開催日

2022年1月16日

①2022年1月20日
②2月17日
③3月17日

承認番号

B-21-122
Zoom

B-21-045
zoom

申請団体・申請者

支部

早稲田大学インクルーシブ
教育学会
代表 本田恵子

一般社団法人日本発達障害
ネットワーク
理事長 市川宏伸／理事 田
村節子

―

研修会名

時間

早稲田大学インクルーシブ教育学
会2021年度 第5回研修会

9:00-12:00

都道府県

―

開催場所

主な内容

Zoomを用いたオンライン
開催

発達障害に関する実践や基本的な知識を幅広く
様々な切り口でお送りするナイトセミナー。冬期
は強度行動障害、吃音など専門的分野の理解と支
援についてお送りします。
第1回
開催日：2022年1月20日
講師：松上 利男（JDDnet理事/全日本自閉症支
援者協会会長）
テーマ：強度行動障害の支援

―

発達障害支援人材育成研修会2021
【冬期】

①～③ 20:0021:40

―

Zoom等アプリを利用した
オンライン研修

第2回
開催日：2022年2月17日
講師：斉藤 圭祐（全国言友会連絡協議会理事
長）
テーマ：吃音の理解と支援

参加予定者
数

講師名

「UDL実践研究」
～「実践したい」を今こそ「実践できる」状態へ
～
UDLの有効性は分かっていても今一歩、実践に踏
バーンズ
み出せないという意見が多く聞こえる。今回は職
域別ワークショップを取り入れ，それぞれの立場
から実践へ踏み出すための方策を考えたい。

亀山

静子

60名

松上 利男（JDDnet理事/全日本自閉症支援者協会会
長), 斉藤 圭祐（全国言友会連絡協議会理事長),
200名
會田 千重

参加費

有料（会員1000円 一
般3000円 学生会員無
料 早大以外の学生会
員500円）

問合せ先

備考

早稲田大学インクルーシブ教育学会事
務局
事務局長 塚原望(早稲田大学)
E-mail
dev-dis-office@list.waseda.jp

申請ポイント

申込方法 :学会 HP 申込フォーム ・ 下記
URL ・ QR コード のいずれかからお申し込み
ください
受講者1P(B1)
URL https://forms.gle/oGcJLhRiSQX53rMeA
締 切 参加申し込み ・参加費お振込み 締め
切り 1月7日 金

全3回受講でポイント付与
一般社団法人日本発達障害ネットワー
全3回5,000円，1回2000
申込先 https://jddnet.jp
ク事務局
円
info@jddnet.jp

受講者1P(B1), 講
師2P(C1)(日野)

第3回
開催日：2022年3月17日
講師：會田 千重
テーマ：強度行動障害の理解

2022年1月22日

B-22-013 Zoom

日本K-ABCアセスメント学会
理事長 小野純平

2022/1/22～1/30

B-22-016
オンデマンド配信

日本学校心理士会
部
支部長 石田靖彦

2022年1月23日

B-22-001 Zoom

発達障害の課題に取り組む
各分野の専門家による会議
浅原利正

―

愛知支
愛知

―

日本K-ABCアセスメント学会
回中央事例研究会

第3

日本学校心理士会愛知支部2021年
度第1回研修会

14:30-16:30

-

発達障害専門家会議第8回シンポジ
13:00-16:30
ウム

―

Zoomによるオンライン研
修会

言語能力は高いが書字に困難がある児童のアセス
メントと支援
―特別支援学級と原学級担任へのコンサルテー
原
ションを通して―

-

オンデマンド配信

「先生と生徒をサポートするABA（応用行動分析
学）」
ABAの専門家としてアメリカで博士号を取得、経
竹島
験を積んできた講師が、学校で先生と生徒をサ
ポートするための行動的考え方、そしてテクニッ
クについて紹介する。

―

Zoomを用いたオンライン
開催

「発達障害者の社会的自立と就労～必要な力と各
分野の連携を考える～」をテーマに，自立や就労
するのに必要な力をどのように育んでおくか，ま
花熊
た一般就労における問題点や課題などに焦点を当
て，切れ目のない支援体制の構築にはたす支援者
の連携と協働のキャリア形成を考えます。

伸生

50名

無料

K-ABCアセスメント学会
TEL/FAX 03-3944-1390
honbu-jimu@k-abc.jp

事務局
申込先: honbu-jimu@k-abc.jp

講師2P(C1)(原)
受講者1P(B1)

本研修会はディスレクシア協会名古屋との共
催です。愛知支部以外の方も受付けます。
浩司

40名

無料

日本学校心理士会愛知支部
愛知教育大学 石田靖彦
yishida@auecc.aichi-edu.ac.jp

暁，山本涼二，大崎伸子，芋岡高志

150名

1000円（資料代・会場
費など運営費として）

TEL 082-559-2659
0123sympo@gmail.com

30名

1，000円

50名

支部会員は無料
支部外会員は有料
（1,000円）

会沢 勲
TEL:090-4820-6255
E-mail:aotearoa@sg-u.ac.jp

日本学校心理士会千葉
支部会員 無料
日本学校教育相談学会
千葉県支部会員 無料
それ以外の参加者
1,000円

日本学校心理士会千葉支部 研修担当
他支部からの参加も可能。
富樫春人
申し込みはホームページから
E-mail:gakusou4130@sakurahttp://jasp.sakura-chiba.com
chiba.com

ディスレクシア協会名古屋: yymary@tg.commufa.jp（吉田やすえ）
事前申込フォーム：
https://www.kokuchpro.com/event/dyn/

受講者1P(B1)

申し込みは以下のURLより
https://forms.gle/oXunAJKciHcKXBEU6

受講者1P(B1)

研究会当日は、講師は最後まで質問に対して
応答して頂きます。

受講者1P(B1)

【テーマ】「コロナだからこその保育」

2021年9月26日
↓
B-21-48
2022年1月29日に延 2022/1/29に延期
期

人間発達･教育研究会
平岡清志

兵庫

香川・

兵庫

神戸市男女共同参画セン
ター

香川・高知支部2021年度第1回研修
8:40-11:40
会

-

Zoomを用いたオンライン
開催

14:20-16:45

―

Zoomを利用したオンライ
ン研修

10:00-12:00

―

Zoom等アプリを利用した
オンライン研修

「特別な支援を要する生徒への組織的・協働的な
かかわりについて～分析ソフトの利用と関係機関
との教頭のかかわり～」
中学校の特別な支援を要する生徒や低学力層の生 小倉
徒の貧困家庭と学力との相関関係を明らかにし、
管理職の役割、SC、SSW等の連携から心のケアと
学力保障をチーム学校の観点から検討する。

英志

13:00-16:30

千葉

千葉県教育会館
大ホール

茅ヶ崎市教育委員会主幹の弁護士有資格職員であ
る岡田先生を招いて，「いじめ認知は意識と実践
岡田
をつなぐ原点」というテーマで講演会を行い，そ
の後，講師の先生を囲んでの座談会を行います。

