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研修事業
　本研究所では､ 昭和47年から研修事業を開始して以来､ 現在までに長期研修及び短期研修は約7,500名､ 

講習等約5,800名が修了しており､ その大多数が特殊教育の現場や教育行政機関等で活躍しています｡ 本

事業では､ １年を通して行う長期研修､ ２か月程度で行う短期研修をはじめ数日間の日程で行う指導者講

習会等を実施しています｡ 本研究所内で行う研修・講習等は､ 原則、所内の宿泊施設 (研修員宿泊棟) に

宿泊して受講することになっています｡ また､ 長期研修及び短期研修では､ 免許法認定講習を併せて実施

することによって特殊教育諸学校の免許状取得のための単位を修得することができます｡

　さらに、都道府県・政令指定都市の特殊教育センター等における研修の充実に資するため、本研究所

における研修等の講義のうち専門性の高い内容や喫緊の課題などの講義をインターネットにより配信し

ています。 

In-service Teacher Training
　Since the commencement of training programs in 1972, the National Institute of Special Education has trained 
approximately 7,500 practicing teachers and some 5,800 others with training.
　The institute offers the Leader training in special education (l year), the Medium class training in special 
education (2 months) and the Workshops for leader training (2 days to 4 weeks). Most of these persons are actively 
engaged in special education at schools, education agencies and the like. The institute accommodates all training 
participants at the boarding facility and offers a variety of programs including accredited ones for granting teaching 
certificates as shown in the table below:Furthermore, NISE is taking courses on highly specialized content and 
pressing issues from its training curriculum and providing them over the Internet.  This program is intended to 
support teacher training at special education centers in each of Japan's prefectures. 

研修事業
IN-SERVICE  TEACHER  TRAINING

公開講義テーマ一覧　List of themes on Internet Lectures
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ADHDの理解と支援

ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症への対応

アシスティブ・テクノロジーの導入と評価 1

インターネットの基礎 （前半）

インターネットの基礎 （後半）

コミュニケーションに視点を置いた指導の実際

教育相談・早期相談とネットワーク

軽度発達障害児の理解と指導

校内支援体制の実際

高機能自閉症の理解と支援

視覚障害児の心理検査方法

子どものニーズに応じた指導計画の作成と展開

自作教材を活用した授業づくり （A）

自作教材を活用した授業づくり （B）

自作教材を活用した授業づくり （C）

自閉症児のコミュニケーション指導の実際

弱視児の視知覚

重度・重複障害児の教育的ニーズとアセスメント

重度肢体不自由児の教育課題としての身体運動

重複障害教育の教育課程

重複障害教育の現状と課題（前半）

花輪　敏男

柘植　雅義

棟方　哲弥

渡邉　正裕

渡邉　正裕

菅井　裕行

千田　耕基

渥美　義賢

廣瀬由美子

東條　吉邦

金子　　健

小林　倫代

大杉　成喜

大杉　成喜

大杉　成喜

是枝喜代治

千田　耕基

竹林地　毅

笹本　　健

大崎　博史

後上　鐵夫

小林　倫代

西牧　謙吾

西牧　謙吾

小野　龍智

渡邉　正裕

渡邉　　章

海津亜希子

大杉　成喜

佐藤　正幸

佐藤　正幸

澤田　真弓

小野　龍智

中村　　均

渡邉　　章

竹林地　毅

金子　　健

磯田　真一

渡邉　正裕

磯田　真一

齊藤　宇開

障害児教育における保護者への支援

情報関連支援機器の活用と医学的な配慮 （前半）

情報関連支援機器の活用と医学的な配慮 （後半）

情報教育研修会の企画と運営

情報発信の技法

情報倫理と個人情報の保護

心理検査の解釈

知的障害教育における「情報」の教育

聴覚機能と聴力検査

聴力検査

点字の表記・指導

特殊教育におけるインターネットの活用と課題

特殊教育における教育工学

特殊教育における情報教育

日常生活の指導

乳幼児期の触覚の活用

米国の教育方法とバリアフリー （１）

米国の教育方法とバリアフリー （２）

米国の教育方法とバリアフリー （３）

養護学校の個別の指導計画
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長    期    研    修
（特殊教育指導者養成研修） 
Leader training in special education

