土日祝、夜中でも HP(スマホ)から申込可

2018(平成 30)年度関西国際大学 夜間講座

夜間講座 2018-Ⅲ「みんなの特別支援教育」
講師 中尾 繁樹(関西国際大学 教育学部教育福祉学科教授/学科長)
一人一人学び方の違う子どもたちについて広く、深く理解することで、すべての教育の中で適切な
指導方法や具体的な指導内容が実践される。
それによって一次的な障害の改善だけでなく、保育や教育現場で見られるパニックや自己否定感等の
二次的な問題を少しでも予防、軽減することができると考える。
教員及び保育士等、子ども達にかかわる人々の専門性を高めるため、発達障害のある子どもの特徴や
見立ておよび具体的な指導方法について学ぶ。
2019 年 1/23(水)・30(水)・2/６(水)・13(水)・20(水)
＜全 5 回＞19:30～21:00(日程・曜日・時間にご注意ください。)

日

時

場

所 関西国際大学 尼崎キャンパス 3 階ＫＵＩＳホール

受

講

大阪教育大学卒。神戸市立学校教諭、神戸市教育
委員会指導主事を経て 2008 年から現職。

教員、保育士の方を中心に興味のある方ならどなたでも

虐待を受けた子どもたちや発達障害や重度重複
障害の子どもたちへの感覚運動遊びや心理臨床
的アプローチ、ソフトサイン等の研究・活動を
行っている。

対象・定員 250 名程度

申込締切
そ

の
回

教育学部教授）

10,000 円(全 5 回分、初回受付時にお支払い下さい)

料 ※出席回数に関わらず受講料 10,000 円となっております。

申込方法

【講師プロフィール】
中尾 繁樹（関西国際大学

「日本 LD 学会特別支援教育士 SV」
、「元こども
のホスピスプロジェクト実行委員」他。

大学 HP の公開講座のページの
「申込フォーム」から （スマホから申込可）→
(裏面 FAX 申込書からも申込みも可能)
(在学生・卒業生・濱名学院関係者の方も
事前申込みが必要です。)
【お願い】申込後の全日程キャンセルは、早めにご連絡ください。

2019 年 1 月 21 日(月)(先着順・定員になり次第締切)
特別支援教育士資格者は、5 回連続受講に限り更新ポイント

他 2 ポイント自己申請により取得可(申請中)
日

程

主

題

長 年に わた り重 度重複 障害 児へ の直 接指 導を
行い、特別支援教育の現場で活動。幼、小中学校、
高等学校、特別支援学校の学校訪問、児童理解等
の教育相談や、各教育委員会、ＰＴＡ、少年院等
への指導など、年間 100 件を超える。
著書に、(『「特別」ではない特別支援教育』シリ
ー ズ ① ～ ⑤ ) (2009-2013, 明 治 図 書 出 版 ) 、
『ユニバーサルデザインの学級づくり・授業づく
（2018
り 12 か月のアイデア事典 小学校 4 年』
明治図書出版）ほか多数。

内 容

第1回

1/23(水)

学習と脳の仕組みについて考
える

学習の背景にある脳の仕組みと関係を理解し学修する。

第2回

1/30(水)

感覚と運動はどういう仕組み
になっているのかを考える

感覚と運動の仕組みを理解し、保育や授業にどう生かし
ていくのかの基本的な考え方を理解し学修する。

第3回

2/６(水)

行動や障がいの背景について
考える

障がいや行動の背景と脳や神経の仕組みについて理解
し、子ども理解を学修する。

第4回

2/13(水)

こころとからだの関係につい
て考える

こころとからだの関係について理解し、具体的な実践例
を通して、子どもたちの指導内容ついて学修する。

第5回

2/20(水)

症例検討

症例別の検討や具体的指導方法の実際を学修する。

【お問い合わせ・お申し込み】関西国際大学 社会連携課(尼崎キャンパス)
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江 1-3-23 [ＪＲ尼崎駅から北西へ徒歩 5 分程度]
☎06－6496－4103(電話受付時間：平日 9:30-17:00 まで) e-mail：exc@kuins.ac.jp(終日送信可)
公開講座のページ:http://www.kuins.ac.jp/facilities/extension.html

