
区　分 名称 開催日 会場 参加費 問合せ先 備考 HP等

平成25年度 筑波大学
附属学校研究発表会

2014年2月22日（土）
東京キャンパ
ス文京校舎

無料 03-3942-6811

平成25年度 附属学校教育局
公開教員研修会

2014年2月22日（土）
東京キャンパ
ス文京校舎

無料 03-3942-6809

学習公開・研究発表会 2013年6月14日（金）～15日（土） 同校 4000円 参加費に研究紀要代含む

学習公開・初等教育研修会 2014年2月13日（木）～14日（金） 同校 4000円 参加費に研究紀要代含む

附属中学校 第41回 研究協議会 2013年11月9日（土） 同校 3000円 03-3945-3231 参加費に資料代含む http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/jhs/

附属高等学校 第62回 教育研究大会 2013年12月7日（土） 同校 2000円 03-3941-7176 参加費に資料代含む http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/shs/

附属小中高等学校 第8回 保健体育科合同研究会 2014年1月25日（土） 附属中・高
一般1,000

円
03-3941-7176 参加費に資料代含む http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/shs/

第40回 教育研究会 2013年11月23日（土・祝） 同校 2,000円 参加費に資料代含む http://www.komaba-s.tsukuba.ac.jp/

2013年9月14日（土） 同校 無料

2013年12月14日（土） 同校 無料

筑駒アカデメイア公開講座 2014年3月29日（土） 同校 無料 11講座開設予定

附属坂戸高等学校 第17回 総合学科研究大会 2014年2月20日（木）～21日（金） 同校
2000円

（予定）
049-282-7205 参加費に資料代含む http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/