常志

第53回人間発達･教育研究会

13:15-17:00

2022年1月29日

B-21-124
Zoom

日本学校心理士会
高知支部
支部長 会沢 勲

2022年1月30日

B-22-015 Zoom

日本学校心理士会 千葉支
部 支部長 田邊昭雄

千葉

日本学校心理士会千葉支部
年度第3回研修会

令和3

2022年2月6日

B-21-116
Zoom

日本学校心理士会 大分支
部
支部長 佐藤百合子

大分

日本学校心理士会大分支部
年度第3回研修会

2021

2022年2月6日

B-22-004

NPO法人J-ENEP
生和男

2022年2月6日

B-22-033
ｵﾝﾗｲﾝ

日本学校心理士会
部
支部長 緒方宏明

2022年2月11日

B-21-117
Zoom

日本学校メンタルヘルス学
会
理事長 大塚泰正

-

2022年2月11日

B-22-012 Zoom

日本学校心理学会
理事長 石隈 利紀

―

香川・高知

理事長

栁

―

熊本支
熊本

【概要】「新型コロナ感染」のリスクが高い今だ
からこそ実施できる児童・生徒の教育や園児保育
があるのではないだろうか？例えば「ステイ・
ホーム」と言われるこの時期にこそ家庭教育や家
庭学習、どうあるべきか？わが保育園でのこの時 藤井貴久子
期に行われた保育や指導を提案しながら皆でこの
問題を共有して、どんな問題があり、どんな方法
があるのかを提案してもらいたい、新しいアイデ
アを出し合っていきたい。発想の転換が必要な
テーマであるが、参加者の皆さんからの提案を期
待しています。

生まれ変わっても先生になりたい

令和3年度学校心理士会熊本支部第
13:30-15:30
3回研修会

日本学校メンタルヘルス学会 第
25回大会
「学校メンタルヘルス学の歩みと
これから」

日本学校心理学会第64回研修会

新館

「発達障害と愛着障害の理解と支援」と題して，
和歌山大学の米澤好史先生に講義いただく。保
育・教育現場等では，発達障害に加えアタッチメ 米澤
ントの問題が課題となっている。こうした事情を
踏まえ，研修としたい。

講演
講師

「学びの場の『当たり前』を問い直す」
結城 恵 先生（群馬大学情報学部教授）

好史

結城 恵

200名

（中津市立緑ヶ丘中学校

米澤 好史（和歌山大学
教授）

教育学部

教頭）

心理学教室

平岡清志
TEL：090-2014-5944（携帯）
079-236-1784
FAX：079-236-1784
E-mail:hiraoka.k@gm.himeji－
du.ac.jp

受講者1P(B1)

20名

大分県中津市耶馬渓町平田１５９３－
無料(准学校心理士も無 ２
大分支部会員限定
料)
事務局長 久恒 由美
E-mail: oita.school.psy@gmail.com

500名

6,000円

参加費用は，全5回の講演を通して1回でも，
全部参加しても6,000円。千葉市習い事ｷｬﾝﾍﾟｰ
TEL:043-225-8181FAX:043-301-2500E-mail:gakushukai.chiba0612@gmail.com
受講者1P(B1)
ﾝ適用により，千葉市在住・在籍・在学者は，
半額の補助あり。

50名

支部会員無料（年会費
に含まれる）支部会員
外有料1,000円

熊本支部メールアドレス
kuscps@gmail.com

-

Zoomを用いたオンライン
開催

「愛着障害の理解と対応」

15:15-17:15

―

Zoomを利用したオンライ
ン研修

学会の歴代理事長に、学校メンタルヘルスの問題
をどのように理解し、関わってきたのか、リレー 児玉隆治,近藤卓,元永拓郎,大塚泰正
形式で話題提供をいただく。

200名

有料（会員4000円 非
会員6000円 学生会員
2000円）

13：30～16：30

―

Zoomを用いたオンライン
開催

テーマ：学校事故の事例から学ぶ
内 容：自然災害；授業内事故、いじめ、性的事
案、虐待等様々な事柄への対応への根幹的な対応 飛田
方針についての共通項について、具体例を用いて
実践的な視点で確認をする。

100名

会員1,000円
3,000円

桂(ベイアヴェニュー法律事務所)

1/19までに下記e-mail宛に表題に「研修会参
加申し込み」と記して，本文に(1)お名前，
講師2P（C1)（米
(2)所属，(3)学校心理士登録番号，(4)支部名
澤）
を明記してください。折り返し振込先口座番
受講者1P(B1)
号とZoomのミーティングIDとパスコードをお
知らせします。

非会員

日本学校メンタルヘルス学会 第25回
大会大会事務局
〒251-8511 神奈川県藤沢市辻堂西海
岸1-1-25 湘南工科大学 北見由奈研究
室
TEL：0466-30-0244／FAX：0466-341096（学科事務室）
E-mail: jjasmh25@gmail.com

参加申込：学会HP
http://schoolpsychology.jp/
研修会 Peatixページより

熊本支部のホームページよりお申し込みくだ
さい。
Https://sites.google.com/view/kumasc
申込期間：1月17日(月)～2月3日(木)

受講者1P(B1)

講師2P（C1)(米
澤)
受講者1P(B1)

受講者1P(B1)

受講者1P(B1)

2022年2月12日

B-22-005

NPO法人J-ENEP
生和男

理事長

栁

2022年2月19日

B-22-006

NPO法人J-ENEP
生和男

理事長

栁

2022年2月19日

B-22-017
オンデマンド配信

日本学校心理士会
部
支部長 石田靖彦

―

生まれ変わっても先生になりたい

13:00-16:30

千葉

千葉県教育会館
大ホール

新館

―

生まれ変わっても先生になりたい

13:00-16:30

千葉

千葉県教育会館
大ホール

新館

愛知

日本学校心理士会愛知支部2021年
度第2回研修会

13:30-15:30

―

愛知支

2022年2月19日

B-22-030

日本学校心理士会
部
支部長 小泉令三

福岡支

2022年2月23日

B-21-121
Zoom

のぼりと心理教育研究所
杉山ゆかり

2022年2月23日

B-22-029

日本学校心理士会 岡山支
部
支部長 青木多寿子

2022年2月26日
オンラインに変更

B-21-110

日本学校心理士会
支部
支部長 森下順子

2022年2月26日

B-22-007

NPO法人J-ENEP
生和男

2022年2月27日

B-22-032
Zoom

2022/3/5，6

B-22-009

福岡

―

岡山

和歌山

理事長

和歌山

栁

2022年度日本学校心理士会福岡支
部 第1回研修会

15:00-17:00

冬季研修会
午前「WISC-Ⅳの行動観察のポイン
ト」
10:00-12:00
午後「WISC-Ⅳで見つけた強みを活
13:00-15:00
かす」

日本学校心理士会岡山支部研修会

10:00-12:00

日本学校心理士会和歌山支部第2回
14:00-16:00
研修会

Zoomを利用したオンライ
ン研修

6,000円

50名

無料

Zoom等アプリを利用した
オンライン研修

午前はWISC-Ⅳ実施の際の行動観察の視点やポイ
ントの解説、午後はWISC-Ⅳの結果で見つけた
安住ゆう子
“強み”を、実際の生活や支援の場でどのように
活かすのか事例を用いてご講義いただきます。

