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2015/8/22、23 コミュニケーションと社会的スキルの発達支援

一般社団法人日本発達障害ネットワーク

2015/7/5

2015/8/8

一般財団法人日本心理研修センター

一般社団法人日本発達障害ネットワーク

日本臨床発達心理士会

一般財団法人日本心理研修センター

一般社団法人日本発達障害ネットワーク

小学生に見られる読み書き障害の基礎理解と関わり方

竹田契一

発達障害とその周辺で考えあぐねていること

田中康雄

発達障害に向き合う -医師として、親として-

市川宏伸

自閉症スペクトラム障害への発達論的アプローチの新動向（5） -会話のアセスメントと支援-

藤野博、吉井勘人

統合失調症の発症と対応～多領域の心理職のために～

佐藤忠彦、中川敦夫、岸本泰士郎、藤澤大介、前田貴記

高次脳機能障害の心理支援～成人編～

阿部順子、古謝由美

生きるということの責任、生きることを支える法～クライアントと自分を守り、社会に対する責任を果たすため
西澤宗英
に～
2015/8/9

一般社団法人日本発達心理学会
発達科学研究教育センター
大阪大学教育学習支援センター

講師
佐竹真次、宮崎眞、関戸英紀、吉井勘人、亀田良一、大槻美智子、
若井広太郎、森澤亮介、中村晋

うつ病の見方とその対応-様々な領域の心理職のために-

宮岡等、鈴木映二、蒲生裕司

心理臨床とソーシャルワーク～ミクロの課題へのマクロの視点の必要性～

武田信子

早産が実行機能と社会ー感情能力に与える影響-神経心理学と脳イメージングの側面から-

KoviljkaBarisnikov

明日から役立つ小学校前半の発達障害支援「発達障害のとらえ方について、保護者、当事者の立場から」

藤堂栄子

明日から役立つ小学校前半の発達障害支援「小学校前半の発達障害支援～STの立場から～」

酒井康年

明日から役立つ小学校前半の発達障害支援「小学校前半の発達障害支援～作業療法の視点から～」

原恵子

明日から役立つ小学校前半の発達障害支援「小学校前半の発達障害支援～心理職の立場から～」

惠良美津子

2015/10/24

基礎研修会：家庭における発達の支援

二宮周平、岡田隆介

2015/10/25

応用研修会：大人の発達障害、ICFの活用

岡田俊、茂井万里絵

自閉症スペクトラム障害への発達論的アプローチ（6）

子安増生、別府哲

自律訓練法の基礎と実際

笠井仁

ネットいじめ・ネット問題の理解と対処

戸田有一

不登校・いじめとスクールカウンセリング

本間友巳、三浦潤子

多職種委員会シンポジウム「多職種支援ってなーに？-小学校編-」

工藤宏子、酒井康年、有川真弓、富樫京子、田中真寿美、田中容、
渡辺由美子、松田和也、芳川玲子、田中裕一

シンポジウム「発達障害と合理的配慮」

大塚晃、倭文真智子、東條裕志、井上雅彦、小林真理子、三澤一
登

2015/8/30

2015/8/30

2015/11/8

2015/11/29

2015/12/12

震災と発達支援「原子力災害が福島で生活する幼児・児童と保護者に与えた心理的影響」

筒井雄二、桝屋二郎、堀江まゆみ

2016/2/7

発達障害支援人材育成研修会2015（後期）

嶋谷和之、餅田亜希子、吉松靖文

2016/2/14

臨床発達心理士としての心理検査の実施・活用法を学ぶ（１）
―田中ビネー知能検査―

大川一郎、中村淳子

2016/3/12

発達障害等による読み書き困難のある児童生徒へのＩＣＴ利用

近藤武夫

2016/3/12

若年無業者ニート・ひきこもり支援講座

蟇田薫、古賀和香子、森裕子

2016/3/12

医療で働く心理職が知っておきたいこと

