
9
定員40名

クイズで発想力を豊かにしよう
【日　時】８月６日（月）15：00～16：30　
【対象者】小学生・中学生・高校生・保護者　
【受講料】500円（当日払）

講師：安藤  則夫／本学発達教育学部教授

B 　わくわくチャレンジ

7
定員20名 絵やポスターの製作をお助けします！

～アイデアスケッチから下絵まで～
【日　時】８月６日（月）10：00～12：00　
【対象者】小学３年生以上中学生まで　【受講料】800円（前払）
【持ち物】応募する絵やポスターの募集要項・主に描きたいものの資料
　　　　（画像や写真・図鑑のコピー）・応募用の画用紙かケント紙

講師：森高  光広／本学発達教育学部教授

小 倉

10
定員40名 植草学園大学同窓会後援企画第一弾!!

ゴルフってとっても楽しい！～ゴルフのお話とスナッグゴルフ体験～
【日　時】７月21日（土）13：00～15：00　【対象者】どなたでも（中学生以上）　
【受講料】1,000円（当日払）
【持ち物】動きやすい服装・運動靴・室内運動靴（雨天時）・飲み物

講師：石井  忍／エースゴルフクラブ・コーチ

11
定員10名 植草学園大学同窓会後援企画第一弾!!

はじめてでも大丈夫！プロコーチに学ぶゴルフ体験レッスン
【日　時】９月17日（月・祝）13：00～または14：00～ ※内容は12と同じです。
【対象者】中学生以上で未経験者または初心者の方　
【受講料】2,000円（当日払）　【持ち物】動きやすい服装・運動靴・飲み物

講師：石井  忍／エースゴルフクラブ・コーチ

その他

12
定員10名 植草学園大学同窓会後援企画第一弾!!

はじめてでも大丈夫！プロコーチに学ぶゴルフ体験レッスン
【日　時】９月24日（月・祝）13：00～または14：00～ ※内容は11と同じです。
【対象者】中学生以上で未経験者または初心者の方　
【受講料】2,000円（当日払）　【持ち物】動きやすい服装・運動靴・飲み物

講師：石井  忍／エースゴルフクラブ・コーチ

その他

A　インクルージョン（共生）の実践

1
定員100

名

子ども主体の特別支援教育
～新学習指導要領を活かす授業作り～
【日　時】８月16日（木）13：00～15：00　
【対象者】教員全般および子どもと関わる人々　
【受講料】2,200円（前払）

講師：名古屋  恒彦／本学発達教育学部教授

小 倉

8
定員40名 勉強が苦手だという人。

まず勉強の仕方を勉強しよう！
【日　時】８月６日（月）13：00～14：30　
【対象者】勉強の仕方に興味のある人、勉強の仕方に悩んでいる人　
【受講料】500円（当日払）　【持ち物】筆記用具

講師：安藤  則夫／本学発達教育学部教授

小 倉

小 倉

小 倉

2
定員25名 障害のある子どもへのICT活用Ⅰ

～ ICTの魅力を理解し、
　どんな支援ができるか一緒に考えましょう～
【日　時】８月18日（土）13：20～14：50　
【対象者】どなたでも　【受講料】1,000円（当日払）

講師：平林  ルミ／東京大学先端科学技術研究センター助教

小 倉

3
定員25名 障害のある子どもへのICT活用Ⅱ

～実際にタブレット端末に触れ、
　ICT活用による支援の可能性を体験しましょう～
【日　時】８月27日（月）11：00～16：30　【対象者】教員・支援機関職員
【受講料】3,200円（前払）　【持ち物】昼食

講師：内田  義人／茨城県日立市立日立特別支援学校教諭、 本学非常勤講師

小 倉

4
定員100

名

【日　時】８月28日（火）10：00～12：00　
【対象者】どなたでも　【受講料】2,200円（前払）

講師：松本  敏治／教育心理支援教室・研究所ガジュマルつがる代表
コーディネーター：菊地   一文／本学発達教育学部准教授

自閉スペクトラム症とコミュニケーション支援
～「自閉症は方言を話さない」研究から見えてきたことばとコミュニケーションの関係～

小 倉

5
定員100

名

主体的・対話的で深い学びとキャリア発達支援
～これまでの知的障害教育とこれからの知的障害教育～
【日　時】８月28日（火）13：30～16：30　
【対象者】教育関係者
【受講料】2,200円（前払）