30-50名

のぼりと心理教育研究所
住所：川崎市多摩区宿河原2-30-8-304
午前午後8,000円（会員
TEL&FAX：044-922-5939
割引有）
E-mail：
noborito_soudan@yahoo.co.jp

e-mail またはFAXにて以下の項目についてご
明記の上、お申込み下さい。
①お名前（ふりがな）②ご所属先名称③ご住
所またはご所属先所在地
受講者1P(B1)
④お電話番号とメールアドレス ⑤ご希望の研
修会・講座名
⑥学校心理士資格更新ポイントご希望の有無

―

Zoomを用いたオンライン
開催

「学校心理士が簡単に指導できる効果的な勉強方
法」
ここでは応用行動分析を用いた勉強方法について
紹介する。勉強ができるかどうかは，心の問題だ 有門
と考えられがちである。しかし，応用行動分析の
視点を取り入れると大きく改善できる。これを紹
介する。

35名

岡山支部会員：無料

sc2001okayama@gmail.com

岡山支部会員限定

オンデマンド配信

「ひとりを大切」は「みんなを大切」
特別支援教育の取組が学校の変容と生徒の成長に
どの様に関わっていったか、その歩みを報告する 上西祐子
とともに、「高校の特別支援教育のあり方」につ ラー
いて共に考える機会としたい。

60名

無料

和歌山支部総務：小田 真弓(和歌山
信愛大学教育学部)
TEL：073-488-6228
FAX：073-4886260
E-mail: oda@shinai-u.ac.jp
gakkoushinrishi.wakayama@gmail.com

和歌山支部会員限定 事前予約制（定員にな
り次第締切）
当日申込不可 コロナ状況によりオンデマン
ド配信に変更

千葉県教育会館
大ホール

日本大学の教授である藤平先生を招き，「あふれ
る先生の魅力」というテーマで講演会を行い，そ 藤平
の後，講師の先生を囲んでの座談会を行います。

500名

6,000円

TEL:043-225-8181
FAX:043-301-2500
Email:gakushukai.chiba0612@gmail.co
m

参加費用は，全5回の講演を通して1回でも，
全部参加しても6,000円。千葉市習い事ｷｬﾝﾍﾟｰ
受講者1P(B1)
ﾝ適用により，千葉市在住・在籍・在学者は，
半額の補助あり。

無料，他支部会員500円

東海大学文化社会学部芳川玲子研究室
TEL： 0463-63-4484
他支部会員は必ず事前にメールでご連絡くだ
E-mail: ryoshi@keyaki.cc.uさい
tokai.ac.jp

講師2P（C1)(芳
川)
受講者1P(B1)

15,000～22,000円

日本K-ABCアセスメント学会
TEL&FAX:03-3944-1390
E-mail:honbu-koushu@k-abc.jp

FAXまたはメールにて申し込むこと

講師1.5P（C2)
（小泉・吉村・永
田 )
受講者1P(B1)

申込方法：2/27までに，お名前・ご住所・
メールアドレス・電話番号・職種を明記し，
iclover.office@gmail.com宛に送ってくださ
い。

受講者1P(B1)

和歌山

新館

日本K-ABCアセスメント学会
理事長 小野純平

―

日本版KABC-Ⅱベーシック講習会

5日 10:0017:30
6日 9:3016:40

東京都

―

発達障がい児の親を対象とした研
修会

10:00-12:30

-

―

生まれ変わっても先生になりたい

13:00-16:30

千葉

早稲田大学インクルーシブ
教育学会
代表 本田恵子

―

早稲田大学インクルーシブ教育学
会 研修会

9:00-12:00

-

Zoomを用いたオンライン
開催

14:30-16:30

-

Zoomによるオンライン研
修会

14:00-16:00

-

Zoomによるオンライン研
修会

「カウフマンモデルとCHCモデル－解釈と活用
－」
・KABC-Ⅱを実施した際に，どちらのモデルで
解釈をすべきか，選択する時の考え方や利点 小野
など。
・カウフマンモデル，CHCモデルそれぞれの特
徴や活用について。

2022年3月12日

B-22-014 Zoom

日本K-ABCアセスメント学会
理事長 小野純平

―

日本K-ABCアセスメント学会
回中央事例研究会

第4

2022年3月19日

B-22-037
Zoom

日本K-ABCアセスメント学会
東京地区研究会
会長 小野純平

日本K-ABCアセスメント学会
地区研究会
会長 小野純平

東京

―

大阪K-ABC研究会
事務局長 盛永政和

―

日本学校メンタルヘルス学
会
理事長 大塚泰正

―

日本版KABC-Ⅱベーシック講習会

日本学校メンタルヘルス学会 第
49回セミナー
「コロナ禍における子どものメン
タルヘルス問題について
～自傷・自殺を中心に～」

9:30-17:30

10：00-12：30

受講者1P(B1)

―

-

B-22-027
Zoom

愛知支部会員優先

下記サイトより，事前申し込みが必要です。
https://docs.google.com/forms/d/1iS2X6vlU 講師2P（C1)(海
小泉研究室
aGKTdz9LBD_n_cS0oxKz3C6U9E82GOI9j88/edit 津)
参加申し込み期限2/10（参加費入金締切
受講者1P(B1)
2/14）

無料（福岡支部会員）
1000円（他支部会員）
2000円（非会員）

14:00-16:00

栁

要事前申し込み

80名

2021年度神奈川支部第58回研修会

理事長

日本学校心理士会愛知支部
愛知教育大学 石田靖彦
yishida@auecc.aichi-edu.ac.jp

「通常の学級に在籍する子どもへの学習のつまず
海津 亜希子（独立行政法人国立特別支援教育総合
きの早期把握と支援－多層指導モデルMIM を用い
研究所）
た実践から－」

神奈川

NPO法人J-ENEP
生和男

全部参加しても6,000円。千葉市習い事ｷｬﾝﾍﾟｰ
TEL:043-225-8181FAX:043-301-2500E-mail:gakushukai.chiba0612@gmail.com
受講者1P(B1)
ﾝ適用により，千葉市在住・在籍・在学者は，
半額の補助あり。