短    期    研    修
（特殊教育中堅
　　教員養成研修）
Training for teachers
of middle standing in
special education   

特別支援教育コーディネーター指導者養成研修
Leader training for special support education
coordinator 

LD・ADHD・高機能自閉症指導者研修
Leader training for teachers in education of children
with Learning Disabilities, Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder and High-Functioning Autism

盲・聾・養護学校寄宿舎指導員指導者講習会
Workshops for leader dormitory staff of special
schools

訪問教育研究協議会
Conference on home/hospital-bound education

情報手段活用による教育的支援指導者講習会
Workshop for leader training on information and
communication technology in special education 
 

特殊教育諸学校・特殊学級設置校等校長・教頭講習会
Workshop for school principals and deputy principals

交流及び共同学習推進指導者講習会
Workshop for leader training in promoting 
"exchange" ** and cooperative study

自閉症教育推進指導者講習会
Workshops for leader training in education
of children with autism

1年間

1year

2ヶ月間

2months

2ヶ月間

2months

2ヶ月間

2months

5日間

5days

4週間

4weeks

2日間

2days

2日間

2days

2週間

2weeks

3日間

3days

2日間

2days

2週間

2weeks

視覚障害教育コース
Education for children with
visual impairments

聴覚障害教育コース
Education for children with
hearing handicaps    

言語障害教育コース
Education for children with
speech disorder    

情緒障害教育コース
Education for children with
emotional disturbance

肢体不自由・病弱教育コース
Education for children with
motor disabilities/health
impairments

知的障害教育コース
Education for children with
intellectual disabilities

35名

20名

20名

20名

40名

50名

100名

60名

60名

150名

120名

60名

100名

150名

60名

平成17年4月11日（月）
～平成18年3月17日（金）
11. Apr. 2005～
           17. Mar. 2006

平成17年5月9日（月）
～平成17年7月8日（金）
9. May. 2005～
            8. July. 2005

平成17年9月5日（月）
～平成17年11月10日（木）
5. Sep. 2005～
            10. Nov. 2005 

平成18年1月11日（水）
～平成18年3月16日（水）
11. Jan. 2006～
           16. Mar. 2006

平成17年4月18日（月）
～平成17年4月22日（金） 
18. Apr. 2005～
           22. Apr. 2005

平成17年7月11日（月）
～平成17年8月5日（金） 
11. July. 2005～
            5. Aug. 2005

平成17年7月27日（水）
～平成17年7月28日（木） 
27. July. 2005～
           28. July. 2005  

平成17年10月6日（木）
～平成17年10月7日（金） 
6. Oct. 2005～
           7. Oct. 2005

平成17年10月17日（月）
～平成17年10月28日（金） 
17. Oct. 2005～
           28. Oct. 2005

平成17年11月14日（月）
～平成17年11月16日（金）
14. Nov. 2005～
           16. Nov. 2005  

平成17年11月24日（木）
～平成17年11月25日（金）
24. Nov. 2005～
           25. Nov. 2005

平成17年11月21日（月）
～平成17年12月2日（金）
21. Nov. 2005～
           2. Dec. 2005

盲・聾・養護学校教諭専修・一種・二種
"Special, first class or second class
certificate for teaching in schools for the
blind, the deaf and the"otherwise disabled"*

盲学校教諭一種・二種
First or second class certificate for
teaching in schools for the blind

聾学校教諭一種・二種
First or second class certificate for
teaching in schools for the deaf

養護学校教諭一種・二種
First or second class certificate for
teaching in schools for the
"otherwise disabled"*

平成17年度研修事業一覧
List of training programme, 2005

研   修   名
 Program

 期     　　　 間
Term

募集人員
Enrollment

免許法認定講習履習による
単位取得可能免許状

Certificate to be granted 

備考   * "otherwise disabled"  : schools for the intellectual disabiled 、physically disabled and the health impaired    
         **"exchange"　            : joint activities with children in regular elementary and lower secondary schools and the local community、promoted by special schools and classes


