開催日

時間

都道府県

2022年1月8日

13:30-15:30

三重

2022年1月23日

10:00-16:00

―

開催場所

じばさん三重

承認番号

A-21-051
ハイブリッド

Zoom等アプリを
利用したオンラ A-22-001 Zoom
イン研修

申請団体・申請者

ブロック

支部

―

―

日本学校カウンセリング学会

一般社団法人日本公認心
理師協会
会長 大熊保彦

―

―

的確な心理アセスメントがあってこそ、適切な心理支援の
提供、有効な連携が可能となります。公認心理師としての
（2021年）第2回保健医療分野委員会研修会
アセスメント力向上を目指す研修会にしたいと思います。
「実践に役立つ心理アセスメント」～心理支援にあ
午前は、近藤直司先生より、心理アセスメントの枠組み、
たって押さえておくべきアセスメントの視点と実践～ 押さえておきべき視点についてご講義いただきます。
午後は、院内、地域における現場の実践について当委員会
委員より話題提供し、心理アセスメントに基づいた実践・
連携について考える機会にしたいと思います。

―

―

後天的な脳の損傷によって生じる高次脳機能障害の支援に
おいては、認知機能・神経心理アセスメントが重要である
ことは言うまでもありません。しかし、回復期病棟をはじ
めとする医療機関には心理職が配置されておらず、心理職
（2021年度）福祉分野委員会研修会
以外のリハビリテーション専門職が神経心理アセスメント
「認知機能・神経心理アセスメント研修（高次脳機能 を担うことが多いという現状があります。国家資格となっ
障害ベーシック・コース）」
た今、公認心理師は神経心理アセスメントに精通するのみ
ならず、心理職ならではの専門性を生かし、本人支援、家
族支援、地域支援を担うことが求められています。今回、
高次脳機能障害支援に必須の医学的知識から神経心理アセ
スメント、支援制度、心理支援を含む研修プログラムを、
べーシック・コースとして企画いたしました。

東京

東京

①10:0016:30
②10:0016:30

―

Zoom等アプリを
利用したオンラ A-22-002 Zoom
イン研修

一般社団法人日本公認心
理師協会
会長 大熊保彦

2022年2月6日

14:00-16:00

―

Zoomを利用した A-21-044
オンライン研修 zoom

日本学校心理士会
ブロック東京支部
節子

2022年2月26日

13:00-16:00

北海道

オンライン及び
公開会場「かで
A-22-006
る２７」
ハイブリッド
※札幌市中央区
北２条西７丁目

日本学校心理士会北海道
ブロック研修会（北海道
支部主管）

北海道

北海道

2022年3月13日

10:00-12:30

―

Zoomを利用した
A-22-007
リモートカン
Zoom
ファレンス

「教育・発達」心理資格
連絡協議会
代表 石隈利紀

―

―

2022年3月19日

9:30-11:30

兵庫

2022年3月20日

2022年3月26日

2022年4月10日

2022年6月25日

10:00-16:10

15:00-17:00

10:30-16:30

13:00-16:00

A-22-005
※対面実施から 日本学校心理士会
オンデマンド方 ブロック兵庫支部
式に変更しまし 支部長 塩見邦雄
た（2/8）

東京
田村

兵庫

―

一般社団法人日本公認心
理師協会
会長 大熊保彦

―

Zoomを利用した A-21-048
オンライン研修 zoom

日本学校心理士会
支部
支部長 会沢信彦

Zoom等アプリを
A-22-008
利用したオンラ
Zoom
イン研修

御茶ノ水ソラシティカンファ
レンスセンターRoomCとZoomの A-22-011
zoom
ハイブリッド

日本学校心理士会東京支部

第37回学会・研修会

2021年度第1回研修会

「児童生徒が自ら『関係性を作る力』をどう育むか」の
テーマのもと，高見佐知先生（公益財団法人未来教育研究
所）による講演を実施する。

湯川進太郞 先生（白鴎大学 教授）による研修
「怒りとうまくつきあう方法～「ことば」と「からだ」を
通して～」

講師名

高見

参加予定者数

佐知

参加費

問合せ先
072-875-3001（内線4521）
可能な限り下のE-mailにお願い
します。
office.jsca@gmail.com

備考

承認P

対面による研修会参加のみポイントを付与し
ます。

25名

4000円

近藤直司、花村温子、淵上奈緒
子

300名

一般社団法人日本公認心理師協
会
会員3,000円、非会員6,000
TEL:03-5805-5228
円、
FAX:03-5805-5229
k-tsuboi@jacpp.or.jp