講師：名古屋  恒彦／本学発達教育学部教授、 菊地  一文／同・准教授

小 倉

6
定員100

名

シンポジウム『新学習指導要領とこれからの知的障害教育』
【日　時】２月16日（土）13：30～16：15　
【対象者】知的障害特別支援学校や特別支援学級教員　
【受講料】2,000円（前払）　【持ち物】筆記用具

講師：坂本  裕／岐阜大学大学院准教授、 佐々木  全／岩手大学大学院准教授 
　　　菊地  一文／本学発達教育学部准教授、 高倉  誠一／明治学院大学社会学部准教授

小 倉

〔開催場所〕　　　＝植草学園大学・短期大学小倉キャンパス
　　 　　　　　＝千葉駅保育園　　　 ＝外部会場

小 倉

千葉駅 その他

講座の詳しい情報は
　　植草学園ホームページまで！

お申込から受講までの流れ
①申込書の郵送 ②ＦＡＸ送信 ③本学ホームページ内の申込フォーム

でお願いいたします（電話予約不可）。

受講票をご自宅へお届けします。
開講日には受講票を必ずご持参ください。

開 講 日 当 日

受講料払込票をご自宅へお届けしますので
支払期日までに受講料の払込みをお願いします。

期日迄に支払の無い場合、予約はキャンセルされます。

受講票をご自宅へお届けします。
開講日には受講票を必ずご持参ください。

前払の講座
本リーフレットに前払の記載があるもの

当日払いの講座
本リーフレットに当日払の記載があるもの

受付にて受講票はがきをご提示ください。 受付にて受講票はがきをご提示ください。
受講料を現金にてお支払いいただきます。

キャンセルについて
・当日払い講座をキャンセルする場合は、公開講座係まで必ず電話連絡をお願いします（043-233-9187）。
・前払い講座の受講料を支払った後にキャンセルする場合は、開講日の７日前までにご連絡いただけた場
合に、本学窓口にて返金いたします（平日９時～17時まで。土日祝日は受付いたしません。また事務手
数料として500円を差し引きます）。なお、その後キャンセルされる場合は返金できませんので、ご了承
ください。

