
 

 

2022年度第 4回 S.E.N.S 年次大会 in北海道は、新型コロナウイルス感染症拡大のため、オンライン研修

を基本として開催致します。期間中はいつでも視聴できるオンライン研修を、この機会にぜひ受講してください。 

S.E.N.S年次大会は、S.E.N.S、S.E.N.S-SV資格更新のための必修ポイント（Ⅰ領域）に規定されており、5

年間で 2P以上の取得が必要です。どうぞよろしくお願い致します。 

 

1.  主催 ： 一般財団法人 特別支援教育士資格認定協会 

2.  受講資格 ： 特別支援教育士〔S.E.N.S〕、特別支援教育士 SV〔S.E.N.S-SV〕有資格者 

3.  受講（視聴）期間 ： 2022年 11月 1日（火）0：00～11月 21日（月）23：59 

4.  視聴方法 ： e-learningシステム（オンデマンド配信） 

・申込を完了された方に、視聴用 URL、ID・パスワードをメールで通知します。 

・インターネットに接続された PCもしくはタブレットで受講（視聴）してください。 

（スマートフォンは推奨致しません）。専用のアプリ等のインストールは必要ありません。 

・「受講（視聴）期間」内は、何度でも受講（視聴）できます。 

5.  内容 ： 受講（視聴）期間内に、＜シンポジウム①②＞、＜講義①～④＞ が公開されます。 

シンポジウムは各 90分、1講義は約 60分（前半 30分、後半 30分）、全動画字幕付きです。 

6.  受講料（税込） ： シンポジウムのみ 4,400円、 講義のみ 6,600円、 シンポジウムと講義 9,900円 

7.  申込受付期間 ： 2022年 9月 28日(水)12：30 ～ 10月 5日(水)12：30 

8.  定員 ： 定員はございません。申し込まれた方は、全て受講できます。 

9.  申込方法 ： マイページ ＞ 協会に切替 ＞ 研修会情報・申込 ＞ 申込 

10.  資格更新ポイント（受講数により異なります） ： 特別支援教育士資格更新規程第 2条〔Ⅰ領域〕 

・シンポジウム①②どちらも全て視聴し、視聴確認テストに正答した場合 … 1ポイント 

・講義①～④全て視聴し、視聴確認テストに正答した場合 … 2ポイント 

・講義①～④から、2～3本の講義を視聴し、視聴確認テストに正答した場合 … 1ポイント 

※講義 1本のみ視聴の場合は、ポイント交付の対象になりません。 

11.  北海道在住の方について ： 

9 月 4 日（日）のシンポジウムは、北海道内在住者の方のみ対面参加が可能です。希望される方は、マイペ

ージよりお申し込みください。なお、座席には、限りがありますので、ご了承ください。また、合理的配慮を希望

される方は、問い合わせフォームよりお申し出ください。 

・申込受付期間（北海道在住者のみ） ： 2022年 8月 3日(水)12：30 ～ 8月 10日(水)12：30 

・期日 ： 9月 4日（日）10：00 ～ 14：30（受付時間 9：00～、開会セレモニー 9：30～9：45） 

・会場 ： TKP札幌カンファレンスセンター 

12.  受講（視聴）に関する留意事項 ： 

・本研修は、本会の定める「S.E.N.S有資格者研修会に関する同意書」（マイページ ＞ 各種ご案内／刊行物 

参照）を遵守し、自宅等プライバシーが十分に守れる場所で、受講してください。 

・パソコンの閲覧環境やインターネット通信接続などにかかる費用や設定作業は、受講者ご自身の負担と責任

で準備してください。 

・受講（視聴）期間以外は、「動画の視聴」も「視聴確認テストの解答」も出来ません。 

・申込後のキャンセル、返金は出来ません。内容・期間等をよく確認の上、お申し込みください。 

・受講（視聴）期間内に受講が出来なかった場合も、別日程への振替や返金は致しません。 

・「開催案内」及び「受講ガイド（PDF）」は、マイページ ＞ 各種ご案内／刊行物に、掲載しています。 

2022年度 第 4回 S.E.N.S年次大会 in北海道 



 

