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2016年度
（１）区分資格更新研修会一覧 【全国研修会・支部研修会等】
主催

共催／他団体

日本発達心理学会

日本心理研修センター

日本心理研修センター

日本臨床発達心理士会

日本発達心理学会

黒字：臨床発達心理士資格 有 青字：臨床発達心理士資格 無

日

研修会タイトル

講師

2016/4/29

東日本大震災がもたらしたものⅠ-震災から学んだことを将来に繋ぐには-

2016/4/29

理論と実践をつなぐ子どもの見方

2016/4/29

原発被害者の長期的支援を考えるⅡ

2016/4/30

東日本大震災後の継続的な心の支援の必要性について3 -被災地の心理専門職が考える、これから求め
られる子どもへの支援-

2016/5/1

幼児期から学齢期におけるコンサルテーション -臨床発達心理士に期待される支援-

2016/5/29

平成28年度 専門研修会（1） 障害者の権利擁護と心理職の課題

大塚晃

2016/7/9

インクルーシブ教育と合理的配慮

丹野哲也、安部博志

若年無業者の家族支援講座Ⅱ

蟇田薫、森裕子

高齢者領域における心理職へのニーズと必要とされるスキル～心理職の役割と課題～

加藤伸司、永山唯

思春期の心の理解と支援 -ひきこもりと自傷行為を中心に-

齋藤暢一朗、勝又陽太郎

夫婦・家族関係の理解と援助の基礎

野末武義

臨床経験に基づくストレス・トラウマ反応 ～震災ストレス症候群の見立てと遅発性PTSD～

蟻塚亮二、須藤康宏

発達障害と心理アセスメントの最新情報～教育の中で心理士に期待される専門性～

名越斉子

自閉症スペクトラムにおける大人への移行-認知、感情、行動面において

Dr.Katherine Loveland

2016/7/30～31

2016/8/7

2016/8/20～21 コミュニケーションと社会的スキルの発達支援2016

佐竹真次、中村晋、宮﨑眞、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

日本心理研修センター

2016/8/21

発達障害のある子どもへの小集団によるソーシャルスキルトレーニング

岡田智

「教育・発達」心理資格連絡協議会

2016/8/28

公認心理師は「教育・発達」支援にどう貢献するか？-課題と展望-

村瀬嘉代子、長谷川寿一、市川宏伸、森下平、石隈利紀、柘植雅
義、荘厳舜哉

障害者の就労施策と雇用現状と課題
大人の発達障害についての理解

日詰正文、山野かおる

発達障害者への就労支援と合理的配慮 ＝働くから働きたいへ 作業療法士の視点より＝

野崎智仁

日本発達障害ネットワーク JDD net

2016/8/28

発達障害者の就労等についての情報交換会
日本心理研修センター

日本心理研修センター

日本発達障害ネットワーク JDD net

日本臨床発達心理士会

日本発達障害ネットワーク JDD net

2016/9/18

発達障害のある子どもへの気付きと具体的な支援策～5歳児健診とディスレクシアの評価と指導法

小枝達也

2016/10/8

赤ちゃんの対人感覚の発達

大藪泰

2016/10/16

平成28年（2016年）度 専門研修会（2） 臨床経験に基づくストレス・トラウマ反応～震災ストレス症候群の見
須藤康広
立て～

2016/10/22

基礎研修会 アセスメントの基礎理論

川畑隆、高井直美

2016/10/23

応用研修会 発達障害と発達支援の研究動向

尾崎康子、トート・ガーボル

2016/11/6

発達障害のある人たちの性トラブルと支援を考える―触法行為を犯した人への司法・認知行動療法・リスク
深井敏行、山田恵太、平井威、堀江まゆみ
アセスメントアプローチから―

2016/12/4

＜2016年度JDDnet第12回年次大会＞
インクルーシブ社会の実現に向かって
～教育から就労へ、合理的配慮とは～
第１部：教育・就労・福祉の視点から

小林真理子、新保文彦、安達潤、井上雅彦

＜2016年度JDDnet第12回年次大会＞
インクルーシブ社会の実現に向かって
～教育から就労へ、合理的配慮とは～
第2部：医療・多職種連携・当事者団体の視点から