開講について
・最小催行人数に満たない場合は閉講することがあります。開講日間近の申込の際は公開講座係までお問
い合わせください。

・開講日５日前までに受講票が届かない場合は、公開講座係までご連絡ください。開講日間近の申込につ
いては、当日受付にて受講票をお渡しいたします。

・講師の都合及び事故、台風、地震等により、やむを得ず講座を中止、延期、内容を変更、代講とする場
合がありますので、あらかじめご承知おきください。

申込について
・受講申込期間は、原則として講座開始１週間前までです。それを過ぎてお申込みを希望される場合、ま
ずは公開講座係までお問い合わせください。

・講座には受講料を前払いいただくものと、当日払いしていただくものがございます（一部無料講座もあ
り）。それによって申込手続きが異なりますのでご注意ください。

・講座のくわしい内容は、植草学園ホームページをご覧ください。

受講申込者 （親子参加の講座は保護者の情報を記入してください）        申込日 ２０１８年 月  日

ふ り が な

お  名  前 姓 名

生 年 月 日 西暦 年 月 日 （ 歳）（学年 年生）

ご  住  所 

□自  宅 

□勤務先 

〒    -      

電 話 番 号 －    －       □自宅 □勤務先 □ＦＡＸ兼用 □その他

緊急連絡先 
－   －   □携帯 □勤務先 □その他

※突然の休講などのお知らせの際に，連絡のとれる電話番号を記入してください。

ご  職  業 

１.学生 ２. 小・中・高・特支等教員 ３.幼稚園・保育士等 ４. 児童福祉従事者

５.医療従事者    ６.介護従事者        7.会社員・公務員     ８.主婦    

９.生涯大学校生  １０.その他

[任意] 所属先 
例）植草学園小学校勤務 

植草学園卒業生 
学校名

年卒業 （旧姓： ）

申込講座 ※お１人様ずつお申し込みください。複数名でお申し込みの方はこの用紙をコピーしてお申し込みください。

講 座 番 号 講  座  名 

親子参加の講座向け：お子様情報 ※後日食物アレルギーの有無等を,お尋ねすることがあります。

講 座 番 号 お子様のお名前 ふりがな 年齢 学年 

* 受講申込の際に登録された受講者の個人情報については，注意をもって管理し，講座の円滑な運営のために利用します。登録された個人情報

に基づき，植草学園大学・短期大学から講座開催等についてご案内することがあります。但し，案内を希望しない場合は，お申し出ください。

ＦＡＸ送信先 ０４３－２３３－９０８８
ＦＡＸ送信の際は，表裏を間違えないように送信してください

送信後の手続き等は、リーフレット裏表紙をご確認ください

公開講座 2018受講申込書

公開講座 2018
出会い
学びあい
支えあい

申 込 方 法　FAX・郵送・HPメール送信フォームよりお申し込みください（電話不可）
お問い合せ　043-233-9187 教務課 公開講座係直通９：00～17：00（土日祝日除く）

後援：千葉県教育委員会・千葉市教育委員会・社会福祉法人千葉県社会福祉協議会



56
定員30名 イタリアの都市と文化

～オペラの誕生と発展、それを支えた都市の状況～
【日　時】①９月15日（土）　②10月20日（土）　③11月17日（土）
　　　　④12月15日（土）　各講座14：00～16：00　全４回講座　
【対象者】一般・教員・学生・音楽愛好者　
【受講料】5,000円（前払）

講師：川端  眞由美／本学発達教育学部教授（イタリア政府国費留学にてボローニャ大学に学ぶ）

その他

43
定員100

名

植草学園「特別支援教育支援員・認証講座」
【日　時】６月23日（土）9：20～16：40　
【対象者】どなたでも　
【受講料】6,200円（前払）
【持ち物】筆記用具・昼食

講師：堀  彰人／本学福祉学科教授、 山本 邦晴／同・教授、 佐藤 愼二／同・教授

F　資格取得を通じた自己実現

小 倉

45
定員50名

植草学園ピア・サポート資格講座Ⅰ
～あなたもピア・サポーターになろう～
【日　時】７月28日（土）9：30～12：00　
【対象者】どなたでも　
【受講料】2,200円（前払）

講師：大木  みわ／本学名誉教授、 根本  栄治／千葉県ピアサポート学会千葉県支部、
　　　古川  繁子／本学名誉教授、 栗原  ひとみ／本学発達教育学部教授 ピアコーディネーター

小 倉

44
定員30名 子どもの居場所サポーター養成講座

～地域における子ども支援の基礎を学ぼう・現場体験～
【日　時】①８月５日（日）10：00～16：30　②８月下旬～10月に実習１日　
【対象者】18歳以上の方ならどなたでも　【受講料】無料
【持ち物】筆記用具・昼食・実習では動きやすい服装（その他実習場所に
　　　　よって必要なものについては、講座の中で案内します。）

講師：吉永  真理／昭和薬科大学教授、  田村  光子／本学福祉学科准教授、  千葉市こども企画課、 他

その他

46
定員50名 植草学園ピア・サポート資格講座Ⅱ

～あなたもピア・サポーターになろう～
【日　時】９月15日（土）9：30～12：00　
【対象者】どなたでも　
【受講料】2,200円（前払）

講師：大木  みわ／本学名誉教授、 根本  栄治／千葉県ピアサポート学会千葉県支部 
　　　田邊  昭雄／千葉県ピアサポート学会千葉県支部、 古川  繁子／本学名誉教授

小 倉

47
定員50名 植草学園ピア・サポート資格講座Ⅲ

～あなたもピア・サポーターになろう～
【日　時】11月３日（土・祝）9：30～12：00　
【対象者】どなたでも　
【受講料】2,200円（前払）

講師：大木  みわ／本学名誉教授、 根本  栄治／千葉県ピアサポート学会千葉県支部 
　　　古川  繁子／本学名誉教授、 栗原  ひとみ／本学発達教育学部教授 ピアコーディネーター