Zoomを用いたオンライン
開催

学校心理士会南関東ブロッ
ク・神奈川支部支部長 芳
川 玲子

クローバー

全部参加しても6,000円。千葉市習い事ｷｬﾝﾍﾟｰ
TEL:043-225-8181FAX:043-301-2500E-mail:gakushukai.chiba0612@gmail.com
受講者1P(B1)
ﾝ適用により，千葉市在住・在籍・在学者は，
半額の補助あり。
参加費用は，全5回の講演を通して1回でも，

章，田邉昭雄

「不登校支援を見直そう」
講師：伊藤亜矢子（名古屋市立大学人間文化研究
伊藤 亜矢子
科・教授）
不登校支援の理論と実践について研修する

千葉

2022年3月6日

B-22-024 Zoom

500名

13:00-16:30

B-22-008

2022年3月21日

日本カウンセラー協会の理事である藤川先生と東
京情報大学の教授である田邉先生を招いて，それ
ぞれ「ひとり一人を大切にする多様支援指導」
藤川
「関わる担任・学校が子どもを救う」というテー
マで講演会を行い，その後，講師の先生を囲んで
の座談会を行います。

生まれ変わっても先生になりたい

2022年3月6日

B-22-002

6,000円

―

一般社団法人
(2020年度に, B-20の会
075承認済みの後延期
村主裕子
に。今回オンラインに
変更して再提出)

2022/3/19-20

500名

-

奈良

-

秀記（元皇学館大学）

和歌山県立高等学校スクールカウンセ

敦

Zoomを用いたオンライン
開催

講演会
芳川 玲子（東海大学文化社会学部教授、神奈川支部
タイトル：学校心理士の立場に立ったカウンセリ
150名
長）
ングとコンサルテーション

林野会館

KABC-Ⅱアセスメントに関する初級内容の理論と
実践について研修を行う

Zoomを用いたオンライン
開催

「子どもの時の支援，大人になる頃からの支援～
親にできること～」
発達障がい児が社会的自立を果たし，自分らしい
土岐 茂（医療法人あさだ会第2診療クリニック「コ
就労や社会生活を営むには，幼児期からどのよう
80名
な子育てや支援，大人になり社会に出ようとして モリエ」院長）
いるときの支援は何が必要かについて，お話しい
ただきます。

千葉県教育会館
大ホール

放送大学の学長である岩永先生を招き，「日本の
教育の未来を語る」というテーマで講演会を行
岩永雅也
い，その後，講師の先生を囲んでの座談会を行い
ます。

B-22-003 Zoom

2022年3月6日

参加費用は，全5回の講演を通して1回でも，

文教大学の准教授である松本先生を招いて，「カ
リキュラムマネジメントはいじめ防止の必須アイ
松本浩之
テム」というテーマで講演会を行い，その後，講
師の先生を囲んでの座談会を行います。

新館

藤田和弘・吉村亜紀・大槻恵美・小泉
吾・服部 環

斉・永田真

60名

福岡教育大学教職大学院
fukuokajasp@gmail.com

HP https://hiroshimaclover.jimdo.com/問合せよりメー
賛助会員1,000円，一般
ル。
1,500円
または，TEL 082-559-2659

TEL:043-225-8181
FAX:043-301-2500
Email:gakushukai.chiba0612@gmail.co
m

500名

6,000円

60名

有料（会員1000円 一
般3000円 学生会員無
料 早大以外の学生会
員500円）

カイナ

50名

無料

K-ABCアセスメント学会
TEL/FAX 03-3944-1390
honbu-jimu@k-abc.jp

純平（法政大学）

150名

無料

K-ABC東京地区研究会事務局
すか
E-mail:info@gungun.tokyo

奈良県産業会館

1.KABC-Ⅱの理論
2.実施上の一般的留意点
3.認知尺度下位検査の実施
4.習得尺度下位検査の実施
5.行動観察の書き方
藤田和弘，伊澤幸洋，上嶋惠，田部井紀美子，盛永
6.換算点の意味と結果の処理演習
政和
7.カウフマンモデルに基づく解釈
8.CHCモデルに基づく解釈
9.ケースレポートの書き方・アセスメントから指
導

60名

大阪K-ABC研究会会員ま
大阪K-ABC研究会
たは日本K-ABCアセスメ
TEL/FAX 0745-60-4010
ント学会:15,000円，非
osaka.kabc@gmail.com
会員：22,000円

Zoomを利用したオンライ
ン研修

未成年の自傷・自殺問題について、講師に松本俊
彦先生をお招きし、コロナ禍における影響と現
松本 俊彦（講師）、小林
状、そして対策についてお話をお伺いしていただ 由佳利（司会）
きます。

450名

「LGBTQ児童・生徒の困りごとと支援」
当事者やその保護者はどのように理解して欲しい
のか，して欲しくないのかなどの基礎的なことや 渡邉
直面する困難などを知り，LGBTQ児童・生徒への
理解を深め，支援策を考えていく。
行動面と読み書きに課題のある小２児童の指導方
法の検討
―KABC-ⅡとWISC-Ⅳからの解釈とことばの発達に
岩山
着目した支援―

歩（早稲田大学

GSセンター専門職員）

正幸（司会）、佐藤

講師2P（C1)(有
門)
受講者1P(B2)

受講者1P(B1),講
師2P(C1)

参加費用は，全5回の講演を通して1回でも，
全部参加しても6,000円。千葉市習い事ｷｬﾝﾍﾟｰ
受講者1P(B1)
ﾝ適用により，千葉市在住・在籍・在学者は，
半額の補助あり。

申込方法 :学会 HP 申込フォーム ・ 下記
早稲田大学インクルーシブ教育学会事 URLのどちらかからお申し込みください。
URL https://forms.gle/hDvoQuRme9BURQa5A
務局
事務局長 塚原望(早稲田大学)
E-mail
dev-dis-office@list.waseda.jp

受講者1P(B1)

事務局
申込先: honbu-jimu@k-abc.jp

衛藤あ

日本学校メンタルヘルス学会 事務局
有料（日本学校メン
タルヘルス学会会員無 TEL：03-6824-9372／FAX：03-5227料 非会員3000円 学 8631
生2000円）
E-mail:jasmh.kikaku@gmail.com

受講者1P(B1)

申込先:
https://docs.google.com/forms/d/1tGH8FeoN
受講者1P(B1)
mjFTHq714fLfbqgg571vMSabcG4gJuUwanY/edit?
usp=sharing

2日間参加でポイント付与。
HPから申込下さい。

講師1.5P（C2)(上
嶋)
受講者1P(B1)

講師1.5P(C2)(小
林)
受講者1P(B1)

