令和３年度不登校児童生徒の自立支援ネットワーク研修会
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金
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（受付13:30～）

Zoomによるオンライン（定員240名）と
対面（定員30名・山形県庁1001会議室） のハイブリッド開催
シンポジウム
コメンテーター 兼 コーディネーター

花輪 敏男 氏

話題提供者

荒木 秀和 氏
伊藤 洋子 氏

FR教育臨床研究所

所長（天童市)

NPO法人プチユナイテッドアスリートクラブ
フリースクールあにまる 事務局長（山形市）
山形大学地域教育文化学部教職研究総合センター客員准教授
山形県公認心理師・臨床心理士協会 会長（山形市）

県内におけるフリースクールでの支援事例、校内でのスクールカウンセラーとの連携
支援事例等の話題提供をもとに、不登校支援の第一人者である花輪氏のコメント及び
参加者からの事前の質問等も交え、みなさまとの対話を通して創る研修会です。

参加対象
学校教員、教育支援センター（適応指導教室）職員、
フリースクール等民間団体支援者、スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカー、教育・福祉・子育て支援行政関係者 等

主催：山形県教育委員会
主管：山形県教育庁生涯教育・学習振興課
お問い合わせ

℡ 023-630-3344（担当：工藤）

申し込み方法等の
詳細は開催要項を
御覧ください。

不登校教育機会確保検討事業

令和３年度

不登校児童生徒の自立支援ネットワーク研修会

開催要項

令和３年８月
山形県教育庁生涯教育・学習振興課
１

目的
不登校児童生徒支援に携わる方々が、フリースクール等民間団体における実際の支援、学校
におけるスクールカウンセラーとの連携した支援事例をもとに、将来の社会的な自立に向けた
支援の課題を共有し、今後の学校と不登校児童生徒を支援する関係機関・団体等とのよりよい
連携の在り方について学び合い、実際の支援に生かせるようにする。
２ 日時
令和３年 10 月１日（金） 14：00～16：30 （受付 13：30～）
※ハイブリッド形式（オンラインと対面）の研修会
３ 会場
ハイブリッド形式（オンライン〈Zoom〉と対面形式を併用）での開催とする。
オンライン参加
：オンライン会議システム Zoom を使用 （別紙１を参照ください）
対面形式による参加：山形県庁 10 階 1001 会議室（山形市松波２－８－１ ℡023-630-3344）
４ 参加対象・人数
学校教員、教育支援センター（適応指導教室）職員、フリースクール等民間支援団体支援者、
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育・福祉・子育て支援行政関係者等
オンライン参加
：240 名
対面形式による参加：30 名
計 270 名（申込先着順）
５ 内容
（１）開会行事
（２）不登校児童生徒教育機会確保検討事業概要説明
（３）シンポジウム
◆テーマ「不登校児童生徒への連携支援の実際と課題～将来の社会的な自立に向けて～」
◆コメンテーター兼コーディネーター
花輪 敏男
氏 （FR 教育臨床研究所 所長）
◆話 題 提 供 者
荒木 秀和
氏 （NPO 法人プチユナイテッドアスリート
クラブ フリースクールあにまる事務局長）
伊藤 洋子
氏 （山形大学地域教育文化学部
教職研究総合センター客員准教授・
山形県公認心理師・臨床心理士協会 会長）
（４）閉会行事・アンケート記入
【日程】
13：30 14：00
14：20
15：05 15：15
16：00
16：20
16：30
受付
開会行事
シンポジウム
シンポジウム
全体を通し 閉会行事
休
・
・
① 話題提供１
① 話題提供２ て質疑応答
憩
入室
事業説明
② 質疑応答
② 質疑応答
６ 申し込み
９月１日（水）より９月 15 日（水）まで、下記のいずれかの方法で申し込みください。
（１） オンライン参加の場合
電子メールで申し込む（別紙１を参照ください）
※先着 240 名に達した時点で締切りますので御了承ください。
（２） 対面形式による参加の場合
FAX ０２３－６３０－２８７４ あてに別紙２の申込用紙に記入し申し込む
※先着 30 名に達した時点で締切りますので御了承ください。
７ その他
（１） 対面形式による参加の方
① マスクの着用、入口での手指の消毒や検温等の御協力をお願いします。
② 熱（37.5℃以上）や風邪などの症状がある方は入場できません。
③ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、対面形式による研修を主催者側の判断で中
止させていただく場合があります。その場合、電子メール、電話、ホームページ等で御連絡する
こととし、オンラインによる参加での対応をお願いいたします。
【問合せ

山形県教育庁生涯教育・学習振興課

担当：工藤

℡023-630-3344】

別紙１

オンライン参加の皆様へ

【QR コードからメールでの申し込み方法】
○下記の A・B いずれかの方法で、9 月１日（水）～15 日（水）の期間に申し込みくだ
さい。
A 下の申込用 QR コードのメールフォームに必要事項を入力して申し込む
読取り後、「メール作成画面はこち
ら」をクリックし、メールフォーム
に移動ください。

B

電子メールで kudoyosu＊pref.yamagata.jp に以下の内容を直接入力し送信する
※ 送信する際は、上記＊を＠に直してください。
① 氏名
② 電子メールアドレス（ID、パスワード、資料送付等、事前連絡に使用）
③ 所属・役職
④ 電話番号
⑤ 話題提供者・コメンテーターにお聞きしたいこと
※①～④は必須。⑤は任意で入力ください。

○定員（240 回線分）を超えた場合は連絡いたします。
○参加者確定後、県教育委員会より Zoom の視聴に必要となる ID とパスワードを電子
メールにてお知らせします。
（当日の研修資料についても電子メールにて事前に送付
する予定です。）
○9 月 29 日（水）までに上記の連絡がない場合は、お手数ですが県教育庁生涯教育・
学習振興課（023-630-3344 担当：工藤）までお問い合わせください。
【事前準備について】
○当日使用される端末（PC、タブレット、スマートフォン等）に Zoom アプリケーショ
ンが入っていない場合は、あらかじめダウンロードしてください。
⇒Zoom 公式 HP、アップルストア（APP）、Play ストア等からダウンロードいただけ
ます。
【当日の接続について】※インターネット環境が安定している状態で御参加ください。
○当日は 13:30～14:00 間に接続してください。接続方法は次のとおりです。
①Zoom アプリ―ケーションを起動→②「ミーティングに参加」を選択
→③送付されたミーティング ID 番号と名前を入力→④「参加」をクリック
→⑤「ミュート」「ビデオ停止」に設定（※）

※画面上のマイクとカメラのアイコンをクリッ
クし、左記のように「斜線」が入れば OK です。

※御使用の端末のスピーカーの音量が適切かを御確認ください。
※初めて使用される方は、早めの接続をお願いします。
【当日の接続の不具合について】
○当日は進行の途中に何らかの不具合が発生する場合がございます。
あらかじめ御了承ください。
【アンケートについて】
○右記ＱＲコードよりメールにて御回答
をお願いいたします。

別紙２

対面形式での参加の皆様へ

【FAX での申し込み方法】～以下の太枠に必要事項を記入し、送信してください～
山形県教育庁生涯教育・学習振興課

令和３年度

行

FAX０２３－６３０－２８７４（添書不要）

不登校児童生徒の自立支援ネットワーク研修会
参加申し込み
※①～④は必須。⑤は任意で記入ください。

①

氏名

②

電子メールアドレス

③

所属・役職

④

電話番号

⑤

話題提供者・
コメンテーターに
お聞きしたいこと
（任意で記入）

○定員（30 名）を超えた場合は連絡いたします。その場合、オンライン参加も御検討くだ
さい。