小 倉

48
定員40名 介護福祉士実習指導者講習会

【日　時】①９月15日（土）　②９月22日（土）　③９月29日（土）　④10月６日（土）
　　　　全4回講座　各講習9：30～18：00　
【対象者】介護福祉士資格取得後、3年以上の介護に従事した実務経験のある方
　　　　（現在実習指導担当者である方、今後実習指導担当者になる予定の方。
　　　　なお現在、介護福祉の仕事をしている方に限ります。）　
【受講料】15,200円（テキスト代、資料代、支払手数料含む）（前払）　【持ち物】筆記用具・昼食

講師：清宮  宏臣／本学福祉学科准教授、 布施  千草／同・教授、 地域介護福祉専攻全教員

小 倉

49
定員40名 おもちゃインストラクター養成講座

～おもちゃの専門家を目指そう～
【日　時】①10月20日（土）13：00～16：00　②10月27日（土）10：00～16：00　全２回講座
【対象者】18歳以上の方ならどなたでも可　【受講料】10,200円（前払）
【持ち物】筆記用具・油性ペン（数色）・はさみ・のり・カッターナイフ・セロハンテープ・
　　　　新聞紙（朝刊１冊）・牛乳パック1000ml１本（切り離してないもの）

講師：武田  真理恵／ギフトラッピングコーディネーター、
　　　芸術と遊び創造協会あーと・らぼ講師、 おもちゃコンサルタントマスター

小 倉

50
定員20名 ヒトの歩行運動方程式の導出と

計算機シミュレーション
【日　時】７月16日（月・祝）13：00～14：00　
【対象者】理工系大学の受験を考えている高校生、人間工学・ロボット
　　　　工学に興味のある大学生（学部生）、一般の方
【受講料】無料　【持ち物】鉛筆・ノート

講師：倉山  太一／本学保健医療学部講師

G　文化・教養に触れる、深める

小 倉

57
定員40名

働く人のメンタルヘルス
【日　時】10月27日（土）14：00～16：00
【対象者】働き方・働く人のメンタルヘルスに関心のある人
【受講料】1,000円（当日払）　
【持ち物】筆記用具

講師：安藤  則夫／本学発達教育学部教授

小 倉

55
定員30名

旅先で使えるドイツ語講座
【日　時】①10月19日（金）　②10月26日（金）　③11月２日（金）
　　　　11：00～12：00　全3回講座
【対象者】どなたでも　
【受講料】2,500円（当日払）

講師：ベレーナ・カレンベルク／本学非常勤講師

小 倉

54
定員30名

ドイツ語初級講座
【日　時】①９月28日（金）　②10月５日（金）　③10月12日（金）
　　　　11：00～12：00　全3回講座
【対象者】どなたでも　
【受講料】2,500円（当日払）

講師：ベレーナ・カレンベルク／本学非常勤講師

小 倉

53
定員40名

犯罪心理学を学ぶ
【日　時】９月29日（土）14：00～16：00　
【対象者】犯罪・犯罪心理学・人の心理に興味のある人　
【受講料】1,000円（当日払）
【持ち物】筆記用具

講師：安藤  則夫／本学発達教育学部教授

小 倉

52
定員30名

初級仮はく製作製講座
～鳥類（ウズラ）の仮剥製の体験～
【日　時】９月29日（土）13：30～16：00　
【対象者】高校生以上　
【受講料】1,000円（当日払）

講師：川村  航平／剥製士、 早川  雅晴／本学発達教育学部准教授

小 倉

51
定員40名 生き甲斐を高める創造的活動

～個性を発揮して自分なりのものをつくろう～
【日　時】８月29日（水）14：00～16：00
【対象者】創造力に興味のある人、創造力を高めたい人　
【受講料】1,000円（当日払）
【持ち物】筆記用具

講師：安藤  則夫／本学発達教育学部教授

小 倉

38
定員20名 心と身体のリフレッシュ

～疲れているあなたに―心と身体のセルフケアの提案～
【日　時】９月19日（水）10：00～12：00　
【対象者】介護・育児・子育てでお疲れの方　【受講料】500円（当日払）　
【持ち物】体操のできる服装・タオル・使い捨てスプーン（ハンドクリーム作成時使用）

