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研修 In-Service Teacher Training

NISE NISE

  ■In-service Teacher Training

　Since the commencement of training programs in 1972, the National Institute of Special Education has trained 

approximately 7,800 teachers in long-term programs and 6,400 in short-term programs.

　This institute offers the leader training in special education for l year and for 2 months, also workshops for 2 days 

to 4 weeks. Most of these people are actively engaged in special education at schools, educational agencies and 

organizations. 

  ■Providing the training contents using ICT

　NISE is video-taping lectures of a high order from its training curriculum and providing them over the internet. 

This program is intended to support teacher training at special education centers of prefectures. (59 Lectures, April 

2006)

  ■各都道府県等において特殊教育に関する指導的立場に立つ者の専門性の向上を図るための各研修の実施

　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７，８００名､

その他の研修約６，４００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各

種の研修を実施しており、研究所内で行う研修は､ 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｡ 

　研修事業は、都道府県・指定都市教育委員会の指導主事や盲・聾・養護学校、小・中学校等の教育職員

を対象に、本研究所の研究成果等を踏まえて、障害のある子どもの教育に関する専門的知識の深化、指導

力の向上を図る一定期間の現職研修を実施し、各都道府県における指導者の養成を行っています。

  ■情報通信技術を活用した研修コンテンツの提供

　各都道府県等の特殊教育センター等における教職員の研修に資するため、本研究所で開かれる研修での

研究職員等による専門性の高い内容や喫緊の課題などの講義の一部を録画収録して、インターネットを利

用して研究所Webサイトから配信しています。

    （平成１８年４月末現在、配信タイトル：５９講義）

◆ 利 用 方 法 ◆

　特殊教育センター等にかかわらず学校内の研修でも利用可能で、利用機関の担当者から当研究

所宛メールにより、利用希望を申請することにより、折り返し視聴用ＩＤ及びパスワードを配布

し、利用することができる仕組みとなっています。

　なお、視聴に当たっては、インターネット接続環境（500kbps以上推奨）とパソコン

（Windows98SE以降）、Webブラウザ Internet ExplorerVer5.5以降、動画表示ソフトとして

Windows Media PlayerVer6.4以降又はReal One Playerが必要ですが、インターネット接続環境

にない場合、収録DVDを貸し出すことも行っていますので、お問い合わせください。

　　　●受付・問い合わせ用E-mail：v-haisin@nise.go.jp

　　　●担当（研修全般）　   ：研修情報課研修係

　　　● 〃  （システム関係）：研修情報課情報管理係

ログイン画面でＩＤとパスワード
を入力します。

公開している講義配信の一覧が
表示されます。
必要な講義と動画の様式を選択
します。

講義配信画面が開きます。

配  信  画  面
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長    期    研    修（特殊教育指導者養成研修）�

短    期    研    修
（特殊教育中堅
　　教員養成研修）

1年間

2ヶ月間

3日間

2日間

2週間

4週間

2日間

2週間

視覚障害教育コース

聴覚障害教育コース

言語障害教育コース

情緒障害教育コース

肢体不自由・病弱教育コース

知的障害教育コース

35名  

100名  

100名  

180名  

（60名）

（120名）

120名 

（60名）

（60名）

160名 

（100名）

（60名）

■平成18年度研修事業一覧

研   修   名  期     　　　 間 募集人員

Leader training in special education

Training for teachers
of middle standing
in special education   

1 year

2 months

3 days

2 days

2 weeks

4 weeks

2 days

2 weeks

Education for children with
visual impairments

Education for children with
deaf and hard of hearing    

Education for children with
speech disorder    

Education for children with
emotional disturbance

Education for children with
motor disabilities/health
impairments

Education for children with
intellectual disabilities

■List of training programme, 2006

 Program  Term Enrollment

In-Service Teacher Training

（政策課題の推進を図るための指導者研修）

    特別支援教育コーディネーター指導者研究協議会

    交流及び共同学習推進指導者研修

（教育現場の喫緊の課題の解決を図るための指導者研修）

    自閉症教育推進指導者研修

    LD･ADHD･高機能自閉症指導者研修

（教職員の指導力の向上を図るための指導者研修）

    盲・聾・養護学校寄宿舎指導員指導者講習会

    情報手段活用による教育的支援指導者研修

11 Apr, 2006～
　　　　16 Mar, 2007

17 Apr, 2006～
　　　　21 June, 2006

10 Jan, 2007～
　　　　14 Mar, 2007

11 Sep, 2006～
　　　　13 Sep, 2006

11 Oct, 2006～
　　　　12 Oct, 2006

16 Oct, 2006～
　　　　27 Oct, 2006

6 Nov, 2006～
　　　　1 Dec, 2006

26 July, 2006～
　　　　27 July, 2006

25 Sep, 2006～
　　　　6 Oct, 2006

平成1８年４月11日（火）
～平成1９年３月1６日（金）

平成1８年４月１７日（月）
～平成１８年６月２１日（水）

平成1９年１月１０日（水）
～平成1９年３月１４日（水）

平成1８年９月１１日（月）
～平成1８年９月１３日（水）

平成1８年１０月１１日（水）
～平成1８年1０月１２日（木）

平成1８年1０月１６日（月）
～平成1８年１０月２７日（金）

平成1８年１１月６日（月）
～平成1８年１２月１日（金）

平成1８年７月２６日（水）
～平成1８年７月２７日（木）

平成1８年９月２５日（月）
～平成1８年1０月６日（金）

35  

100  

100  

180  

（60）

（120）

120 

（60）

（60）

160 

（100）

（60）

Conference on special support education 
coordinator

Leader training for teachers on inclusive 
education

Leader training for teachers on education of 
children with autism

Leader training for teachers in education of children with 
Learning Disabilities, Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder and High-Functioning Autism

Workshops for leader of dormitory staff of 
special schools

Leader training for teachers on information and 
communication technology in special education

写真：宿泊棟外観、食堂 写真上：多様な講議・演習風景
写真下：グループによる研究成果発表、シンポジウム形式の研究協議、ポスターによる研究成果発表