平成25年度理療教育研究セミナー 2013年10月25日（金）～26日（土） 同校 3,000円

幼稚部育児学級ミニ講座 2013年5月～2014年2月（全９回） 同校 無料

第２回寄宿舎　研究・実践交流会 2013年7月27日（土）
東京キャンパ
ス文京校舎

無料

第11回学校公開 2013年10月3日（木） 同校 無料

公開講座「盲・弱視児童生徒理科実験指
導研修講座」

2014年2月13日（木）～14日（金） 同校 7,300円

第10回視覚障害教育研究協議会 2014年2月15日（土） 同校 3,000円

●関東地区聾教育研究会「聾教育実践研
修会」

2013年6月13日（木）～14日（金） 同校 3,000円 047-371-4135
会員は無料　非会員は
3,000円　資料代1,500円

公開講座「聴覚障害・発音指導研修講
座」

2013年7月24日（水）～26日（金）
東京キャンパス
文京校舎

8,300円 　03-3942-6826

●聴覚障害教育担当教員講習会（文部科
学省，筑波大学共催）

2013年11月20日（水）～22日（金） 同校 無料
参加にあっては、県教委か
らの推薦による

聴覚障害早期教育公開研修会 2014年2月22日（土）（予定） 同校 1,000円
聴覚障害児の早期発見・療育
に関する専門職の方

（●参加に条件あり、詳細は案
内参照）

筑波大学連携研究報告会（系と附属聴覚
特別支援学校）

2014年3月上旬予定（予定） 同校 無料 筑波大学関係者

公開講座「特別支援教育における社会性
支援のための音楽活動」①、②

①2013年7月6日（土）
②2013年7月22日（月）

同校 5,300円

公開講座「特別支援教育における教材・
教具の活用と製作」

2013年7月30日（火）～31日（水） 同校 7,300円

公開講座「自閉症児における社会性支援
プログラムの実際」

2013年8月1日（木）～2日（金） 同校 7,300円

第49回 知的障害教育研究協議会 2014年2月14日（金） 同校
3,500円
（予定）

附属聴覚特別支援学校

http://www.deaf-s.tsukuba.ac.jp/

047-371-4135

http://www.komaba-s.tsukuba.ac.jp/aka/
htdocs/

2013年度「東京キャンパス」  研究発表会等日程表

03-3946-1391 http://www.elementary-s.tsukuba.ac.jp/

附属視覚特別支援学校
03-3943-5421 http://www.nsfb.tsukuba.ac.jp/

附属学校教育局　　 http://www.gakko.otsuka.tsukuba.ac.jp/

附属小学校

03(3813)5569 http://www.otsuka-s.tsukuba.ac.jp/附属大塚特別支援学校

附属駒場中・高等学校 03-3411-8521筑駒アカデメイア講演会

http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/jhs/
http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/shs/
http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/shs/
http://www.komaba-s.tsukuba.ac.jp/
http://www.sakado-s.tsukuba.ac.jp/
http://www.komaba-s.tsukuba.ac.jp/aka/htdocs/
http://www.komaba-s.tsukuba.ac.jp/aka/htdocs/
http://www.elementary-s.tsukuba.ac.jp/
http://www.nsfb.tsukuba.ac.jp/
http://www.gakko.otsuka.tsukuba.ac.jp/
http://www.otsuka-s.tsukuba.ac.jp/
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2013年度「東京キャンパス」  研究発表会等日程表

自立活動実践セミナー2013 2013年7月31日（水）～8月2日（金） 同校 9,000円 03-3958-0181
受講対象者
特別支援学校教員等

公開講座「教師のためのデータ分析方法」 2013年8月8日（木）～9日（金） 同校 7,300円
受講対象者
小・中・高・特別支援学校教員等

公開講座「肢体不自由児の教科教育にお
けるICT活用」

2013年8月10日（土）～11日（日） 同校 7,300円
受講対象者
小・中・高・特別支援学校教員等

公開講座「静的弛緩誘導法による障害の
重い子の成長・発達の援助」

2013年10月19日（土）～20日（日） 同校 7,300円
受講対象者
特別支援学校教員等

公開講座「障害の重い子どもの知覚－運
動学習」

2013年11月9日（土）～10日（日） 同校 7,300円
受講対象者
特別支援学校教員等

公開講座「障害児に対する動作法実習」 2013年11月23日（土）～24日（日） 同校 7,300円
受講対象者
特別支援学校教員等

公開講座「特別な教育的ニーズのある子
どもの学習支援」

2013年12月14日（土）～15日（日） 同校 7,300円
受講対象者
小・中・高・特別支援学校教員等

第42回 肢体不自由教育実践研究協議会 2014年2月6日（木）～7日（金） 同校 5,000円
受講対象者
小・中・高・特別支援学校教員等

附属久里浜特別支援学校 平成25年度 自閉症教育実践研究協議会 2014年2月6日（木）～7日（金）
同校、ヨコス
カ・ベイサイ
ド・ポケット

4,000円 046(848)3444

・2月6日（木）会場：本校
・2月7日（金）
 会場：ﾖｺｽｶ･ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ･ﾎﾟｹｯﾄ
※参加費に資料代含む