2022年3月26日

2022年3月26日

①2022/4/21
②5/19
③6/16

B-22-028
Zoom

B-22-031

B-22-035
zoom

追手門学院大学大学院心理
学研究科 研究科長 竹下
秀子

日本学校心理士会
部
支部長 原田唯司

―

静岡支
静岡

一般社団法人日本発達障害
ネットワーク
理事長 市川宏伸／理事 田
村節子

2021年度おうてもん心理職リカレ
ントセミナー第4回「生涯キャリア 13:30-15:30
発達への支援」

日本学校心理士会静岡支部2021年
度第3回研修会

14:00-16:00

―

静岡

Zoomを用いたオンライン
開催

欧米の新しいカウンセリングの定義では，メンタ
ルヘルス，ウェルネス，キャリア目標の達成や
三川
キャリア発達が強調されます。現代におけるカウ
ンセリングの意義を問い直します。

俊樹（追手門学院大学心理学部教授）

静岡県総合社会福祉会館 「クレームへの対応経験に学ぶ顧客との関係づく 講師：松本秀明（島田市教育委員会ICT支援員・前
（シズウェル）102会議室 りの在り方－保護者対応に生かすには」
NECプラットホームズ株式会社品質推進本部）

150名

無料

発達障害支援人材育成研修会2022
【春期】

①～③ 19:4521:45

Zoom等アプリを利用した
オンライン研修

参加登録は下記URLからお願いいたします。
https://forms.gle/U9TUtAhBjSmXovsW6

〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
静岡大学教職大学院 町研究室
TEL/FAX：054-238-4592
E-mail: tad55hrd@yahoo.co.jpもしく 要事前申込
はmachi.takeshi@shizuoka.ac.jp

講師2P（C1)(三
川)
受講者1P(B1)

15名

無料

200名

全3回5,000円，1回
2,000円

全3回受講でポイント付与
一般社団法人日本発達障害ネットワー
申込先 https://jddnet.jp
ク事務局
info@jddnet.jp

受講者1P(B1)

慶

50名

無料

藤井義久
TEL 019-621-6687
FAX 019-621-6687
E-mail fujii@iwate-u.ac.jp

事前予約制とする。北東北支部所属会員の
み。

受講者1P(B1)

肇

100名

会員1,000円,非会員
3,000円

学会HP
http://schoolpsychology.jp/

参加申込：学会HP
http://schoolpsychology.jp/
研修会 Peatixページより

講師2P（C1)(新
井)
受講者1P(B1)

30-50名

のぼりと心理教育研究所
住所：川崎市多摩区宿河原2-30-8-304
午前午後8,000円（会員
TEL&FAX：044-922-5939
割引有）
E-mail：
noborito_soudan@yahoo.co.jp

30名

1,000円

発達障害に関する実践や基本的な知識を幅広く
様々な切り口でお送りするナイトセミナー。春期
は放課後等デイサービスの現状と課題，外部評価
の意義や多職種による支援の実践報告を含む様々
な視点からお送りします。
第1回
開催日：2022年4月21日
講師：大塚 晃（JDDnet副理事長)
テーマ：放課後等デイサービスの現状と課題，外
部評価の意義

―

〒567-8502
大阪府茨木市西安威2-1-15
追手門学院大学心理学部 竹下秀子
TEL:090-1157-2415
E-mail:htakeshita@haruka.otemon.ac.jp

大塚

晃（JDDnet副理事長), 嘉門
里奈（言語聴覚士）

邦岳（作業療法

第2回
士), 篠原
開催日：2022年5月19日
講師：嘉門 邦岳（作業療法士)
テーマ：放課後等デイサービスでの作業療法士に
よる支援（実践報告）

受講者1P(B1)

第3回
開催日：2022年6月16日
講師：篠原 里奈（言語聴覚士）
テーマ：放課後等デイサービスでの言語聴覚士に
よる支援（実践報告）

2022年4月23日

B-22-018

2022年4月29日

B-22-036
Zoom

2022年4月29日

B-22-040
Zoom

2022年5月8日

2022年5月15日

B-22-026

B-22-023
ハイブリッド
↓
Zoomのみに変更

日本学校心理士会
支部
支部長 藤井義久

北東北
北東北

日本学校心理学会
理事長 石隈利紀

―

のぼりと心理教育研究所
杉山ゆかり

人間発達・教育研究会
平岡清志

―

―

日本学校心理士会北東北支部第1回
14:00-16:00
研修会

日本学校心理学会第65回研修会

春季研修会
午前「学童期のいじめの構造と支
援～根っこにあるもの～」
午後「小学生によく起こる心理的
問題～事例から学ぶ～」

第56回人間発達・教育研修会

13:30-16:30

10:00-12:00
13:00-15:00

岩手

―

―

岩手大学学生センターG1
大講義室

Zoomを利用したオンライ
ン研修

Zoom等アプリを利用した
オンライン研修

テーマ：学校における自殺予防の進め方
内容：喫緊の課題である児童生徒の自殺の現状と
背景，大人と異なる特徴や原因・動機などを検討
新井
したうえで，今後，学校において自殺予防を進め
るための方向性と課題について考える。

午前は，深層心理学的見地からいじめの構造を深
く読み解き、根本的な心理支援を考えます。午後
は更に子どもの心理的問題の幅を広げ，事例を通 鹿野
して小学生に起こりやすいこころの健康問題への
理解と具体的な対応を学びます。

友章

テーマ：子ども虐待防止支援と地域の役割
ポピュレーションアプローチを旨とする地域保健
における予防概念は、発生予防（第１次予防）、
早期発見・早期対応（第２次予防）、再発の予防
（第３次予防）の３段階でとらえられてきまし
た。しかしながら、危機介入あるいは課題解決方
アプローチを求められる虐待防止支援では、これ
山縣 文治（やまがた
に加え、重度化・深刻化の予防や回復的支援とい
う考え方も重要となってきます。本研修会では、 康学部教授
虐待支援の専門機関の対応のみならず、関係各機
関の取り組みの状況や果たすべき役割について、
皆様と一緒に考えることができたら幸いです。

14:30-16:30

大分

ホルトホール大分とZOOM
によるハイブリッド研修

「学びづらさのある子どもたち～読むこと、書く
ことの難しさ～」読み書きを難しくしている背景
を評価、それをもとに課題を焦点化しアプローチ
津田
してきた実践から、子どもたち一人ひとりの強み
を生かすオーダーメイドのプログラム、実践や体
験から得られた実践知を共有する。