内山登紀夫、東條裕志、高山恵子、藤坂龍司、渡辺由美子

2016/12/11

思春期、青年期の発達とアディクション―親子関係・共依存、ネットアディクション、薬物犯罪から理解するア
香山雪彦、三原聡子、矢内彰
ディクションと発達の関係

2016/1/28

成人の発達障害者の多面的支援～最新の研究・臨床報告・現場での支援～

加藤進昌、金井智恵子、轡田遼平、横井英樹

教育現場における就労支援の現状と課題～学生相談の立場から～

渡辺 慶一郎

2017/2/19

・発達障害者の職業上の課題…働いて自立する生活の実現を支援するために…
・発達障害のある大学生等への就労支援
・発達障害者の就労等についての情報交換会

望月 葉子
香月 敬

2017/2/26

インクルーシブ教育システムの構築と合理的配慮

丹野 哲也、安部 博志

2017/3/4

プログラム第1「これからの心理職に対する教育研修の展開について考える」

岩壁 茂、石川 悦子、長岡 恵理、古谷 みどり、増沢 高、淵上 奈緒
子、江口 重幸

2017/3/5

プログラム第2「医療における公認心理師の課題」

宮岡 等、花村 温子、井上 勝夫、村瀬 嘉代子

2017/3/25

災害後の子ども支援～必要な対応と課題～

2017/3/26

東日本大震災後の継続的な心の支援の必要性について4～被災地の子どもとその支援者への長期的な支
援方略の構築を目指して～

2016/7/17

臨床発達心理士としての倫理

寺井朋子

2016/10/16

臨床発達心理士としての倫理と子どもの権利

斉藤こずゑ

2017/3/25

これからの臨床発達支援の独自性と専門性

2017/3/26

公認心理師法成立後における発達心理学の専門性2

2016/5/14

これからの臨床発達心理士が目指す役割
～臨床発達心理士会北海道支部のこれまでとこれから～

堀内ゆかり

2016/5/15

語用と会話のアセスメントと支援

藤野博

2016/12/11

自閉スペクトラム症の支援をめぐるこれからの方向性

萩原拓

2017/2/19

実践検討会

龍島秀広、石川和男

2016/5/28

研修１「相談機関の連携を模索する宮城県の試み―まなウェルみやぎの教育相談部門から―」
研修２「高等教育機関における障がい学生支援の取組」

橋本信也、菊池紀彦

2016/8/6

研修１「強度行動障害の行動変容法」
研修２「特別支援学校に在籍する強度行動障害を伴う児童生徒への支援に関する事例検討」

杉山雅彦、高橋昇、堺澤修

日本心理研修センター

日本発達心理学会

臨床発達心理士認定運営機構
日本発達心理学会

北海道支部

日本行動療法学会

日本保育保健協議会

2016/10/15

「保育施設におけるケア」―震災からこれまで、そして明日へ

畑山みさ子、八木淳子、音山若穂

日本保育保健協議会

2016/10/16

親の言葉でこんなに変わる子どもの育ち―IS（非認知的能力）を育むコミュニケーションのあり方

汐見稔幸

2016/11/19

震災5年後において被災地の子どもの心理発達支援に求められていること

平井美弥、大和田綾子、足立智昭

日本発達心理学会東北地区懇話会

2017/2/11

知能検査と実践を橋渡しするアセスメントのあり方について

大六一志

弘前大学教育学部附属特別支援教育セン
ター

2017/3/11

子どもたちの「主体的・対話的な深い学び」を引き出す援助を探る

松井剛太、栃内伸子、奈良理央、藤川雅人、増田貴人

東北支部
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（１）区分資格更新研修会一覧 【全国研修会・支部研修会等】
主催

共催／他団体

黒字：臨床発達心理士資格 有 青字：臨床発達心理士資格 無

日

研修会タイトル

講師

2016/7/2

日光市の児童発達支援について～就学前のケースを中心として

山崎育

2017/3/12

発達心理学視点に立ったWISC－Ⅳの活用支援

大六一志

2016/5/28

臨床の現場からの報告

山田智子、小竹利夫

2016/11/5

日本臨床発達心理士会群馬支部主催一般公開シンポジウム「生活に基づく発達支援のあり方」

安達潤、吉井勘人

2016/5/22

事例検討会 学童期，青年期

大六一志、穂積妙子、内田幸枝、安藤みゆき、千本恵子、星茂行、
河村要和

2016/10/16

発達性読み書き障害児の支援方法の最新動向

宇野彰

2016/12/23

事例検討会 学童期 －個別の教育支援計画作成－

大六一志、穂積妙子、安藤みゆき、千本恵子、星茂行、河村要和

2017/2/26

読みにつまずきのある子どもへの指導―多層指導モデルMIMを用いて―

海津亜希子

2017/3/18

事例検討会 学童期 ―個別の教育支援計画作成―

大六一志、安藤みゆき、千本恵子、星茂行、河村要和

2016/4/3

南相馬 愛愛保護者のママレク

藤井加代子

2016/5/28

平成２８年度臨床発達心理士会埼玉支部第１回さいたまっぷラウンジ・第１回資格更新研修会

奥山力、瀬尾亜希子、秋庭里美

2016/7/3

学習会「就学に向けて」

金谷京子

2016/7/17

2016年度第1回ミニ研修会 「合理的配慮の実際」

中原みゆき

2016/10/15

合理的配慮の実践～幼児期を中心に～

金谷京子、藤沼りつ子

2016/10/16

気になる子の子育て～先輩保護者の経験から～

菅野友美子

日本臨床発達心理士会

2016/12/18

新版K式発達検査を活用したアセスメント

三宅篤子

埼玉県福祉部福祉政策課、埼玉県臨床心
理士会、埼玉県作業療法士会、埼玉県言
語聴覚士会、埼玉県理学療法士会

2017/2/19

発達障害支援に係る専門職合同研修
朝倉新、県立精神医療センター児童思春期病棟スタッフ、県立け
「児童・思春期精神科医療と多職種連携による発達障害児支援 ～理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・
やき特別支援学校伊奈分校教諭
臨床心理士・臨床発達心理士の合同研修～」

