D PRO オータムスクール 2011

開催のお知らせ！

長らくお待たせしました。D PRO は今年も、恒例のオータムスクールを開催します！
今年は、D PRO が誕生する直接のきっかけとなった「第 11 回世界ろう者会議」が東京で開催
されてちょうど 20 年になります。そこで、今年度のオータムスクールテーマは「D PRO の原点
に立ち返る」に決定しました。
「日本手話とは何か？

ろう文化とは何か？」

あらためて一か

ら考えてみませんか。
今年度の目玉として、分科会に「ろう者の研究について考えるコース」が新しく加わりました。
皆さんのご参加をお待ちしております。

【日 時】

2011 年 10 月 29 日（土）～10 月 30 日（日）1 泊 2 日

【場 所】

国立オリンピック記念青少年総合センター
東京都渋谷区代々木神園町 3-1 （小田急線「参宮橋駅」下車、徒歩 7 分）

【定 員】

140 人（宿泊定員は 80 人）

【参加費】

全日参加

【宿泊費】

12,000 円 （1 日目夕食・2 日目昼食付）

１日のみ

6,000 円 （食事はつきません）

希望者のみ

4,000 円 （2 人室のみ、男女別相部屋、朝食付）

【お問い合わせ】

D PRO 事務局

d-info@d-pro.net

【オータムスクール 2011 のタイムスケジュール】
■10 月 29 日（土）

1 日目

12：30～

受付開始

13：00～13：15

開会式・説明会

13：20～14：50

基調講演会

『第 11 回世界ろう者会議から D PRO 誕生へ（仮題）』

講師：木村晴美
15：10～16：40

分科会（1）

16：50～18：20

分科会（2）

18：20～19：30

夕食タイム

19：30～21：00

夜のお楽しみ企画

■10 月 30 日（日）

『D PRO のあゆみ』

2 日目

8：40～10：10

分科会（3）

10：20～11：50

分科会（4）

11：50～13：00

昼食タイム

13：00～15：00

講演会

『
「ろう文化宣言」
（1995 年 3 月）のよみかた（仮題）
』

講師：市田泰弘氏
15：10～15：30

【申込期限】

閉会式

2011 年 10 月 23 日（日）

※なお、宿泊については一定の人数に達した場合、その時点で申込受付を終了させていただきま
す。

【オータムスクール分科会】
※分科会は、それぞれの時間帯において、１つずつご選択いただきます。
※同じ時間帯に他の分科会を重複して申し込むことはできません。
※分科会の内容や時間帯が変更される場合がございます。ご了承ください。

◆4 コマ連続
コマ連続の
連続の分科会 (分科会
(分科会 1～4） 10 月 29 日(土）～10
）～10 月 30 日(日）
◆「ＪＳＬクリニックコース」 ※聴者限定、4 コマ連続開催
講師は恒例の方（聴者）です。
ろう者が自分に話しかけてくれる時の手話はなんとか読み取れても、ろう者同士が話している手
話はほとんど読み取れない。それは「速いから」？それとももっと大切な何かがあるの？手話の
先生からは「空間を使ってわかりやすく」と言われるけど、それならなぜ、ろう者の手話は「わ
かりやすく」ないの？「表情が大切」って言うけど、いったいどうすればいい？そういった疑問
に「言語学」の視点から答えていきます。「手話は言語である」という言葉の本当の意味がわか
る！なぜ手話が読み取れないのか、その原因がわかる！そして、
「これからどうしたらいいのか」、
そのヒントが必ず得られます。
※このコースは連続受講のため、他のコースは選択できなくなります。ご留意ください。

◆「ろう者の研究について考えようコース」※ろう者限定、4 コマ連続開催
講師：末森明夫氏、森壮也氏
このコースは今年、初めて設けたコースです。ろう者の研究って？ろう者が研究するにはどうし
たらいいの？現在、研究者でもあるろうのお二人と一緒に考えていきましょう。
※このコースは連続受講のため、他のコースは選択できなくなります。ご留意ください。

◆2 コマ連続
コマ連続の
連続の分科会 （分科会 1・2）

10 月 29 日 土曜日（
土曜日（前半と
前半と後半）
後半） 15:00～
15:00～18:20

◆日本手話コース ※２コマ連続開催
「CL の教え方、青い本の読み方について」 担当：赤堀仁美
今年、発刊された「日本手話のしくみ」、読まれた方も多いのでは？今回は著者が読み方につい
て話してくれます。日本手話って何だろう？ 改めて日本手話について学びたい方、お待ちして
います。

※このコースは連続受講のため、土曜は他のコースは選択できなくなります。ご留意ください。
◆分科会(1)
分科会(1) 10 月 29 日 土曜日前半

15:00～
15:00～16:30

◆ろう文化コース
「みんなで考えてみよう。～ろう文化とは～」

担当：榧陽子

ろう文化ってどんなもの？、など参加者で話し合い、改めて整理します。ろう文化について考え
たい方、お待ちしています。
◆お楽しみコース
「この手型の手話は何？」

担当：小林京子、高橋喜美重

手型、動作、空間を使うことで、CL や語彙の手話表現を幅広く学べる楽しいゲームです。
手話の手形、空間などを使って楽しみたい方、お待ちしています。

◆分科会(2)
分科会(2) 10 月 29 日 土曜日後半

16:40～
16:40～18:20

◆ろう文化コース
「マルチメディアとろう文化」

担当：今井美香

今まで取り組んだマルチメディア関係の経験を踏まえて、ろう文化の理解、啓蒙にどのような視
点や活動が必要になるかを話してくれます。マルチメディア、ろう文化の啓蒙に興味ある方、お
待ちしています。
◆お楽しみコース
「視覚教材を使って遊ぼう～写真などを見てどう伝える？～」

