年 

ろう学校所属の方 

現在の所属学部       部 

参加日に○をお付けください 両日参加   
９日(水) 

 のみ参加 
  

１０日(木) 

のみ参加 
  

会員登録のみの方は○を 

お付けください 
  

 希望の講座に○をお付けください。Ａ、B いずれかを選択(Ａ・Ｂ混合可能)。 

Ⅰ-Ａ 『オーディオロジー（初級）』  Ⅰ-Ｂ 『英語の指導と関連情報』   

Ⅱ-Ａ 『人工内耳装用児の現状と今後について』  
Ⅱ-Ｂ 『聴覚障害児を対象とした知能検査の

見立てと指導への活かし方』 
  

 懇親会（9 日 18 時半～）に参加される方は、右の欄に○をお付けください。（会費 5，０００円）   

連絡先住所 

（ 勤務先 ・ 自宅 ） 

〒 

 

TEL FAX Ｅ-mail 

納付金額 

 会費または参加費 （          ）円 

 懇親会費（希望者） （          ）円 

 

           合計（          ）円 

 領収書の宛先は申込者氏名で 

 作成しますが、変更を希望され 

 る方は下記にてご連絡ください。 

  

   

手話通訳・要約筆記通訳等を希望される方は、どちらかに○をお付けください。 

 （通訳の方法・配置については個別にご相談させていただきます。） 

 

 手話通訳 

 要約筆記 

 その他、お気づきの点、ご要望などありましたら、お書きください。 

 ※用紙が足りない場合は、コピーをしてお使いください。 

 

送 信 先 

問合せ先 

北陸教育オーディオロジー研究協議会事務局  （担当：室澤 瑛） 

〒950-0028  新潟県新潟市東区小金台 1-1  新潟県立新潟聾学校 

TEL：０２５-３６４-０１４１ FAX：０２５-２７１-３１０６ 

研究協議会専用メール hokurikueaa@yahoo.co.jp 

mailto:hokurikueaa@yahoo.co.jp


 