Zoomによるオンライン研
修会

「人生100年時代のキャリア発達を支える教育カ
藤原寿幸，品田笑子，奥村桂子，伊藤なおみ，河村
ウンセリング－教師・援助者のキャリア発達を考
茂雄
える－」

―

日本教育カウンセリング学会
(JSEC)第15回公開講演＆シンポジ
ウム

12:30-16:30

―

静岡

日本学校心理士会静岡支部2022年
度第1回研修会

14:00-16:00

静岡

―

包括的アセスメントⅣ・より近づ
き役立つために

9:30-16:00

-

Zoomによるオンライン研
修会

B-22-039
Zoom

日本教育カウンセリング学
会（JSEC）
代表 河村茂雄

2022年5月28日

B-22-038

日本学校心理士会
部
支部長 原田唯司

2022年5月29日

B-22-041
Zoom

カウンセリングオフィス成
子坂
和田順子

2022年6月12日

B-22-053
Zoom

日本学校心理士会 千葉支
部 支部長 田邊昭雄

千葉

日本学校心理士会千葉支部
年度第1回研修会

14:20-16:45

-

Zoomを利用したオンライ
ン研修

講演 「子どもたちの命を守るために 私たちに
できること」
講師 髙橋 聡美 先生（中央大学人文科学研究所 髙橋
客員研究員）

2022年6月18日

B-22-057
Zoom

日本学校心理士会
部
支部長 緒方宏明

熊本

令和4年度学校心理士会熊本支部第
13:30-15:30
1回研修会

-

Zoomを用いたオンライン
開催

「子どもを中心に据えた学校・家庭・地域の連携
と支援のあり方～主任児童委員や刑務所教誨師の 茶木谷
立場から～」

憲吾（複合スペースmarble）

2022年5月22日

静岡支

熊本支

令和4

ふみはる） 関西大学人間健

神戸市男女共同参画セン
ター

大分

2022

青山

兵庫

13：15-17:00

日本学校心理士会 大分支
部
支部長 佐藤百合子

日本学校心理士会大分支部
年度第1回研修会

研修会「発達とそれを支える環境」

50名

資料代3,000円,JSEC学
会員と早稲田大学学
生・院生は無料

15名

無料

一志

90名

13,000円

聡美

200名

問題行動のアセスメントー能力的要因のアセスメ
ントだけでは分からない直接の原因と行動の意図 大六
の解明ー

吉信

50名

研究会当日は、講師は最後まで質問に対して
応答して頂きます。

他支部の方は、E-mailにご明記の上、お申込
み下さい。
大分県中津市耶馬渓町平田１５９３－
大分支部会員無料・他
①お名前（ふりがな）②ご所属先 学校心理
２
支部会員500円（含振込
士ＩＤ③ご住所またはご所属先所在地④メー
事務局長 久恒 由美
料）
ルアドレス
E-mail: oita.school.psy@gmail.com

150名

静岡県総合社会福祉会館 「問題増幅の悪循環を読み解き支援する～エコシ 講師：町 岳（静岡大学教職大学院・学校心理士
（シズウェル）101会議室 ステミックな見立てモデルの理解と活用」
スーパーバイザー）

TEL 079-236-1784
携帯 090-2014-5944
FAX 079-236-1784
hiraoka.k@gm.himeji-du.ac.jp

e-mail またはFAXにて以下の項目についてご
明記の上、お申込み下さい。
①お名前（ふりがな）②ご所属先名称③ご住
所またはご所属先所在地
受講者1P(B1)
④お電話番号とメールアドレス ⑤ご希望の研
修会・講座名
⑥学校心理士資格更新ポイントご希望の有無
（全日参加で1ポイント）

日本教育カウンセリング学会事務局
TEL 03-3941-0213
FAX 03-3941-0213
E-mail:jsec.jimu@gmail.com
〒420-0961 静岡市葵区北3-17-26
原田唯司宛
E-mail: tad55hrd@yahoo.co.jp

カウンセリングオフィス成子坂
TEL：03-6804-0233
FAX：03-6804-0234
E-mail: info@c-o-narukozaka.com

学会HPよりお申し込みください。
Http://jsec.gr.jp/
申し込み〆切：5月13日

要事前申込

受講者1P(B1)

受講者1P(B1)

受講者1P(B1)

講師2P(C1)(町)
受講者1P(B1)

http://www.conarukozaka.comでお申込みくだ
さい。
受講者1P(B1)
定員になり次第締め切ります。

日本学校心理士会千葉
支部会員 無料
日本学校教育相談学会
千葉県支部会員 無料
それ以外の参加者
1,000円

日本学校心理士会千葉支部 研修担当
他支部からの参加も可能。
富樫春人
申し込みはホームページから
E-mail:gakusou4130@sakurahttp://jasp.sakura-chiba.com
chiba.com

支部会員無料（年会費
に含まれる）支部会員
外有料1,000円

熊本支部メールアドレス
kuscps@gmail.com

熊本支部のホームページよりお申し込みくだ
さい。
Https://sites.google.com/view/kumasc
申込期間：5月13日(金)～6月13日(月)

受講者1P(B1)

受講者1P(B1)

2022年6月19日

一般社団法人
の会
村主裕子

クローバー

B-22-019 Zoom

2022年7月3日

一般社団法人
の会
村主裕子

クローバー

B-22-020 Zoom

2022年7月17日

一般社団法人
の会
村主裕子

クローバー

B-22-021 Zoom

①2022/7/21
②8/18
③9/15

B-22-042
zoom

一般社団法人日本発達障害
ネットワーク
理事長 市川宏伸／理事 田
村節子

―

第6期 発達障がいの発見とその後
の支援に関するキャリア研修会 第 10:00-14:30
1回

―

Zoomを用いたオンライン
開催

―

第6期 発達障がいの発見とその後
の支援に関するキャリア研修会 第 10:00-14:30
2回

―

Zoomを用いたオンライン
開催

―

第6期 発達障がいの発見とその後
の支援に関するキャリア研修会 第 10:00-14:30
3回

―

Zoomを用いたオンライン
開催

―

発達障害支援人材育成研修会2022
【夏期】

①～③ 19:4521:45

Zoom等アプリを利用した
オンラインセミナー

発達障がいの早期発見とその後の切れ目のない支
援体制の構築のために、先進地域の取り組みに学
び、LD等の早期の気づきと支援内容の研修を目的 小柳 憲司（長崎県立こども医療福祉センター
とした4回シリーズの研修会。
長兼医療局長）
※1回を，学校心理士B1研修1回分としたい。

副所

50名

発達障がいの早期発見とその後の切れ目のない支
援体制の構築のために、先進地域の取り組みに学
び、LD等の早期の気づきと支援内容の研修を目的
田丸 尚美（広島都市学園大学子ども教育学部教授） 50名
とした4回シリーズの研修会。
※1回を，学校心理士B1研修1回分としたい。
発達障がいの早期発見とその後の切れ目のない支
援体制の構築のために、先進地域の取り組みに学
び、LD等の早期の気づきと支援内容の研修を目的 高畑 脩平（藍野大学 医療保健学部 作業療法学科
とした4回シリーズの研修会。
作業療法士）
※1回を，学校心理士B1研修1回分としたい。

発達障害に関する実践や基本的な知識を幅広
く様々な切り口でお送りするナイトセミ
ナー。夏期は文部科学省専門官による教育に
関する政策、厚生労働省専門官による福祉に
関する政策の最新情報をお届けするととも
に、JDDnetが関わっている差別解消法に関す
る具体的な取り組みの紹介など様々な情報を
お送りします。
第1回
開催日：2022年7月21日
講師：厚生労働省専門官
テーマ：福祉に関する政策