担当：小林聖司、福光あずさ

世界遺産の風景画を手話表現したり、かるたを使ってみんなで楽しもう。CL 表現を楽しみたい
方、お待ちしています。

◆分科会(3)
分科会(3) 10 月 30 日 日曜日前半

8:40～
8:40～10:10

◆日本手話コース
「ろう者の CL についての私考」

担当：海野和子

ＣＬってなんだろう？ ろう者のＣＬについて改めて一緒に考えよう。ＣＬについてもっと知り
たい方、お待ちしています。
◆ろう文化コース
「ろう文化と聴文化 ～多文化共生の視点から～」

講師：小野広祐

聴者の妻との生活、教育現場を中心に紹介し、みんなでろう文化と聴文化の違いを考えよう。異
文化や多文化を理解することの大切さを共有できるようにしていきます。多文化共生、異文化に

興味ある方、お待ちしています。
◆お楽しみコース
「誰が出るのだろうね？」

担当：ひ・み・つ

どんな人が出るのかな～？それは参加してからのお楽しみです。

◆分科会(4)
分科会(4) 10 月 30 日 日曜日後半

10:20～
10:20～11:50

◆日本手話コース
「日本手話と日本語対応手話(手指日本語)」

担当：木村晴美

8 月に発刊された『日本手話と日本語対応手話(手指日本語）

～間にある深い谷』。読まれた

方も多いのでは？と思いますが、今回は著者が改めて日本手話と日本語対応手話について話して
くれます。
日本手話って？

手指日本語って？改めて日本手話、手指日本語について学びたい方、お待ち

しています。
◆ろう文化コース
「デフフットから考える日本のろう文化」 担当：川島 清
デフフッドとは？また聴覚障害者から社会福祉の次元、人権の次元、言語的マイノリティの次元、
デフフッドの次元までも様々な見方がありますでしょう。デフフッド（ろう者であること）はど
うようにモットーしているかをワークショップしていただこうと思っています。皆さんも一緒に
考えませんか？
◆お楽しみコース
「大人気の山岸さんだよ！」 担当：山岸信治
毎年、好評の山岸さんのお部屋。今年も去年同様に開催します。内容は参加してのお楽しみ。
すてきなろう者の手話語りを楽しみたい方、お待ちしています。

■注意とお
注意とお願
とお願い
★通訳について
※日本手話から日本語への通訳はありません。
★キャンセルについて
※参加のキャンセルは 10 月 23 日（日）までお受けします。
※ただし宿泊のキャンセルは 10 月 16 日（日）までにお願いします。

※上記期限以降のキャンセルは一切お受けしません。
※返金手数料として 1,000 円をいただきます。ご了承ください。

★宿泊について
※今回は、男女別２人相部屋ですが、同室希望者がいましたらその方の名前を記入くだ
さい。
※２人室は、トイレ・バスは共用になります。
（タオルはありません）
※浴衣はついておりませんので、各自ご用意ください。
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オータムスクールの参加申込方法

┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

◆下の申込書にすべて入力して、メールでお申し込みください。
【オータムスクール実行委員会メールアドレス】
d-info@d-pro.net
※なるべくパソコンのメールアドレスでお願いします。
※携帯アドレスの方は受信拒否設定がある場合が多いので、念のため FAX 番号も
ご記入ください。
※参加のお申込み受付後、数日内に受付内容の確認及び参加費の支払い方法について
ご案内のメールをお送りします。
※期限内にご入金が確認されなかった場合は、お申込みが無効になります。
※個人情報については、オータムスクールに関する連絡、宿泊名簿の作成等の
用途以外には使いません。
※オータムスクールに関するお問い合わせは、上記アドレスにお願いします。

【申込期限】 ２０１１年１０月２３日（日）

==============================
◇

オータムスクール申込書 ◇

==============================

（１）名前（読み方）等をご記入ください。
名

前

（

）

読み方

（

）

性

別

（男性・女性）

年

齢

（

歳）

あなたは （ろう者・聴者）

（２）メールアドレスをご記入ください。
※携帯アドレスの方は、念のためファクス番号もご記入ください。

（３）オータムスクールの希望する内容に○をご記入ください。
【基本参加費】
（

）全日参加

※１日目夕食、２日目昼食が付きます。

（

）１０月２９日（土）のみ参加 ※食事はつきません。

（

）１０月３０日（日）のみ参加 ※食事はつきません。

【宿泊室】 ※宿泊のみの申込みはできません。
（

）希望する

（

）希望しない
※同室予定者の氏名（

）

（４）オータムスクール分科会で、ご希望コースをご記入ください。
分科会（１）（

） ※１０月２９日（土）午後（前半）

分科会（２）（

） ※１０月２９日（土）午後（後半）

分科会（３）（

） ※１０月３０日（日）午前（前半）

分科会（４）（

） ※１０月３０日（日）午前（後半）

※ＪＳＬクリニックは４コマ連続受講となるため、JSL クリニックと記載ください

