
A　わくわくチャレンジ

B　学び続ける高齢者

C　資格取得セミナー

D　子育てスキルアップ

E　文化・教養講座

F　保育・教育スキルアップ

G　発達障害セミナー

H　特別支援教育･保育スキルアップ講座

I　保健医療スキルアップ
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【定　員】40名　【受講料】500円
【対　象】中学生・高校生、勉強の仕方に興味のある方

【定　員】25組　【受講料】1,000円
【対　象】親子または大人と子どものペアで参加

勉強が苦手だという人。まず勉強の仕方を勉強しよう！
８月５日（土）9：30～11：30
講師：植草学園大学　教授　安藤  則夫

【定　員】20名　【受講料】無料
【対　象】千葉市在住または在勤の方　65歳以上の方を優先

認知症サポーター養成講座
12月４日（月）10：00～ 11：30
講師：植草学園短期大学　准教授　中西 正人

【定　員】30名　【受講料】2,500円
【対　象】どなたでも

【定　員】30名　【受講料】2,500円
【対　象】どなたでも

【定　員】40名　【受講料】2,000円
【対　象】人間の頭の使い方に興味のある方

ドイツ語初級コース
①10月４日（水）13：45～14：45　②10月11日（水）　13：45～14：45
③10月18日（水）13：45～14：45　全３回講座
講師：植草学園大学　非常勤講師　ベレーナ・カレンベルク

ドイツ語中級コース
①11月１日（水）13：45～14：45　②11月15日（水）13：45～14：45
③11月22日（水）13：45～14：45　全３回講座
講師：植草学園大学　非常勤講師　ベレーナ・カレンベルク

【定　員】18名　【受講料】38,000円（保険料込み）
【対　象】知的障害のある方（高校生以上）

ウインタースポーツ（スキー・ソリ等）を楽しむ
12月23日（土）8：00～12月25日（月）19：30
講師：千葉大学准教授・全日本スキー連盟基礎スキー検定１級　小泉 佳右、
　　　その他　補助指導員２名、植草学園短期大学　准教授　根本 曜子

【定　員】100名　【受講料】6,000円
【対　象】どなたでも

植草学園短期大学「特別支援教育支援員・認証講座」
６月24日（土）9：15～16：40
講師：植草学園短期大学　教授　佐藤 愼二
　　　植草学園短期大学　教授　山本 邦晴
　　　植草学園短期大学　教授　漆澤 恭子

【定　員】60名　【受講料】3,000円
【対　象】どなたでも

介護支援専門員実務研修　受講試験事前対策講座
９月９日（土）9：30～15：30
講師：あたご研究所　後藤 佳苗

【定　員】40名　【受講料】15,000円（テキスト代、資料代を含む）
【対　象】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）

介護福祉士実習指導者講習会
①９月16日（土）　②９月30日（土）　③10月７日（土）　④10月28日（土）
全４回　各講習9：30～18：00
講師：植草学園短期大学　准教授　清宮 宏臣、植草学園短期大学　教授　布施 千草、地域介護福祉専攻全教員

親子で学ぶ「読書感想文の書き方」
～読書感想文が少しだけ上手になる方法教えます～
８月４日（金）9：30～12：00
講師：植草学園大学　教授　戸丸 俊文

【定　員】40名　【受講料】2,000円
【対　象】子育てに関心のある方

満足しない子への働きかけ
～要求、不満、不安が多い子にどう対処するか～
８月３日（木）9：30～11：30　
講師：植草学園大学　教授　安藤  則夫

【定　員】50名　【受講料】2,000円
【対　象】保育者　地域の方

【定　員】40名　【受講料】2,000円
【対　象】教育問題、子どもの成長、人間の心理などに関心がある方

保育者スキルアップ講座
～あなたの保育に新しい風を吹き込もう～
８月25日（金）10：00～15：30　
講師：植草学園大学　准教授　広瀬 由紀、小川 晶、栗原 ひとみ
　　　植草学園大学　講　師　實川 慎子

いじめ問題を考える
～まじめに追及するとストレスが増すばかりのいじめ問題～
８月25日（金）13：00～15：00　
講師：植草学園大学　教授　安藤 則夫

【定　員】100名　【受講料】1,000円
【対　象】職場で新人教育に苦慮している方々、職場に発達障害者がいる方々、保護者の方々

大人の発達障害者の生活と就労支援～周りの配慮で自立を目指す～
12月２日（土）13：30～15：30
講師：三井住友銀行特例子会社SMBCグリーンサービス（株）　北原 司郎
　　　（株）パソナ特例子会社、（株）パソナハートフル　佐藤 裕樹
　　　千葉県産業人材課　長谷川 昌代、明朗塾　山本センター長
　　　千葉市発達障害者支援センター　加瀬所長、植草学園大学客員教授　野澤  和弘