終日受講で1ポイント付与

受講者1P(A)

渡邉修、緑川晶、野川貴史、四
ノ宮美惠子、山口加代子

300名

一般社団法人日本公認心理師協
会
会員3,000円、非会員6,000
TEL:03-5805-5228
円、
FAX:03-5805-5229
k-tsuboi@jacpp.or.jp

両日受講で1ポイント付与

受講者1P(A)

湯川

500名

東京支部会員無料
他支部会員1000円
准学校心理士は無料

東京成徳大学 田村節子研究室
TEL/FAX 03-5948-4471
office@schoolpsychologisttokyo.org

ご案内方法：案内メールのURLから入力

受講者1P(A)

・メールでの事前申込が必要です
・問い合わせはメールでお願いします
・支部会員に限らせていただきます

受講者1P(A)
講師1.5P(C2)(狩野，石
塚)

進太郞

口頭発表の申込締切 11/26
参加の申込締切 12/26
参加申込先 gakushin.arikado@gmail.com

テーマ
日本学校心理士会北海道ブロック研修会（北海道支部
「幼小中に関わるチーム支援のあり方
主管）
-アセスメントの結果を指導に活かすには- 」

石塚誠之（72435） 狩野信也
（174657）

80名

無料

TEL：011-386-8011
FAX：011-387-1542
E-mail: kmiura@hokushou.ac.jp （担当：三浦公裕）

日本発達心理学会第33回大会(2022/3/5-7，東京学芸
大学，リモート)でのポスト・カンファレンス
テーマ: 公認心理師の今後の成長を願い、自閉スペクトラ
日本発達心理学会・「教育・発達」心理資格連絡協議
ム症理解と支援について，「教育・発達」的観点によって
会共催シンポジウム
共に考える機会とする。
テーマ：「公認心理師における『教育・発達』的観点
の意義と可能性ーその3：自閉スペクトラム症理解と
支援における「心の理論」の観点ー

話題提供：子安増生，別府
哲，藤野 博，吉井勘人
指定討論：清水康夫，井上雅彦
進行：長崎 勤

500名

無料

以下参照
参加申込先
https://www.jsdp.jp/jsdp2022/ https://www.jsdp.jp/jsdp2022/postpost-conference.html
conference.html

日本学校心理士会兵庫ブロック研修会（兵庫支部主
管）

矢野川

40名

無料

受講者1P(A)

受講者1P(A)
講師2P(C1)(長崎

兵庫支部会員のみ。
兵庫

Zoom等アプリを
利用したオンラ A-22-004 Zoom
イン研修

-

主な内容

日本学校カウンセリング
学会
市川千秋

①2022年2月5日
②2022年2月6日

オンデマンド

研修会名

―

―

特別支援教育とキャリア発達

祥典

一般社団法人日本公認心
理師協会
会長 大熊保彦

一般社団法人日本スクー
ルカウンセリング推進協
議会
理事長 石隈利紀

―

東京

埼玉

近年、高齢社会の到来や、急性期治療を終えた後のリハビ
リテーションの拡大に伴い、認知機能・神経心理アセスメ
ントへの需要は年々高まる一方です。このような課題に対
福祉分野委員会研修会
し、当委員会で検討し、今回は特にアセスメントの需要が
「認知機能・神経心理アセスメント研修（認知症コー 急増している認知症の人に対する基礎的な認知機能・神経
ス・ベーシック）」
心理アセスメントの研修を企画しました。
※次年度には、本シリーズの続編として、基礎的な認知機
能・神経心理検査の実施方法、所見の書き方とフィード
バックの仕方などの内容を盛り込んだ研修を予定しており
ます。

―

―

日本学校心理士会北関東ブロック

2022年度研修会

受講者1P(A)