中嶋義文、桑原達郎

2016/3/12

「あいまいな喪失」の理論と援助：家族療法の視点から

石井千賀子、黒川雅代子

2016/3/13

神経発達症群と脳機能

小野次朗

2016/3/13

夫婦・家族関係の理解と援助の基礎

野末武義

2016/3/20

はじめての高次脳機能障害Ⅱ－成人編－～高次脳機能障害を神経心理学的に理解する～

中島恵子

倫理委員会

2015/6/14

臨床発達心理士としての倫理（1）

尾崎康子

倫理委員会

2015/11/1

臨床発達心理士としての倫理（1）

尾崎康子

2015/5/16

被災児心理支援～東日本大震災の体験から～

川越聡一郎

一般社団法人日本発達障害ネットワーク

一般財団法人日本心理研修センター

臨床発達心理士認定運営機構

2015/5/17

WISC-Ⅳの発達障害への臨床適用

岡田智

2015/11/28

RTI(Response to Instruction)モデルを用いた平仮名音読指導

関あゆみ

2016/2/21

臨床発達心理士の活動（実践報告会）

伊藤淳一、林祐輔

2015/5/30

自閉症スペクトラム障害者は視覚的にどのように空気を読んでいるのか？（研修1）
発達障害と運動の不器用さ（研修2）

佐竹真次（研修１）、増田貴人（研修２）

2015/10/10

「他職種連携を意識した支援に向けて」（研修1）
「他職種連携を意識した支援に向けての事例検討」（研修2）

齊藤純子

2015/12/19

「子ども主体の授業づくり（講演）」 （研修１）
「特別支援学校におけるティーム・ティーチング（シンポジウム）」（研修２）

名古屋恒彦、熊谷洋治、菊地一文、松本敏治

2016/1/30

「巡回相談から見る小中学校の特別支援教育の課題」

七木田敦、増田貴人

2015/6/13

子どもの発達の見方・かかわり方～感覚と運動の高次化と自我発達の視点から～

池畑美恵子

北海道支部

東北支部

日本発達心理学会東北地区懇話会

栃木支部

群馬支部
桐生市

茨城支部

2015/2/6

ＩＮＲＥＡＬ アプローチ入門～子どものより良きコミュニケーションを求めて～

畦上恭彦

2015/5/23

地域重視の実践：町から世界へ

毛塚恵美子、亀田良一

2016/11/7

共同注意と発達支援

陳省仁、遠藤利彦

2016/2/6

子どもとの関わりを見直す ～発達・障害・連携～

亀田良一

2015/5/31

臨床発達心理士として母子保健分野で何ができるか

鈴木佳奈、鈴木恵美子

2015/10/4

WISC-IV検査の解釈と支援update

大六一志

2016/2/28

悩みと病気の境界線－不登校・うつ・発達障害

山登敬之、大六一志、星茂行
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講師

2015/5/17

日本臨床発達心理士会埼玉支部2015年度第1回資格更新研修会
「赤ちゃんポストと緊急下の女性―未完の母子救済プロジェクト―」から学ぶ

柏木恭典

2015/6/21

気になる子どもの医療ケア

星野崇啓

2015/7/19

日本臨床発達心理士会埼玉支部2015年度第1回ミニ研究会
「ICFをいかに実践に活かすか」

茂井万里絵

2015/8/23

揺れる思春期

星野崇啓

2015/11/15

日本臨床発達心理士会埼玉支部2015年度第2回資格更新研修会
「子どもの貧困」

青砥恭

2016/2/24

発達障害支援に係る専門職合同研修
「乳幼児期・児童期の発達障害児を育てる親への支援
～理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士・臨床発達心理士の合同研修～」