【定　員】40名　【受講料】1,000円
【対　象】専門的な内容（障害のある人の支援者・教員）であるが、一般も可

障害のある子どもへのICTの活用 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～
８月19日（土）13：20～14：50　
講師：東京大学先端科学技術研究センター　特任助教　平林 ルミ

【定　員】40名　【受講料】2,000円
【対　象】専門的な内容（障害のある人の支援者・教員）

障害のある子どもへのICTの活用 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経験しましょう～
８月29日（火）13：20～16：30　
講師：茨城県日立市立日立特別支援学校　教諭　内田 義人（植草学園大学　非常勤講師）

【定　員】100名　【受講料】1,000円
【対　象】小学校・特別支援学校教諭、他関心のある方

アクティブ･ラーニングと通常学級ユニバーサルデザイン
８月25日（金）10：00～12：00
講師：館山市立北条小学校　教諭　鈴木 香
　　　植草学園短期大学　教授　佐藤 愼二

【定　員】100名　【受講料】1,000円
【対　象】幼稚園教諭、保育士、小学校教諭・特別支援学校教諭

学級づくりに役立つ簡単・楽しいミニネタ！
～簡単ゲーム･簡単マジックワンダーランド～
８月25日（金）13：00～15：00 　
講師：植草学園短期大学　教授　佐藤 愼二

【定　員】100名　【受講料】1,000円
【対　象】放課後等デイサービス･子どもルーム･学童クラブ等の指導員･補助員、関心のある方

放課後等デイサービス･子どもルームにおける
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！～
７月13日（木）９：45～11：15 　講師：植草学園短期大学　教授　佐藤 愼二

【定　員】12名　【受講料】1,500円
【対　象】理学療法士・作業療法士・その他医療関係者

解剖学の知識を活かして触察に自信を持つ
～腰部、下肢の主要な筋の触察実習～
10月７日（土）13：00～16：00 　
講師：植草学園大学　准教授　三浦 達浩

【定　員】40名　【受講料】2,000円
【対　象】子育て、言葉の発達に興味のある方

言葉の遅れのある子への働きかけ
～言葉を育てるための関係づくり～
８月３日（木）13：00～15：00　
講師：植草学園大学　教授　安藤  則夫

【定　員】280名　【受講料】1,000円
【対　象】どなたでも

元立行司36代　木村庄之助さんに聞く、大相撲
～行司さんのちょっといい話～
８月29日（火）10：00～12：00　
講師：元立行司36代　木村 庄之助

【定　員】20名　【受講料】3,500円（材料費含む）
【対　象】保育者

【定　員】20名　【受講料】1,000円
【対　象】小学校に勤務する教諭と講師・関係者

パネルシアターを作ってみよう
～子どもたちが大好きな絵本をパネルシアターに～
７月７日（金）18：30～20：00　
講師：植草学園大学　准教授　栗原 ひとみ

子どもが対話したくなる国語の授業
～国語の授業における効果的な発問の作り方を学びませんか～
８月28日（月）９：30～12：30　
講師：植草学園大学　教授　戸丸 俊文

【定　員】各回20名　【受講料】1,000円
【対　象】「ことばの教室」担当者

ケース研修「ことばの教室」～明日からの指導のために～
①６月10日（土）13：30～15：30　②７月29日（土）13：30～15：30
③10月７日（土）13：30～15：30　④12月16日（土）13：30～15：30
⑤２月10日（土）13：30～15：30　
講師：片岡 学、秋場 榮子、宮本 紀子、和泉澤 光子
　　　遊佐 規子、松本 恵子、櫻井 正二郎、望戸 千恵美
　　　植草学園大学　教授　加藤 悦子、植草学園短期大学　教授　堀 彰人

【定　員】40名　【受講料】2,000円
【対　象】子育てに関心のある方

のんびり屋、ぐずぐずしている子、のろいと言われる子
～考え方と対応の仕方～
７月８日（土）9：30～11：30　
講師：植草学園大学　教授　安藤  則夫

人間は本当に頭が良いか？
～人間の頭の良さの限界を考える～
10月28日（土）9：30～11：30　
講師：植草学園大学　教授　安藤 則夫

【定　員】25名　【受講料】600円
【対　象】小学１年～４年生対象

たのしくつくってみよう！
～工作してあそぼう!! ～
８月10日（木）10：30～12：30
講師：植草学園大学　教授　森高 光広

【定　員】40名　【受講料】2,000円
【対　象】高齢者、中年の方、他に、心が落ち着かない人など

悟りを開く
～心を穏やかにする～
９月30日（土）9：30～11：30
講師：植草学園大学　教授　安藤 則夫

【定　員】20名　【受講料】1,500円
【対　象】小学生とその保護者または、初心者を含む家族、２人以上でご参加ください。

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～
７月29日（土）・８月５日（土）・８月26日（土）・９月23日（土）14：00～16：00 全４回
講師：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　手塚 千俊
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【定　員】20名　【受講料】1,500円
【対　象】小学生とその保護者または、初心者を含む家族、２人以上でご参加ください。