講師：井口  ひとみ／本学福祉学科准教授・日本アロマセラピー学会認定看護師
　　　松井  奈美／本学福祉学科教授・生活習慣病予防士

小 倉

39
定員15組30

名

つくる×たべる×まなぶ
～ともだち・きょうだい～ “ケークサレ―お野菜いっぱいケーキ―”
【日　時】７月22日（日）9：00～12：00　
【対象者】子育てに興味のある方・乳幼児教育・保育を学びたい方・
　　　　親子・妊娠期のパートナー　
【受講料】3,200円（前払）　【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナなどでも〇）

講師：小川  晶／本学発達教育学部准教授

千葉駅

40
定員15組30

名

つくる×たべる×まなぶ
～しかり方・ほめ方 ～“かぼちゃのケーキ”
【日　時】９月30日（日）9：00～12：00　
【対象者】子育てに興味のある方・乳幼児教育・保育を学びたい方・
　　　　親子・妊娠期のパートナー　
【受講料】3,200円（前払）　【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナなどでも〇）

講師：小川  晶／本学発達教育学部准教授

千葉駅

41
定員15組30

名

つくる×たべる×まなぶ
～子どものイヤイヤ～ “ライスピザ”
【日　時】11月18日（日）9：00～12：00　
【対象者】子育てに興味のある方・乳幼児教育・保育を学びたい方・
　　　　親子・妊娠期のパートナー　
【受講料】3,200円（前払）　【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナなどでも〇）

講師：小川  晶／本学発達教育学部准教授

千葉駅

42
定員15組30

名

つくる×たべる×まなぶ
～入学・進級～ “米粉と豆腐のブラウニー”
【日　時】１月27日（日）9：00～12：00　
【対象者】子育てに興味のある方・乳幼児教育・保育を学びたい方・
　　　　親子・妊娠期のパートナー　
【受講料】3,200円（前払）　【持ち物】エプロン・三角巾（バンダナなどでも〇）

講師：小川  晶／本学発達教育学部准教授

千葉駅

〔開催場所〕　　　＝植草学園大学・短期大学小倉キャンパス　　　 ＝千葉駅保育園　　　 ＝外部会場小 倉 その他千葉駅

13
定員30名 初級けん玉講座

～「けん玉道入門９級」を取得しよう!! ～
【日　時】９月29日（土）9：30～11：30　
【対象者】小学生以上　【受講料】1,000円（当日払）
【持ち物】けん玉協会認定の「けん玉」（ない方にはお貸しします。）

講師：丸石  照機／元・公益社団法人けん玉協会会長、 けん玉道10段
　　　早川 雅晴／本学発達教育学部准教授

小 倉

14
定員15組 植草学園ファミリーサッカー教室Ⅰ

～サッカーをとおして家族で気持ちの良い汗をかきましょう～
【日　時】９月15日（土）・９月22日（土）・９月29日（土）9：30～11：30　全３回
【対象者】小学生以下の子どもとその保護者　【受講料】1,500円（当日払）
【持ち物】サッカーボール各自1個（大きさ・材質は問いません）・サッカーのできる
　　　　運動靴・服装・タオル・着替え・飲み物等　雨天時：室内用運動靴

講師：手塚  千俊／日本サッカー協会公認審判２級、 千葉四十雀サッカークラブ所属

小 倉

15
定員15組 植草学園ファミリーサッカー教室Ⅱ

～サッカーをとおして家族で気持ちの良い汗をかきましょう～
【日　時】10月６日（土）・10月20日（土）・10月27日（土）9：30～11：30　全３回
【対象者】小学生以下の子どもとその保護者　【受講料】1,500円（当日払）
【持ち物】サッカーボール各自1個（大きさ・材質は問いません）・サッカーのできる
　　　　運動靴・服装・タオル・着替え・飲み物等　雨天時：室内用運動靴