厚生労働省専門官: 加藤永蔵
市川 宏伸
文部科学省専門官: 加藤典子

4回シリーズ1万円、各
回毎3千円

4回シリーズ1万円、各
回毎3千円

HP https://hiroshimaclover.jimdo.com/
問合せより
メール。
または，TEL 082-559-2659

申込先: iclover.office@gmail.com
4回シリーズ受講希望の方は6/10までに，各回 受講者1P(B1)
毎は5日前までに

HP https://hiroshimaclover.jimdo.com/
問合せより
メール。
または，TEL 082-559-2659

申込先: iclover.office@gmail.com
4回シリーズ受講希望の方は6/10までに，各回 受講者1P(B1)
毎は5日前までに

HP https://hiroshimaclover.jimdo.com/
問合せより
メール。
または，TEL 082-559-2659

申込先: iclover.office@gmail.com
4回シリーズ受講希望の方は6/10までに，各回 受講者1P(B1)
毎は5日前までに

50名

4回シリーズ1万円、各
回毎3千円

200名

全3回5,000円，1回
2,000円

e-mail またはFAXにて以下の項目についてご
明記の上、お申込み下さい。
①お名前（ふりがな）②ご所属先名称③ご住
所またはご所属先所在地
受講者1P(B1)
④お電話番号とメールアドレス ⑤ご希望の研
修会・講座名
⑥学校心理士資格更新ポイントご希望の有無
e-mail またはFAXにて以下の項目についてご
明記の上、お申込み下さい。
①お名前（ふりがな）②ご所属先名称③ご住
所またはご所属先所在地
受講者1P(B1)
④お電話番号とメールアドレス ⑤ご希望の研
修会・講座名
⑥学校心理士資格更新ポイントご希望の有無

全3回受講でポイント付与
一般社団法人日本発達障害ネットワー
申込先 https://jddnet.jp
ク事務局
info@jddnet.jp

受講者1P(B1)

第2回
開催日：2022年8月18日
講師：市川 宏伸（JDDnet理事長)
テーマ：差別解消法に関する具体的な取り組
み
第3回
開催日：2022年9月15日
講師：文部科学省専門官
テーマ：教育に関する政策

2022年7月24日

B-22-054
Zoom

2022年7月24日

B-22-055
Zoom

のぼりと心理教育研究所
杉山ゆかり

―

のぼりと心理教育研究所
杉山ゆかり

―

2022年7月24日

B-22-056
ハイブリッド

日本学校心理士会 大分支
部
支部長 佐藤百合子

2022年7月31日

B-22-022 Zoom

一般社団法人
の会
村主裕子

2022/8/1～8/3

B-22-010
ハイブリッド

公益社団法人日本教育会

大分

クローバー

夏季研修会（午前）
「読み書き障害へのアプローチ
～通常の学級でできる
ICT活用＆指導･支援～」

夏季研修会（午後）
「発達障害と愛着障害を併せ持つ
子ども
～困難ケースの支援～」

日本学校心理士会大分支部
年度公開講座

2022

-

Zoom等アプリを利用した
オンライン研修

読み書きの困難な子どもへの新しいアプローチの
ひとつとして期待されている、ICTを用いたた
梅田
様々な支援ツールについての理解を深め、通常の
学級でもできる実践的な活用法を学びます。

真理

30-50名

のぼりと心理教育研究所
住所：川崎市多摩区宿河原2-30-8-304
4,000円（会員割引有） TEL&FAX：044-922-5939
E-mail：
noborito_soudan@yahoo.co.jp

-

Zoom等アプリを利用した
オンライン研修

状態像が似ているとされる愛着障害と発達障害。
その違いや共通点についてご解説いただき、最も
対応が難しいとされる「両者を併せ持った困難
小野
ケース」の理解と具体的な支援についてお話しい
ただきます。

純平

30-50名

のぼりと心理教育研究所
住所：川崎市多摩区宿河原2-30-8-304
4,000円（会員割引有） TEL&FAX：044-922-5939
E-mail：
noborito_soudan@yahoo.co.jp

大分

会場未定とZOOMによるハ
イブリッド研修

読 み 書 き の 困 り と 合 理 的 配 慮 ～ LD
当 事 者 か ら 学 ぶ 合 理 的 配 慮 の あ り
方 ～ 」
（現在、発達障がい当事者の声をもとに教育環境
が整えられる教育的合 理 的 配 慮 は 道 半 ば
佐藤
で あ る 。 本 公 開 講 座 で は 、 LD 当 事
者 の 高 校 生 と そ の お母様より、学習上の
困りと合理的配慮申請に向けた取り組みについて
ご報告いただき、合理的配慮に求められる観点に
ついて検討する。 ）

―

Zoomを用いたオンライン
開催

10:00-12:00

13:00-15:00

13:00-16:30

―

第6期 発達障がいの発見とその後
の支援に関するキャリア研修会 第 10:00-14:30
4回

―

8/1 9:45-16:30 北海道お
令和4年度第30回学校心理カウンセ
札幌ホテルノースシティ
8/2 9:00-16:30 よびオン
ラー研修講座
ホテルライフォート札幌
8/3 9:00-12:00 ライン

百合子

100名

発達障がいの早期発見とその後の切れ目のない支
援体制の構築のために、先進地域の取り組みに学
び、LD等の早期の気づきと支援内容の研修を目的 山田 充（廿日市市教育委員会特別支援教育アドバイ
50名
とした4回シリーズの研修会。
ザー）
※1回を，学校心理士B1研修1回分としたい。
「学校心理学入門」「カウンセリングの実際」
「援助チームの作り方・進め方・活かし方」「社
石隈利紀・家近早苗・小泉令三・大河原美以・宮本
会性の情動の学習」
信也
「怒り感情の大切さと心の健康」「発達障害の理
解と支援」

無料

4回シリーズ1万円、各
回毎3千円

会場 100
名
5,000円
ｵﾝﾗｲﾝ 150
名

他支部の方は、E-mailにご明記の上、お申込
み下さい。
①お名前（ふりがな）②ご所属先 学校心理
大分県中津市耶馬渓町平田１５９３－ 士ＩＤ③ご住所またはご所属先所在地④メー
２
ルアドレス
事務局長 久恒 由美
E-mail: oita.school.psy@gmail.com ※会場が決まり次第お知らせいたします 。ま
た、コロナ感染の状況
に よ り Zoom 研 修 会 の み に 変 更
の 可 能 性 が あ り ま す。
HP https://hiroshimaclover.jimdo.com/
問合せより
メール。
または，TEL 082-559-2659

講師1.5P(C2)(佐
藤)
受講者1P(B1)