13.  シンポジウム及び講義の内容 ： 

≪第一部：シンポジウム≫ 

＜シンポジウム①＞ 

テーマ ギフテッドの理解と支援 

講師（所属） 

司会・話題提供：片桐 正敏（北海道教育大学旭川校） 

話題提供：日高 茂暢（佐賀大学教育学部） 

話題提供：富永 大悟（山梨学院大学） 

指定討論：室橋 春光（北海道大学） 

内容 
本講座は，ギフテッドの理解と支援について，主に学校教育および家族への支援の視

点と今後の現状と課題について解説を行う。 

＜シンポジウム②＞ 

テーマ ワーキングメモリの視点を学習に活かす 

講師（所属） 

司会：米内山 康嵩（千歳市教育委員会） 

話題提供：桂野 文良（小樽市立稲穂小学校） 

話題提供：山田 明夏（札幌市立北辰中学校） 

話題提供：新ヶ江 りえ（札幌藻岩高等学校） 

指定討論：室橋 春光（北海道大学） 

内容 
小学校・中学校・高校の各学校段階での実践事例をもとに、ワーキングメモリをいかに

学習支援に活用できるかについて考えたい。 

≪第二部：講義≫ 

＜講義①＞ 

演題 
ウェクスラー式知能検査の理解と活用 

 ～WISC-IVからWISC-Vで何が変わったか～ 

講師 大六 一志 

内容 
今年２月に刊行された日本版 WISC-V の理論的背景、構成、分析と解釈の流れにつ

いて、旧版WISC-IVからの変更点を紹介する。 

＜講義②＞ 

演題 読み書き困難と ICT活用支援 

講師（所属） 河野 俊寛（北陸大学） 

内容 
読み書き困難に対して ICT を使う理由を説明し，ICT を活用した具体的な支援につ

いて紹介します。 

＜講義③＞ 

演題 細かな手の操作が育つ発達の道すじ ～子どもの不器用さを理解する一助として～ 

講師（所属） 三和 彩（美幌療育病院） 

内容 
不器用さを持つ子どもの背景を考える１つの視点として、細かな手の操作が育つ発達

の道すじをお伝えする。 

＜講義④＞ 

演題 英単語で躓く児童生徒への指導のヒント 

講師（所属） 村上 加代子（武庫川女子大学 教育学部） 

内容 
英語は「読む」「書く」で特につまずきやすく、中学入学直後から単語の暗記に苦しむ。

日本の英語教育の課題、文字と音を結び付けていく指導について紹介する。 



 

 

【オンライン研修】受講フローチャート 

 

 

 

【一般財団法人 特別支援教育士資格認定協会】 

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-11-16 ユーワビル 6F 

URL：http://www.sens.or.jp 

  

１.受講（視聴）申込 

申込方法：マイページから、申込・受講料の納入を行ってください。 

会員マイページログイン ＞ 協会に切替 ＞ 研修会情報・申込み ＞ 申込 

※ 申込は、申込受付期間内に、申込とご入金が完了した時点で確定します。 

申込受付期間を過ぎてもご入金が確認できない場合、申込は取消となります。ご注

意ください。 

  

２．【メール】 

ID・パスワード受取 

申込が確定した方には、【受講（視聴）期間】の前日に、e-learningシステム

（learningBOX）の URL、ログイン ID・パスワードを、メールにて通知します。メール

（info@sens.or.jp）の受信設定をお願いします。 

受講（視聴）には、メールに記載されている URL、ID・パスワードが必要です。 

  

３．「learningBOX」に

ログイン 

メールに記載されている URLのリンクをクリックします。 

ID とパスワードを入力 ＞ ログインボタン ＞ コースを選ぶ ＞ 受講する研修 をクリ

ック 

  

４．注意事項と 

講義資料 

最初に、「受講の仕方と注意事項」をお読みください。 

「講義資料」は、ご自身でダウンロードして、印刷・準備してください。 

  

５．オンライン研修受講

（動画の視聴） 

受講したい講義（動画）のタイトルをクリック ＞ 再生ボタンをクリックし受講を開始し

てください。 

講義のビデオ映像とスライド資料が表示されます。 

  

６.視聴確認テスト 視聴確認テストは、講義中に示されたキーワードを選択するものです。 

  

７.アンケートに回答 アンケートへのご協力をお願い致します。 

  

８.更新ポイントの交付 

視聴確認テストに正解された方には、受講（視聴）期間終了後、1 ヶ月以内に更新ポ

イントを交付します。 

マイページの「資格更新ポイント申請・確認」画面を確認してください。 



 

          【協会】マイページからの研修会参加申込手順           

 

▼研修会の参加申込方法▼ 

① 本協会 HP（http://www.sens.or.jp）の

［会員専用マイページ ログイン］ボタン（オ

レンジ色）をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

② ご自身で設定したログイン ID、パスワードを

入力し、［ログイン］（オレンジ色）をクリックし

てください。 

 

 

 

 

 

③ 「特別支援教育士資格認定協会」のタブを

クリックし、メインメニューの表示を切り替えて

ください。 

※認定協会の画面はオレンジ色です。 

 

 

 

④ ［研修会情報・申し込み］ボタンをクリックし

てください。 

 

 

 

 

⑤ 申込フォーム一覧：ご希望の

研修会の［申込］をクリックし、

内容を選択し、次へ進んでく

ださい。 

 

 

⑥  参加費の納入方法を、クレジット・コンビニ支払から選択してください。 

費用は、申込受付期間内に必ず納入してください。 

※コンビニ支払を選択した方は、ご登録のアドレスに送信されるメールに従ってお支払いください。 

※銀行振込はできません。 

 

⑦ 入力した申込内容と支払情報を画面で確認してください。 

⑧ ［申込完了］ボタンをクリックしてください。 

① 

② 

⑤ 

③ 

④ 



 

⑨ 「参加申込を受け付けました」の画面が表示された後、ご登録のメールアドレスにメールが送信されるので、

受信を確認してください。 

 

※手続きが正常に完了すると、申込フォーム一覧（⑤画面）に表示される当該研修会の「申込状況」欄が、「申

込」から「確認【申込済】」

に変わります。 

念のため申込フォーム一覧  

に戻ってご確認ください。 

 

 

▼研修会「領収書」の発行方法▼ 

上記①～⑨の研修会の参加申込・費用の納入が完了すると、「領収書」の［発行］ボタンが表示されます。 

「領収書」をご希望の方は、領収書の発行ボタンをクリックしてください。 

 

＜ ※領収書発行の注意事項 ＞ 

・Web領収書の発行は、1回のみ（再発行不可）です。 

・当該研修会の終了後は発行できません。 

・Web領収書は、電子的に保持している領収データを画面表示したものです。 

 

▼領収書の発行に失敗した場合、研修会終了までに発行しなかった場合、または押印領収書をご希望の

場合▼ 

【協会】マイページ ＞ 各種ご案内／刊行物に掲載の「領収書発行申込書（郵送用）」に必要事項をご記入の

上、返信用封筒（切手貼付）を同封して、事務局宛に郵送してください。 

 

▼領収書発行申込書 送付先▼ 

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-11-16 ユーワビル 6F 

一般財団法人 特別支援教育士資格認定協会 宛 

確認する 

領収書 