講師：手塚  千俊／日本サッカー協会公認審判２級、 千葉四十雀サッカークラブ所属

小 倉

28
定員150

名

放課後等デイサービス・子どもルーム等における
発達障害のある子どもの理解と支援の実際
～夏休み直前！具体的な支援を考える！～
【日　時】７月５日（木）9：45～11：15※昨年度の同講座及び29と同じ内容です。　
【対象者】放課後等デイサービスや子どもルーム等の先生方、関心のある方
【受講料】1,000円（当日払）　【持ち物】筆記用具

講師：佐藤  愼二／本学福祉学科教授

小 倉

27
定員30名 吃音指導　実践講座（初級）

～子どもと吃音について考えるために～
【日　時】10月20日（土）10：00～12：00　
【対象者】主にことばの教室担当者（経験年数の少ない方）
【受講料】1,000円（当日払）

講師：佐々木  真美子／千葉言友会会員、 松本  正美／千葉言友会会員
　　　堀  彰人／本学福祉学科教授

小 倉

26
定員50名

構音指導　実践講座（中級）
【日　時】10月６日（土）9：30～12：00　
【対象者】主にことばの教室担当者　【受講料】1,000円（当日払）
【持ち物】手鏡・ペンライト・ストロー・舌圧子・
　　　　新版構音検査手引（持参できる方）

講師：山下  夕香里／帝京平成大学健康メディカル学部言語聴覚学科教授

小 倉

25
定員30名

構音指導　実践講座（初級）②
【日　時】９月29日（土）10：00～12：00　
【対象者】主にことばの教室担当者（経験年数の少ない方）　
【受講料】1,000円（当日払）
【持ち物】手鏡

講師：秋場  榮子／元ことばの教室担当教諭

小 倉

24
定員30名

構音指導　実践講座（初級）①
【日　時】７月７日（土）10：00～12：00　
【対象者】主にことばの教室担当者（経験年数の少ない方）　　
【受講料】1,000円（当日払）
【持ち物】手鏡

講師：秋場  榮子／元ことばの教室担当教諭

小 倉

23
定員20名

ことばの教室　ケース研修会③
【日　時】12月８日（土）10：00～12：00　
【対象者】主にことばの教室担当者（経験年数の少ない方）　
【受講料】1,000円（当日払）

講師：元ことばの教室担当教諭

小 倉

22
定員20名

ことばの教室　ケース研修会②
【日　時】７月21日（土）10：00～12：00　
【対象者】主にことばの教室担当者（経験年数の少ない方）　
【受講料】1,000円（当日払）

講師：元ことばの教室担当教諭

小 倉

D　かかわりのスペシャリストになろう

21
定員20名

ことばの教室　ケース研修会①
【日　時】６月９日（土）10：00～12：00　
【対象者】主にことばの教室担当者（経験年数の少ない方）　
【受講料】1,000円（当日払）

講師：元ことばの教室担当教諭

小 倉

29
定員150

名

放課後等デイサービス・子どもルーム等における
発達障害のある子どもの理解と支援の実際
～夏休み直前！具体的な支援を考える！～
【日　時】７月12日（木）9：45～11：15※昨年度の同講座及び28と同じ内容です。　
【対象者】放課後等デイサービスや子どもルーム等の先生方、関心のある方
【受講料】1,000円（当日払）　【持ち物】筆記用具

講師：佐藤  愼二／本学福祉学科教授

小 倉

C　人づくり、まちづくり

16
定員40名

集団の中に入れない子への働きかけ
【日　時】７月７日（土）10：00～12：00　
【対象者】子育てに興味のある人、子育てに困っている人
【受講料】1,000円（当日払）　
【持ち物】筆記用具

講師：安藤  則夫／本学発達教育学部教授

小 倉

17
定員40名

落ち着きがない子への働きかけ
【日　時】７月７日（土）13：00～15：00　
【対象者】子育てに興味のある人、子育てに困っている人
【受講料】1,000円（当日払）　
【持ち物】筆記用具

講師：安藤  則夫／本学発達教育学部教授

小 倉

18
定員40名

良い誉め方・叱り方
【日　時】７月14日（土）10：00～12：00　
【対象者】子育てに興味のある人、子育てに困っている人
【受講料】1,000円（当日払）　
【持ち物】筆記用具