中田洋二郎、鈴木清美

2015/5/24

小中学校における特別支援教育への転換と今後について
～小中学校はどう変わってきたのか。今後、専門職・臨床発達心理士に求められる役割とは～

鈴木彰典、小田島和枝、大槻美智子

2015/7/5

難聴のある子どもへの支援のあり方について

田原佳子

2015/10/25

①千葉支部10年のあゆみと今後について
②講演「人の心に寄り添う支援とは」

こんのひとみ、吉川正夫、中村晋

2015/11/28

合理的配慮と基礎的環境整備について

畔蒜秀彦

2015/2/7

「障害者権利条約」が目指す共生社会の実現

大内晋

埼玉支部

埼玉県福祉部福祉政策課

千葉支部

2015/2/7

乳幼児発達相談のスキルアップ講座

黒澤礼子、関口薫、松川節理子

2015/4/26

小中高校巡回相談・特別支援学校外部専門家対象 現任者研修 平成27年度１

森下由規子、富樫京子、昼間隆志

2015/6/28

「都の特別支援教育に関する施策と支部の取り組み」

市川裕二、月本由紀子、森下由規子、本谷あゆみ、荻原聖子

2015/6/28

臨床発達心理学の視点からみた実践研究

黒田美保

2015/6/28

『乳幼児期・学童期における臨床発達心理士のコンサルテーション業務について
～「過ごしの場」への訪問による支援で大切にしたいこと～』

小野里美帆

2015/6/28

2015年度 特別支援教育ネットワーク研修会 第1回目

上山雅久

2015/8/16

平成２７年度 小・中・高等学校巡回相談・特別支援学校外部専門員養成研修

田中秀雄、松村裕美、森下由規子、黒田美保、東敦子、榛谷都、仲
村照子、加茂るりゑ、星茂行

2015/9/29～ 平成２７年度 小・中・高等学校巡回相談・特別支援学校外部専門員養成研修
12/15
研修２（同行研修）

田中秀雄、松村裕美、森下由規子、黒田美保、榛谷都

2015/10/4

小中高校巡回相談・特別支援学校外部専門家対象 現任者研修 平成27年度２

市川裕二、松村裕美、森下由規子、竹谷志保子、小野里美帆、大
隈幸子、正田康恵

2015/10/31

特別支援教室臨床発達心理士等（巡回）研修

市川裕二、松村裕美、森下由規子、東敦子、星茂行、富樫京子、細
木俊明、竹谷志保子、堀友子、榛谷都、仲村照子、のき田智奈美、
田中秀雄

2015/11/23

2015年度 第２回 資格更新研修会 「虐待・不登校への支援」

東誠、東敦子、大谷洋子

2015/12/5

個性が育つ場をつくる－学校教育，スポーツ指導の現場から－

尾見康博、中澤篤史、東海林麗香、佐柳信男

2015/12/13

小中高校巡回相談・特別支援学校外部専門家対象 現任者研修 平成27年度３

桑原斉

2015/1/10

2015年度 第2回 子育て発達支援ネットワーク研修会
―認知発達の視点から、発達支援を考える―

田村満子、伊藤仁

2015/1/17

2015年度 第2回 特別支援教育ネットワーク研修会

宇賀神るり子

2016/3/13

特別支援教室臨床発達心理士等（巡回）研修

森下由規子、松村裕美、東敦子、星茂行、のき田智奈美、富樫京
子、細木俊明、堀友子、仲村照子

2016/3/21

特別支援教室臨床発達心理士等（巡回）研修

森下由規子、松村裕美、東敦子、のき田智奈美、細木俊明、榛谷
都、田中秀雄、竹谷志保子

2015/4/26

講演1：運動発達障害の理解と支援-特に精神発達面に焦点を当てて講演2：重い障害のある子どもとのコミュニケーションを考える

半澤直美、齊藤由美子

2015/12/20

講演：臨床家が知っておきたいＤＳＭ-５
分科会：テーマ別分科会による実践報告と意見交換

市川宏伸、トート・ガーボル、佐藤朋実、由谷るみ子、藺牟田洋美

発達障がい児・者への支援―高等部での実践を中心として―

新井豊吉

2015/11/28

知的障害児の青年期の発達と特別支援学校高等部専攻科の取り組み

辻正

2015/11/28

保育実践を通して「ごっこ遊び」を考える

河崎道夫

2016/3/13

幼児期から学齢期、青年期における、園・学校や施設現場等での愛着や発達の問題に対応するためのカウ
香野毅
ンセリングの基礎知識と具体的方法について

2015/5/17

保育者の専門性とジレンマ

酒井真由子

2015/5/17

保育について語り合う

高橋千鶴、永井弘子、岡田恵、齊藤勇紀、佐藤朗子

2015/11/8

一日研修テーマ 障害者差別解消法と合理的背理を考える
講演テーマ「障害者差別解消法から差別・権利を考える」

小出薫

2015/11/8

一日研修テーマ 障害者差別解消法と合理的背理を考える
講演テーマ「わたしの日常から見る合理的配慮」

周佐則雄

日本学校心理士会長野支部
一般財団法人特別支援教育士資格認定協
会S.E.N.Sの会長野支部会

2015/5/17

誰のためのＷＩＳＣ？～問題と検査結果と支援の関係を理解する～

大六一志

ＪＤＤnet ＪＤＤネットワークながの、日本学
校心理士会長野支部、一般財団法人特別
支援教育士資格認定協会S.E.N.Sの会長野
支部会、長野県自閉症協会、言語聴覚士
長野支部、臨床心理士会長野支部、チャイ
ルドドリーム、長野県 LD 等発達障害児・
者親の会よつ葉の会