には兵庫支部HP及び登録住所への郵便で参加
方法を連絡します（２月末頃）

厚東 知成、梨谷 竜也、大庭
輝、田所 正典

埼玉
北関東

gakkoushinri.hyg@gmail.com 事前予約の必要はありません。兵庫支部会員

「学校プラットフォーム」と生徒指導，教育相談

山野

則子

(2021年度)教育分野委員会研修会
「WISC-Ⅳ知能検査活用の基礎－検査結果解釈と発達
支援実践の橋渡し－」

WISC-IVはよく使われる知能検査ですが、結果解釈の基本は
必ずしも普及しておらず、必要な支援・指導が見逃されて
いることも少なくありません。そこで本研修会では、合成
得点を中心として、結果解釈と支援・指導の基本的パター
ンについてお話しします。本研修会の対象としては、自分
はWISC-IVを実施することはないが職務上結果の解釈や支
大六
援・指導を知っておく必要がある方（スクールカウンセ
ラー等）、あるいは、一応WISC-IVの実施はできるように
なったが結果の解釈や支援の助言に不安がある方に受講し
ていただけるとよいと思います。
なお，昨年７月４日（日）の研修会と同じ内容を予定して
います。

一志

日本ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ推進協議会 第12回公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
2022
いじめ，自殺，不登校等の予防的取り組み

メッセージ「ガイダンスカウンセラーに期待すること」
（仮）
講演「生徒指導の今とこれから」（仮）
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「生徒指導の今とこれから」

諸富祥彦（明治大学教授）
藤田絵理子（和歌山大学）
藤原一夫（茨城県取手市教育委
員会）
新井肇（関西外国語大学教授)
藤川章（元公立中学校校長，一
般社団法人日本スクールカウン
セリング推進協議会企画委員
長）
石隈利紀（東京成徳大学教授，
一般社団法人日本スクールカウ
ンセリング推進協議会理事長）

300名

一般社団法人日本公認心理師協
会
会員3,000円、非会員6,000
TEL:03-5805-5228
円、
FAX:03-5805-5229
k-tsuboi@jacpp.or.jp

日本学校心理士会埼玉支部 坂本
條樹
TEL:04-2955-3861
学校心理士有資格 埼玉支部会員無料、他支部 FAX:04-2955-3861
者100名
会員500円
Email:sakamoto.joju@nifty.com

300名

一般社団法人日本公認心理師協
会
会員3,000円、非会員6,000
TEL:03-5805-5228
円、
FAX:03-5805-5229
E-mail:otsuka@jacpp.or.jp

会場50名
ライブ配信視聴
300名

2,000円

TEL 03-3941-8049
FAX 03-3941-8116
info@jsca.guide

終日受講で1ポイント付与

受講者1P(A)

茨城支部，埼玉支部会員に限らせて頂きま
す。
学校心理士有資格者のみ 下記リンクより要
申込
https://forms.gle/yPCRddhaedF3hWNo7

終日受講で1ポイント付与

受講者1P(A)

受講者1P(A)

受講者1P(A)

勤）

2022年6月26日

14:00-16:00

―

A-22-010
Zoomを利用した
Zoom
オンライン研修

日本学校心理士会
ブロック東京支部
節子

2022年6月26日

（講座A）
9:30～
12:30

-

Zoom等のアプリ
A-22-012
を利用したオン
zoom
ライン研修

2022年6月26日

（講座B）
13:30～
16:30

-

2022/7/17
↓
7/24 へ変更

（講座C）
10:00～
16:00

-

2022年8月11日

14:00-16:00

2022年8月28日

（講座D）
9:30～
12:30

-

2022年8月28日

（講座E）
13:30～
16:30

-

東京
田村

東京

東京

一般社団法人日本スクー
ルカウンセリング推進協
議会
理事長 石隈利紀

―

―

Zoom等のアプリ
A-22-013
を利用したオン
zoom
ライン研修

一般社団法人日本スクー
ルカウンセリング推進協
議会
理事長 石隈利紀

―

―

Zoom等のアプリ
A-22-014
を利用したオン
zoom
ライン研修

一般社団法人日本スクー
ルカウンセリング推進協
議会
理事長 石隈利紀

―

―

日本学校心理士会 東海
ブロック岐阜支部
岐阜支部長 宮本正一

東海

Zoom等のアプリ
A-22-015
を利用したオン
zoom
ライン研修

一般社団法人日本スクー
ルカウンセリング推進協
議会
理事長 石隈利紀

―

―

Zoom等のアプリ
A-22-016
を利用したオン
zoom
ライン研修

一般社団法人日本スクー
ルカウンセリング推進協
議会
理事長 石隈利紀

―

―

日本学校心理士会東京支部

2022年度第1回研修会

久保田 裕 先生（社団法人コンピュータソフトウェア
著作権協会（ACCS）専務理事・事務局長）による研修
久保田
「情報モラルと教育 —AI時代とどのように向き合うのか」