講師：安藤  則夫／本学発達教育学部教授

小 倉

19
定員40名 言葉の遅れがある子への働きかけ

～言葉を育てるための関係づくり～
【日　時】７月14日（土）13：00～15：00　
【対象者】子育てに興味のある人、子育てに困っている人
【受講料】1,000円（当日払）　
【持ち物】筆記用具

講師：安藤  則夫／本学発達教育学部教授

小 倉

20
定員50名

頭の良い子に育てるための脳科学
～健やかな脳を持つ子に育てるためのお話～
【日　時】７月21日（土）11：00～12：00　
【対象者】どなたでも
【受講料】500円（当日払）　

講師：桑名  俊一／ /本学保健医療学部教授

小 倉

30
定員30名 保育士スタートアップ講座

～保育士試験合格者の皆さんへ―保育の現場で
　スグ役立つ！定番の歌や手あそびを学ぼう～
【日　時】９月２日（日）10：00～13：00
【対象者】保育士試験の社会人合格者
【受講料】3,700円（前払）　【持ち物】はさみ・のり

講師：長嶺  章子／本学福祉学科助教

千葉駅

32
定員50名 保育者スキルアップ講座Ⅰ

～学び続ける保育者をめざして～
【日　時】８月28日（火）10：00～15：30　
【対象者】保育者　【受講料】2,200円（前払）
【持ち物】筆記用具・昼食

講師：栗原  ひとみ／本学発達教育学部教授、 小川  晶／同・准教授
　　　實川  慎子／同・准教授、 山田  千愛／同・助手

その他

33
定員50名 保育者スキルアップ講座Ⅱ

～学び続ける保育者をめざして～
【日　時】８月29日（水）10：00～15：30　
【対象者】保育者　【受講料】2,200円（前払）
【持ち物】筆記用具・昼食

講師：栗原  ひとみ／本学発達教育学部教授、 髙木  夏奈子／同・准教授
　　　広瀬  由紀／同・准教授、 金子  功一／同・講師 

その他

31
定員100

名

実践　生活単元学習・作業学習
～新学習指導要領を踏まえて～
【日　時】７月21日（土）13：00～16：30　
【対象者】知的障害特別支援学校や特別支援学級教員
【受講料】2,000円（前払）　【持ち物】筆記用具

講師：式地  真／南国市立長岡小学校教諭（全日本特別支援教育研究連盟研究奨励賞受賞者）
　　　佐藤  愼二／本学福祉学科教授、 他

小 倉

34
定員12名 解剖学の知識を活かして触察に自信を持つ

～肩関節周囲筋の触察実習～
【日　時】９月24日（月・祝）13：00～16：00　
【対象者】理学療法士・作業療法士・その他医療関係者
【受講料】1,500円（当日払）
【持ち物】肩関節周囲が触察できる服装・バスタオル・解剖学書

講師：三浦  達浩／本学保健医療学部准教授

小 倉

35
定員80名 実践　特別支援学級（知的障害、自閉症・情緒障害）

～主体的で深い学びの授業づくりと簡単で楽しいカードゲーム～
【日　時】12月22日（土）13：30～16：30　
【対象者】特別支援学級・特別支援学校・通常学級教員
【受講料】2,000円（前払）
【持ち物】筆記用具

講師：向野 紀子／船橋市立行田西小学校教諭、 佐藤  愼二／本学福祉学科教授

小 倉

37
定員20名 これから始まる在宅介護

～介護のちょっとした知識―こうすれば大丈夫！～
【日　時】７月26日（木）13：00～15：00　
【対象者】どなたでも　
【受講料】500円（ケアラー手帳200円含む）（当日払）　
【持ち物】動きやすい服装（上履き持参、なくても可能）

講師：布施  千草／本学福祉学科教授、 山田  美知代／本学福祉学科講師

小 倉

E　みんなで参加、健康づくり

36
定員70名 認知症について考えてみよう

～認知症予防の方法―「どうすれば認知症になりにくい？」～
【日　時】10月31日（水）18：00～19：30　
【対象者】どなたでも
【受講料】1,000円（当日払）　
【持ち物】筆記用具、メモ用紙

講師：前田  仁士／本学保健医療学部教授、日本神経学会 神経内科専門医

その他