土日祝、夜中でも HP(スマホ)から申込可

2018(平成 30)年度関西国際大学 夜間講座

【ＦＡＸ申込書】中尾先生の夜間講座 2018-Ⅲ
2019 年 1/23(水)・30(水)・2/6(水)・13(水)・20(水)＜全 5 回＞19:30～21:00

FAX．06-6496-4321

関西国際大学
社会連携課宛

E-mail : exc@kuins.ac.jp

E-mail でお申込みの場合には、下記の内容をご記入の上お送りください。
★特別支援教育士資格〔S.E.N.S〕/特別支援教育士スーパーバイザー〔S.E.N.S-SV〕をお持ちの方は、必ず登録番号を記入ください。
★関西国際大学の卒業生は、必ず記入欄に☑と卒業年度を記入してください。

勤務先・所属等

ふりがな

氏名
〒

－
□勤務先

連絡先

参加者①

住所
TEL

(

)

勤務先の
場合は☑

－

申込完了連絡のため
どちらか必須

FAX

※悪天候による休講等の緊急連絡
を行う場合が ありますので、
できるだけメールアドレスを
ご記入ください。

(

)

－

□勤務先
□勤務先

@

E-mail

＜注意＞判別しにくい文字には，フリガナをつけるなどしてください「-(ハイフン)」
「_(アンダーバー)」
「o(オー)」「0(ぜロ)」など

★〔S.E.N.S〕
〔S.E.N.S-SV〕登録番号：

★関西国際大学の卒業生の場合は☑

□ 卒業生(

)年度卒

自由記述欄
※複数でご参加の場合は、下記に追加の参加者氏名をご記入ください。(勤務先・所属等が同じ場合は、記入欄に☑のみで結構です)

ふりがな

ふりがな

参加者氏名②

参加者氏名③

勤務先・所属等
(参加者①と同じ場合省略
☑のみ)

勤務先・所属等

□参加者①
と同じ

(参加者①と同じ場合省略
☑のみ)

□参加者①
と同じ

連絡先（TEL）

連絡先（TEL）

連絡先（e-mail）

連絡先（e-mail）

★〔S.E.N.S〕
〔S.E.N.S-SV〕登録番号：

★〔S.E.N.S〕
〔S.E.N.S-SV〕登録番号：

★関西国際大学の卒業生の場合は☑

□ 卒業生(

)年度卒

★関西国際大学の卒業生の場合は☑

ふりがな

ふりがな

参加者氏名④

参加者氏名⑤

勤務先・所属等
(参加者①と同じ場合省略
☑のみ)

勤務先・所属等

□参加者
①と同じ

(参加者①と同じ場合省略
☑のみ)

連絡先（TEL）

連絡先（e-mail）

連絡先（e-mail）

★〔S.E.N.S〕
〔S.E.N.S-SV〕登録番号：

★〔S.E.N.S〕
〔S.E.N.S-SV〕登録番号：
□ 卒業生(

)年度卒

)年度卒

□ 卒業生(

)年度卒

□参加者①
と同じ

連絡先（TEL）

★関西国際大学の卒業生の場合は☑

□ 卒業生(

★関西国際大学の卒業生の場合は☑

◆個人情報の取扱いについて
・個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考え、個人情報の保護
に努めることをお約束します。
・お申込みいただきました個人情報は、本公開講座運営ならびに本学の公開講座等イベントのご案内以外の目的
で使用いたしません。
◆公開講座会員登録制度
2017 年度から、各種公開講座・講演会・研修会のご案内を優先的にお届けさせていただく「会員登録制度」
を導入し、既に多くの方にお申込みいただいております。
・会員登録時にご案内メール欄の「必要」を選らんだ方のみ、最優先で最新情報のご案内メールをお届けします。
・会員登録なしでも、公開講座へのお申込みは可能ですが、会員登録されますと、講座お申し込み時に個人情報
の入力が省略 され、簡単にお申込みいただけます。詳しくは、本学ホームページをご覧ください!!
http://www.kuins.ac.jp/facilities/extension.html