2015/9/6

「ＡＳＤ（自閉スペクトラム症）への支援と連携」
「ＡＳＤからみた合理的配慮」（シンポジウム）

内山登紀夫、市川宏伸、田中雄一、本田秀夫

日本学校心理士会長野支部、長野県教育
カウンセラー協会

2015/10/17

「発達の遅れや偏りがある子どもの支援～自尊感情と幸せに生きる力～」

神尾敦男、安部博志

2015/11/23

「自閉症スペクトラムの治療教育」

蓑和巌

東京支部

日本発達心理学会国内交流委員会

神奈川支部

2015/6/7

東海支部

新潟支部

長野支部

2016/1/9

Vineland‐Ⅱ適応行動尺度 研修会

黒田美保

2016/2/7

愛着障害・発達障害への「愛情の器」モデルによる支援

米澤好史
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講師

2015/4/26

ワークショップ：臨床発達心理士会北陸支部のの活動実態と課題

藤澤和郎、水内豊和、河野俊寛、藤井真人

2015/4/26

不登校～子供たちの生きづらさを考える

本田徹

2015/8/9

面談で生かすカウンセリングテクニック：
①幼児・児童の保護者対象、②中高生本人対象、③成人・保護者対象

鈴木智子、藤井真人、滝口圭子、安岡惠子

2015/8/9

成人の発達障害の課題と支援：大学での修学支援，就労での障害者雇用

福田真也、水内豊和、西村優紀美

2016/2/7

事例検討会：
①ASD児の就労支援の一事例、②特別支援学校における障害児の兄弟支援の取り組みについて

千崎愛、為国順治、西村優紀美、嶋美紀、田島美奈子、菓子井佐
英子

2016/2/7

講演Ⅰ「特別支援教育における集団適応支援」
講演Ⅱ「特別支援教育における学習支援」
パネルディスカッション「特別支援教育における学習支援、集団適応支援」

相澤雅文、松村千里、河野俊寛、藤井真人、水内豊和、滝口圭子

北陸支部

滋賀支部、奈良支部

2015/5/16

愛着の諸問題について

荘厳舜哉

2015/12/12

新版Ｋ式発達検査2001を使った発達支援を充実させるために

清水里美

2016/2/13

「気になる」子どもに関する就学前の発達スクリーニング、就学前機関と小学校の連携と情報交換の必要性
トートガーボル
について

京都支部、奈良支部

2015/5/16

愛着の諸問題について

荘厳舜哉

滋賀県言語聴覚士会

2015/6/13

generationからdeganarationを、deganarationからgenerationを
～子どもから大人を、大人から子どもを学ぼう～

鈴木則夫、礒辺美也子

2015/10/17

「心の理論」の定型発達と非定型発達

子安増生

2015/11/28

2015年度滋賀支部地域専門職活動交流会

小澤美早子、山崎真義、岨中庸子、辻敬、鈴木則夫、澤靖子

2015 年度滋賀支部地域公開シンポジウム
「子どもと教師、地域を繋ぐ心理専門職―学校でのしごと、人々とのかかわり」

松嶋秀明、弥源治弘子、武藤百合、山本千華子、後藤真吾

2015/5/16

愛着の諸問題について

荘厳舜哉

2015/8/22

自閉症スペクトラム障害児への支援を発達的視点から考える

狗巻修司

2015/2/20

自己調整能力の発達と支援

松村京子

2015/5/30

