令和３年度文部科学省 「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究」 事業

障害者の生涯学習の未来を創造する
― 「学び」 を通じた共生社会の新たな流れ―

共に学び、生きる

共生社会
コンファレンス

関東
甲信越
ブロック

令和４年度

２０２２年

２ ２６ ㊏
午前10時～
午後４時15分

お申込みは裏面のＱＲコードからお願いいたします。

メイン
テーマ

会 場：東京都国分寺市立本多公民館
無料 席 数：100席（先着順） ※オンライン参加も可能
Free event
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、 マスクを着用してご参加ください。

【開催趣旨】
障害者権利条約では、 障害者の教育に関する権利を機会の均等を基礎として実現する観点から、 障害者を包容
する生涯学習の環境を確保することを締約国に求めています （24 条）。 これを踏まえ、 誰もが相互に人格と個性を
尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、 障害の有無等にかかわらず学びあえる場が広く整備されていく必
要があります。
こうした問題意識に基づき、 本コンファレンスでは、 多様な人々が集い、 対話 ・ 交流するシンポジウム及び分科
会等を通じて、 以下の目的の達成を目指します。 第一に、 障害者の参加を妨げている社会的障壁や、 その解消の
ための方法について理解を深める （障害理解の促進）。 第二に、 障害の有無にかかわらず必要な学びが得られる
環境を整えるための工夫や考え方の共有を図る （障害者の学びの場の担い手の育成）。 第三に、 障害者本人の経
験やニーズが源泉となるような新しい学びあいの場と豊かな関係性を地域社会に創り出す取組を推進する （障害者
の学びの場の拡大）。 より多くの方にご参加いただきこれら目的に向けて社会全体で取組んでいこうと考えています。

主催 ： 一般社団法人みんなの大学校、 文部科学省、 国分寺市教育委員会

プログラム

１０ ： ００～１０ ： ２０

１０ ： ２０～１１ ： ２０

１１ ： ２０～１２ ： ００

１３ ： ００～１５ ： ３０

１５ ： ４０～１６ ： １５

オープニング

基調講演

当事者の声 ・ 演奏

分科会

講評 ・ まとめ

司会進行 ： みんなの大学校当事者、 水越真哉

午 前

オープニング １０ ： ００～１０ ： ２０

基調講演

１０ ： ２０～１１ ： １０

生涯学習を展望する障害児者の学びの意義
—青年学級などの展開から—
講師 ： 宮﨑 英憲さん （東洋大学名誉教授 / 全国特別支援教育推進連盟理事長）

当事者の声・演奏発表

１１ ： ２０～１２ ： ００

司会 ： 福祉専攻科シャンティつくば （茨城県つくば市）
福祉事業型 KINGO カレッジ （新潟市）、 福祉事業型ユニバやまなし （山梨県笛吹市）、
NPO 法人 LomiLomi どっとこむ （長野県松本市）、 i-LDK （東京都練馬区）
音楽演奏 ： まつりバンド （東京都国分寺市）

午 後
分科会

１３ ： ００～１５ ： ３０

分科会１ 障害者の生涯学習活動の支援者 ・ 伴走者をひろげていくために
コーディネーター ： 井口 啓太郎さん （文部科学省障害者学習支援推進室）
助言者 ： 春口 明朗さん （特定非営利活動法人 Ohana 顧問）
報告者 ： 山崎 達彦さん （東京都立あきる野学園教諭 ・ 進路指導主任）
梶野 光信さん （東京都教育庁主任社会教育主事／
文部科学省 「障害者の生涯学習の推進を担う人材育成の在り方検討会」 委員）
加藤 征彦さん （国分寺市恋ヶ窪公民館館長）
桂田 稔彦さん （国分寺市くぬぎ教室スタッフ）

分科会２ 特別支援学校における生涯学習を見据えた実践と地域とのつながり
コーディネーター ： 阿部 圭但さん （文部科学省障害者学習支援推進室）
助言者 ： 宮﨑 英憲さん （東洋大学名誉教授／全国特別支援教育推進連盟理事長）
報告者 ： 大沼 健司さん （東京都立青峰学園主幹教諭）
岡本 彩花さん （千葉県立特別支援学校市川大野高等学園教諭）
後松 慎太郎さん （秋田大学教育文化学部附属特別支援学校教諭）

〈国分寺市立本多公民館〉 最寄駅 国分寺駅
東京都国分寺市本多 1-7-1/tel.042-321-0085
JR ・ 西武鉄道国分寺駅北口から徒歩 8 分

会場

分科会３ 公民館でつながるなかま～しょうがいを越えた出会いと学び～
コーディネーター ： 針山 和佳菜さん （国立市公民館社会教育主事）
助言者 ： 永澤 義弘さん （立正大学非常勤講師、 元邑楽町公民館長）
報告者 ： 藤田 和良さん （邑楽町中央公民館館長）
＞東大和市中央公民館ビートクラブ
菅田 政志さん （音楽講師）、 関野 大樹さん （スタッフ）
＞町田市障がい者青年学級ひかり学級
加藤 功治さん （課外活動コース班長）、 望月 智子さん （課外活動コース副班長）
大山 文子さん、 近藤 美佐子さん、 塚原 玲奈さん、 辻 桂子さん （課外活動コース）

分科会４ カフェを介した 「地域共生」 の実践
コーディネーター ： 大久保 芽衣さん （喫茶 「わいがや」 スタッフ ・ 東京都国立市）
打越 雅祥さん （和光大学 ・ 明治大学非常勤講師）
助言者 ： 兼松 忠雄さん （全国喫茶コーナー交流会事務局長）
報告者 ：＞山梨県立高等支援学校 桃花台学園
深澤 和仁さん （教頭）、 西島 博子さん （食品コース主任）
成田 雪子さん （そらまめ食堂店長 ・ 栃木県真岡市）
北澤 桃子さん （（株） 愉快 GALLEY COOCA 管理者）

ＪＲ／西武鉄道 国分寺駅

特設HPと
申し込みは
こちらから

https://www.kyoseishakai-conference.com/kanto-koshinetsu2022
問合せ：一般社団法人みんなの大学校

講評 ・ まとめ １５ ： ４０～１６ ： １５

※お示しの内容は状況により変更になる場合がございます。

tel.070-3166-1616
Email : info＠minnano-college-of-liberalarts.net