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～
９月30日（土）・10月７日（土）・10月21日（土）・10月28日（土）14：00～16：00 全４回
講師：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　手塚 千俊

【定　員】50名　【受講料】2,000円
【対　象】どなたでも

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～
７月29日（土）9：30～12：00
講師：植 草 学 園 大 学　名誉教授　桑田 良子
　　　植草学園短期大学　名誉教授　古川 繁子
　　　植 草 学 園 大 学　准 教 授　栗原 ひとみ

【定　員】50名　【受講料】2,000円　【対　象】どなたでも

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～
９月30日（土）9：30～12：00
講師：植草学園大学　名誉教授　大木 みわ
　　　千葉県ピアサポート研究会　田邊 昭雄、根本 栄治、矢代 幸子

【定　員】30名　【受講料】無料　【対　象】18歳以上の方ならどなたでも可　学生も受講可

子どもの居場所サポーター養成講座
～千葉市のプレーパーク・子どもの居場所のサポーターを養成します～
①７月17日（月）10：00～16：30　②講義受講後８月～11月中に現場での実習 １日
講師：千葉市こども企画課、植草学園短期大学　准教授　田村 光子、
　　　昭和薬科大学　教授　吉永 真理、子どもの居場所現場スタッフ

【定　員】40名　【受講料】10,000円　【対　象】18歳以上の方ならどなたでも可　学生も受講可

おもちゃインストラクター養成研修
～おもちゃの専門家をめざそう!!～
①10月21日（土）13：00～16：00　②10月28日（土）10：00～16：00　全２回講座
講師：ギフトラッピングコーディネーター、芸術教育研究所アートスクール講師、
　　　おもちゃコンサルタントマスター　武田 真理恵

4

5
【定　員】10名　【受講料】300円
【対　象】４・５・６歳（未就学児対象）

つくってあそびましょう！
～工作してあそぼう!! ～
８月10日（木）10：30～11：30
講師：植草学園大学　教授　森高 光広

【定　員】30名　【受講料】1,000円
【対　象】小学生以上

けん玉上達法
９月30日（土）９：30～11：30
講師：元・公益社団法人けん玉協会会長　けん玉道10段　丸石 照機　

【定　員】40名　【受講料】2,000円
【対　象】育児に関心にある方

落ち着きのない子
７月８日（土）12：30～14：30
講師：植草学園大学　教授　安藤  則夫

※お申し込みはHPより、メール送信フォームにてお申し
込みいただくか、FAX用紙をダウンロードし、ご記入
の上送信または郵送してください。（電話申込不可）

：特別支援教育研究センター協賛特
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【定　員】100名　【受講料】1,500円
【対　象】知的障害特別支援学校及び特別支援学級担任、知的障害のある子どもの支援に興味のある方

アクティブ･ラーニングと生活単元学習
～子どもが自分から･自分で･めいっぱい取り組む活動を目指して～
７月22日（土）13：00～16：30　
講師：明治学院大学　准教授　高倉 誠一、植草学園短期大学　教授　佐藤 愼二、他34
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【定　員】100名　【受講料】1,000円　【対　象】どなたでも

多様性を認め合う教室 Ⅰ
～セクシャルマイノリティ・吃音・発達障害～
８月１日（火）9：30～12：30　
講師：堀 みのり／ LGBT+、佐々木 真美子／吃音、八千代市キャラバン隊／発達障害
　　　植草学園短期大学　教授　堀 彰人38

【定　員】100名　【受講料】1,000円
【対　象】どなたでも

多様性を認め合う教室 Ⅱ
～外国籍の子どもたち・発達障害～
８月28日（月）9：30～12：30　
講師：元吉 ひとみ／日本語指導、高森 明／ ASD当事者
　　　植草学園短期大学　教授　漆澤 恭子
　　　植草学園短期大学　准教授　相磯 友子
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【講座会場】
〒264-0007　千葉市若葉区小倉町1639番３
千葉都市モノレール：千城台北駅より徒歩約10分

詳しくは大学ホームページへ
　http://www.uekusa.ac.jp/

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

公開講座 2017
～学ぶ心で開ける未来～

※植草学園卒業生・生涯大学生特典あります！！