申込先: iclover.office@gmail.com
4回シリーズ受講希望の方は6/10までに，各回 受講者1P(B1)
毎は5日前までに

公益社団法人日本教育会
TEL 03-5803-9707
FAX 03-5803-9708
nkk@nihonkyouikukai.or.jp

3日間参加でポイント付与

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
事 務 局
e-mail： 54jacs＠ gmail.com

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
事 務 局
e-mail： 54jacs＠ gmail.com

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

受講者1P(B1)

日本カウンセリング学
会会員(1コース 6000円
2コース 10000円 3コー
ス 14000円)

2022/8/5～18

B-22-043
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Aコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

新しいカウンセリングの理論 4 大アプローチの
比較と統合

諸富

祥彦

200名

非会員(一般: 1コース
8000円 2コース 14000
円 3コース 20000円
大学院生: 1コース
6000円 2コース 10000
円 3コース 14000円
学部生: 1コース 3000
円 2コース 4000円 3
コース 6000円)

講師2P(C1)(諸富)
受講者1P(B1)

日本カウンセリング学
会会員(1コース 6000円
2コース 10000円 3コー
ス 14000円)

2022/8/5～18

B-22-044
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Bコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

スクールカウンセリングのこれから～チーム学校
石隈
の充実を めざして

利紀

200名

非会員(一般: 1コース
8000円 2コース 14000
円 3コース 20000円
大学院生: 1コース
6000円 2コース 10000
円 3コース 14000円
学部生: 1コース 3000
円 2コース 4000円 3
コース 6000円)

講師2P(C1)(石隈)
受講者1P(B1)

日本カウンセリング学
会会員(1コース 6000円
2コース 10000円 3コー
ス 14000円)

2022/8/5～18

B-22-045
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Cコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

交流分析-関係性アプローチについて

島田

涼子

小澤

真

200名

非会員(一般: 1コース
8000円 2コース 14000
円 3コース 20000円
大学院生: 1コース
6000円 2コース 10000
円 3コース 14000円
学部生: 1コース 3000
円 2コース 4000円 3
コース 6000円)

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
事 務 局
e-mail： 54jacs＠ gmail.com

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
受講者1P(B1)
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
事 務 局
e-mail： 54jacs＠ gmail.com

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
受講者1P(B1)
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
事 務 局
e-mail： 54jacs＠ gmail.com

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
講師2P(C1)(東原)
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
受講者1P(B1)
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
事 務 局
e-mail： 54jacs＠ gmail.com

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
講師2P(C1)(鈴木)
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
受講者1P(B1)
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
事 務 局
e-mail： 54jacs＠ gmail.com

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
受講者1P(B1)
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
事 務 局
e-mail： 54jacs＠ gmail.com

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
受講者1P(B1)
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

日本カウンセリング学
会会員(1コース 6000円
2コース 10000円 3コー
ス 14000円)

2022/8/5～18

B-22-046
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Dコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

発達障害の子どもへの発達支援-アタッチメント
理論から

近藤

清美

200名

非会員(一般: 1コース
8000円 2コース 14000
円 3コース 20000円
大学院生: 1コース
6000円 2コース 10000
円 3コース 14000円
学部生: 1コース 3000
円 2コース 4000円 3
コース 6000円)
日本カウンセリング学
会会員(1コース 6000円
2コース 10000円 3コー
ス 14000円)

2022/8/5～18

B-22-047
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Eコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

東原

アセスメントを支援につなぐ

文子

200名

非会員(一般: 1コース
8000円 2コース 14000
円 3コース 20000円
大学院生: 1コース
6000円 2コース 10000
円 3コース 14000円
学部生: 1コース 3000
円 2コース 4000円 3
コース 6000円)
日本カウンセリング学
会会員(1コース 6000円
2コース 10000円 3コー
ス 14000円)

2022/8/5～18

B-22-048
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Fコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

コロナ禍における新しいグループ活動

鈴木

由美

200名

非会員(一般: 1コース
8000円 2コース 14000
円 3コース 20000円
大学院生: 1コース
6000円 2コース 10000
円 3コース 14000円
学部生: 1コース 3000
円 2コース 4000円 3
コース 6000円)
日本カウンセリング学
会会員(1コース 6000円
2コース 10000円 3コー
ス 14000円)

2022/8/5～18

B-22-049
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Gコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

アディクション（依存症）の理解と対応法

原田

隆之

200名

非会員(一般: 1コース
8000円 2コース 14000
円 3コース 20000円
大学院生: 1コース
6000円 2コース 10000
円 3コース 14000円
学部生: 1コース 3000
円 2コース 4000円 3
コース 6000円)
日本カウンセリング学
会会員(1コース 6000円
2コース 10000円 3コー
ス 14000円)

2022/8/5～18

B-22-050
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Hコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

いじめ重大事態の現状と課題
理職の役割

期待される心

嶋崎

政男

200名

非会員(一般: 1コース
8000円 2コース 14000
円 3コース 20000円
大学院生: 1コース
6000円 2コース 10000
円 3コース 14000円
学部生: 1コース 3000
円 2コース 4000円 3
コース 6000円)
日本カウンセリング学
会会員(1ｺｰｽ 6000円 2
ｺｰｽ 10000円 3ｺｰｽ
14000円)

2022/8/5～18

B-22-051
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Iコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

多 職 種 連 携 の 課 題 と 展 望
山口
- チーム 学 校 の 実 践 の た め に

豊一

200名

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
非会員(一般: 1ｺｰｽ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
8000円 2ｺｰｽ 14000円 3
事 務 局
ｺｰｽ 20000円
大学院
e-mail： 54jacs＠ gmail.com
生: 1ｺｰｽ 6000円 2ｺｰｽ
10000円 3ｺｰｽ 14000円
学部生: 1ｺｰｽ 3000円 2
ｺｰｽ 4000円 3ｺｰｽ 6000
円)

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
講師2P(C1)(山口)
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
受講者1P(B1)
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

日本カウンセリング学
会会員(1コース 6000円
2コース 10000円 3コー
ス 14000円)

2022/8/5～18

B-22-052
オンデマンド

日本カウンセリング学会
理事長 田上不二夫

※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

―

一般社団法人日本カウンセリング
学会
第54回大会
研修会Jコース

研修時間:5時間

オンデマンド配信

司
セ

法
リ

領
ン

域
グ

に
技

お
法

け
の

る カ
活用

ウ

ン

調整中

200名

非会員(一般: 1コース
8000円 2コース 14000
円 3コース 20000円
大学院生: 1コース
6000円 2コース 10000
円 3コース 14000円
学部生: 1コース 3000
円 2コース 4000円 3
コース 6000円)

（ 一 社 ） 日 本 カ ウ ン セ リ
ン グ 学 会 第 54 回 大 会 準 備
事 務 局
e-mail： 54jacs＠ gmail.com

大会ウェブサイト（https://www.jacs54.jp）
の「大会参加登録」ページの「事前参加登
受講者1P(B1)
録」ボタンから登録シス
テムにお進みください。