2022年度 本部強化研修【オンライン】
ガイダンスカウンセラー 実践力強化研修
講座A
時代の新しい変化を知り，子どもの発達支援に活かす 「貧困家庭とヤングケアラーへの対応」

2022年度 本部強化研修【オンライン】
講座B
ガイダンスカウンセラー 実践力強化研修
「アドラー心理学による学校コンサルテーションの理論と
時代の新しい変化を知り，子どもの発達支援に活かす
実践」

2022年度 本部強化研修【オンライン】
ガイダンスカウンセラー 実践力強化研修
講座C
時代の新しい変化を知り，子どもの発達支援に活かす 「SNS相談の研修・実習ーLINE相談入門ー」

300名

東京支部会員無料
他支部会員1000円

馬場絢子（金沢大学助教）

80名

浅井健史（明治大学兼任講師）

80名

織田貴子（全国心理業連合会公
認上級プロフェッショナル心理
カウンセラー）

80名

裕

東京成徳大学 田村節子研究室
TEL/FAX 03-5948-4471
office@schoolpsychologisttokyo.org

ご案内方法：案内メールのURLから入力

受講者1P(A)

会員，構成団体有資格者：
TEL 03-3941-8049
3,500円 ・一般：1講座に
FAX 03-3941-8116
つき4,000円
info@jsca.guide

ホームページから申込
http://jsca.guide/training/

受講者1P(A)

会員，構成団体有資格者：
TEL 03-3941-8049
3,500円 ・一般：1講座に
FAX 03-3941-8116
つき4,000円
info@jsca.guide

ホームページから申込
http://jsca.guide/training/

受講者1P(A)

ホームページから申込
http://jsca.guide/training/

受講者1P(A)

会員，構成団体有資格者：
7,000円（別途テキスト代
TEL 03-3941-8049
3,000円）・一般：8,000円
FAX 03-3941-8116
（別途テキスト代3,000
info@jsca.guide
円）

〒504-0837 岐阜県各務原市那加
甥田町３０－１
中部学院大学各務原キャンパ
スとZoomのハイブリッド

A-22-009
ハイブリッド

※赤は中止，黄は延期，緑はzoom等アプリを利用したオンライン開催

日本学校心理士会東海ブロック研修会（岐阜支部主
管）

「いじめ問題を考える ー『いじめの重大事態』に関わる者
としてー」
橋本
講師 (元)岐阜大学教授 橋本 治 氏

2022年度 本部強化研修【オンライン】
講座D
ガイダンスカウンセラー 実践力強化研修
「セクシュアルマイノリティを取り巻く現状と児童生徒へ
時代の新しい変化を知り，子どもの発達支援に活かす
の対応」

2022年度 本部強化研修【オンライン】
ガイダンスカウンセラー 実践力強化研修
講座E
時代の新しい変化を知り，子どもの発達支援に活かす 「子どもや保護者の願いに寄り添う支援」

治

TEL： 058-375-3636
FAX： 058-375-3604
E-mail: miyamoto@chubugu.ac.jp

参加申し込みは下記のGoogleフォームからお
願いします。
https://forms.gle/2ra8Si2FAxFCr4D99

受講者1P(A)
講師2P(C1)(橋本）

100名

無料

鈴木茂義（金沢大学助教）

80名

会員，構成団体有資格者：
TEL 03-3941-8049
3,500円 ・一般：1講座に
FAX 03-3941-8116
つき4,000円
info@jsca.guide

ホームページから申込
http://jsca.guide/training/

受講者1P(A)

春日井敏之（立命館大学教授）

80名

会員，構成団体有資格者：
TEL 03-3941-8049
3,500円 ・一般：1講座に
FAX 03-3941-8116
つき4,000円
info@jsca.guide

ホームページから申込
http://jsca.guide/training/

受講者1P(A)
講師2P(C1)(春日井）