発達上深刻な課題を抱えた青少年への理解と支援
－土井ホームの実践から－

土井高徳

2015/6/20

児童虐待と子育て支援～児童虐待予防の観点から～

桑原義登

2015/10/17

子どもの支援に役立つ応用行動分析

嶋崎まゆみ

2015/12/5

保護者相談（ピアカウンセリング）から見えたもの

是澤ゆかり

2015/1/23

発達臨床心理アセスメントの実際：WISC-Ⅳ移行に際しての留意点並びにCBCL、PARS等とWISCに現れる
ASD特徴との関連性とその臨床的適用

櫻井秀雄

2015/5/23

学童期に育つ言語能力とは何か：検査の作成過程から見えてくるもの

高橋登

2015/11/28

性的虐待の理解と支援

岡本正子

2016/2/27

包括的アセスメントと保護者支援

古田直樹

2016/5/31

エピソードで語る特別支援教育～現場が「動く」とき，学校では何が起きているのか～
（中国・四国支部第37回研修会）

青山新吾

2016/2/13

問題となる性行動を示す子どもの理解と支援（中国・四国支部第38回研修会）

野坂祐子

2016/2/14

読み書き支援の基礎理論（中国・四国支部第39回研修会）

村井敏宏

2015/5/23

発達臨床におけるコンサルテーションの理論と実際
－コミュニティ臨床の視点から－

若本純子、樋口陽子、田邊貴仁

京都支部

滋賀支部

2016/3/5
京都支部、滋賀支部
奈良支部

大阪・和歌山支部

兵庫支部

中国・四国支部
S.E.N.Sの会岡山支部会

九州心理学会第７６回大会

2015/11/15

子どもの自主性・主体性を伸ばす『勇気づけ』のコミュニケーション

川上洋生子、幸野千恵美、久恒由美、折笠国康、柴山謙二、吉村
匠平

日本発達心理学会国内研究交流委員会

2015/11/29

日本発達心理学会国内研究交流委員会 九州地区シンポジウム
「長崎で」気になる子を支援する

森野美央、井口均、松崎淳子、前田博志、吉田ゆり

一般社団法人日本発達障害ネットワーク
JDDネットワークかごしま

2015/12/6

教育・医療・福祉・保健のつながりを求めて

井上雅彦、肥後祥治、西育子、岩下大志、水流かおる、田中みゆ
き、平原かおり

九州・沖縄支部

（２）区分資格更新研修会一覧 【臨床発達心理士資格認定委員会認可の研修会】
主 催
日本コミュニケーション障害学会学術事業部
上智大学言語・聴覚研究センター

日
2015/8/2

黒字：臨床発達心理士資格 有 青字：臨床発達心理士資格 無
テーマ

講師

小児の構音障害の評価と指導の実際―聴覚判定と舌運動訓練

山下夕香里、武井良子

日本コミュニケーション障害学会

2015/10/24

口腔顔面領域の運動機能とその障害について－最近の知見と治療への応用

長谷川和子

日本コミュニケーション障害学会

2016/1/24

認知行動療法の理論と実際

嶋田洋徳

SV資格更新研修会一覧 【臨床発達心理士スーパーバイザー資格の更新研修会】
主 催

日

黒字：臨床発達心理士資格 有 青字：臨床発達心理士資格 無
テーマ

講師

2015/5/24

事例を通してスーパービジョンについて学ぶ

藤崎春代

2015/9/4

脳科学と発達臨床を繋ぐ

軍司敦子

臨床発達心理士認定運営機構 SV資格認定委員会