http://www.kurihama.tsukuba.ac.jp/

公開講座「特別支援教育の基礎理論」 2013年7月29日（月）～30日（火）
東京キャンパス
文京校舎

8,300円 03-3942-6826

公開講座「障害児の心理・生理・病理・
教育課程・指導法論」

2013年7月31日（水）～8月3日（土）
東京キャンパス
文京校舎

11,300円

公開講座「視覚障害の理解」 2013年8月4日（日）～5日（月）
東京キャンパス
文京校舎

8,300円

公開講座「聴覚障害の理解」 2013年8月4日（日）～5日（月）
東京キャンパス
文京校舎

8,300円

公開講座「知的障害の理解」 2013年8月4日（日）～5日（月）
東京キャンパス
文京校舎

8,300円

公開講座「肢体不自由の理解」 2013年8月4日（日）～5日（月）
東京キャンパス
文京校舎

8,300円

公開講座「視覚障害の指導法」 2013年8月6日（火）～9日（金）
東京キャンパス
文京校舎

11,300円

公開講座「聴覚障害の指導法」 2013年8月6日（火）～9日（金）
東京キャンパス
文京校舎

11,300円

公開講座「知的障害の指導法」 2013年8月6日（火）～9日（金）
東京キャンパス
文京校舎

11,300円

公開講座「肢体不自由の指導法」 2013年8月6日（火）～9日（金）
東京キャンパス
文京校舎

11,300円

公開講座「自閉症児のコミュニケーショ
ンと情動発達を支援するために－SCERTS
モデルによるアセスメントと支援プログ
ラム－

2013年8月18日（日）
東京キャンパス
文京校舎

6,300円

第16回 筑波大学特別支援教育研究セン
ター主催セミナー「サイバニクスと特別支援
教育」

2013年9月14日（土）
東京キャンパス
文京校舎

無料 03-3942-6937

第17回 筑波大学特別支援教育研究セン
ター主催セミナー

2014年3月22日（土）　(予定）
東京キャンパス
文京校舎

無料 03-3942-6937

筑波大学教育学会 筑波大学教育学会第11回大会 2014年3月9日（土）
附属駒場中・高
等学校

http://wwwsoc.nii.ac.jp/aseut/index.html

特別支援教育研究センター http://www.human.tsukuba.ac.jp/snerc/

http://www.kiri-s.tsukuba.ac.jp/附属桐が丘特別支援学校

http://www.kurihama.tsukuba.ac.jp/
http://wwwsoc.nii.ac.jp/aseut/index.html
http://www.human.tsukuba.ac.jp/snerc/
http://www.kiri-s.tsukuba.ac.jp/
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2013年度「東京キャンパス」  研究発表会等日程表

2013年6月22日（土）

2013年6月29日（土）

2013年8月4日（日）

2013年6月29日（土）

2013年11月9日（土）　★

2013年6月29日（土）

2013年12月7日（土）　★

駒場中・高等学校実践演習 2013年8月26日（月）

2013年8月3日（土）

2013年12月14日（土）

視覚特別支援学校実践演習 2013年6月22日（土）

2013年6月29日（土）

2013年8月26日（月）

2013年6月22日（土）

2013年11月2日（土）

2013年6月22日（土）

2013年6月29日（土）

2013年8月2日（金）　★

2013年6月22日（土）　★

2013年11月9日（土）　★

2013年8月19日（月）～20日（火）

2013年10月26日（土）～27日（日）

「選択B」（駒場会場） ７講習（詳細は問合せ！） 2013年8月23日（金）

「選択B」（視覚会場） ３講習（詳細は問合せ！） 2013年8月21日（水）

「選択B」（文京校舎会場） ８講習（詳細は問合せ！） 2013年8月21日（水）・22日（木）

「選択C」（駒場会場） ９講習（詳細は問合せ！） 2013年8月23日（金）・24日（土）

「選択C」（視覚会場） ７講習（詳細は問合せ！） 2013年8月21日（水）・22日（木）

「選択C」（文京校舎会場） ８講習（詳細は問合せ！） 2013年8月21日（水）・22日（木）・23（金）

☆定員に余裕のある場合は、受講対象者以外の方も参加できます（受講対象者以外の受講料：5000円）。詳細は、右上の推進室に問い合わせてください。

附属視覚特別支援学校

附属駒場中・高等学校

附属小学校

「附属学校実践演習」
★は、研究会等との合同開催

附属久里浜特別支援学校

東京キャンパス文京校舎

聴覚特別支援学校実践演習

久里浜特別支援学校実践演習

高等学校実践演習

大塚特別支援学校実践演習 附属大塚特別支援学校

附属駒場中・高等学校

筑波大学教員免許状更新講習推進室
029-853-8037

筑波大学HP⇒「教員免許状更新講習」へ

東京キャンパス文京校舎

附属視覚特別支援学校

東京キャンパス文京校舎

附属聴覚特別支援学校

附属中学校

東京キャンパス文京校舎

附属桐が丘特別支援学校

「必修A」 教育の最新事情

附属駒場中・高等学校

附属坂戸高等学校

中学校実践演習

附属高等学校

桐が丘特別支援学校実践演習

坂戸高等学校実践演習

小学校実践演習

附属視覚特別支援学校