2016/5/22

「障害者権利条約」と教育～千葉県におけるインクルーシブ教育システムの構築に向けての取り組み～

畔蒜秀彦、古山勝

2016/7/3

見ることに困難のある子どもへの理解と支援

杉山理恵子、鈴木明美

2016/10/23

①国家資格・公認心理士に関する最新情報と今後
②インクルーシブ教育と就学相談・就学先決定について

荘厳舜哉、根本敦

2016/10/23

乳幼児発達相談のスキルアップ講座PartⅡ ～就学前幼児へのアセスメントと支援～

真鍋健、齋藤順子、實川慎子

2016/11/26

LGBTsの理解と支援

津吹哲男

2016/2/12

WISC-Ⅳ知能検査の解釈と支援～合成特典の解釈と支援法を中心に～

大六一志

2016/5/15

平成２８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、他

2016/5/29

第１回資格更新研修会

原恵子

2016/5/29

ネットワーク研修会：発達臨床研究・子育て発達支援NW（合同）研修会

尾崎康子

2016/5/29

ネットワーク研修会：気になる子どもの保護者対応について－保護者との接し方・理解の求め方・伝えるタイ
田中雅子
ミング－

2016/10/23

こどもの支援に活きる発達心理学－ピアジェとヴィゴツキーから学ぶ認知発達支援の条件－

田島信元

2016/12/3

発達臨床研究ネットワーク研修会「情動の問題と発達障害」

長汐道枝、石坂光敏、東敦子

2017/1/15

環境との相互作用と子どもの育ち～感覚統合の視点から～

酒井康年

2017/1/27

インシデントプロセス法を使った事例検討会

宇賀神るり子

2016/6/12

2016年度 神奈川支部 第1回研修会・総会

星山麻木、牛島智子、河村恵美、市川洋子、小林しのぶ

2016/12/11

2016年度神奈川支部第2回研修会

樋口進

2016/5/22

発達障害の理解と発達障害の特性がある子どもの早期の気づき・保護者を含めた支援

中島正夫

2016/10/30

東海支部主催 第37回資格更新研修会

小池敏英

2017/3/19

東海支部主催 第38回資格更新研修会

川口正義

2017/5/15

障害のある人と社会をつなぐ新たな人材育成に向けて

舩山健二、小出薫、有川宏幸

2016/11/13

ディスレクシアの学びはどのようにアクセスされるのか

神山忠

2016/5/21

地域のシステムを基盤とした乳幼児の発達支援

赤塚正一、高橋佳子、小林文子、三木郷子、田中秀明

長野県ガイダンスカウンセラー会（日本ス
クールカウンセリング推進協議会）

2016/10/10

午前『ガイダンスカウンセリングの考え方と実践』
午後『「チーム学校」と地域連携』

石隈利紀

日本学校心理士会長野支部

2016/10/23

みんなでつくる みんなの学校

木村泰子

日本学校心理士会長野支部

2016/10/29

「行動と学習に関する基礎調査票」と「評価シート」による実践
～子どもたちの特性を知り誰もが適切な支援者になるように～

黒澤礼子

JDDnetながの

2016/11/23

合理的配慮の向上をめざして 読めなくても、書けなくても、勉強はできる！学習障害を知っていますか？

竹田契一

長野県ガイダンスカウンセラー会

2017/1/21

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

2016/4/24

臨床発達心理士会北陸支部 活動実態と今後の課題

西村優紀美、水内豊和、藤澤和郎、滝口圭子

2016/4/24

障害のある児童生徒への差別禁止と合理的配慮の提供（ICT利用の観点からの理解）

近藤武夫

2016/8/7

事例検討会

和田充紀、澤田美佳

2016/8/7

知的・発達障害者の適応行動の評価と支援

久保典枝、水内豊和

2016/12/4

「発達障害の理解と対応」
「思春期・青年期の発達障害児者への支援と連携について」

杉山登士郎、伊原豊志

栃木支部

群馬支部

茨城支部

埼玉支部

千葉支部

東京支部

神奈川支部

東海支部

新潟支部

長野支部

北陸支部
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（１）区分資格更新研修会一覧 【全国研修会・支部研修会等】
主催

共催／他団体

黒字：臨床発達心理士資格 有 青字：臨床発達心理士資格 無

日
2016/5/14

研修会タイトル
学齢期における発達の諸課題について

講師
相澤雅文

日本臨床発達心理士会

2016/8/6～7 SCERTSセミナー2016 in Kyoto 基礎理論編

仲野真史、西山剛司

日本臨床発達心理士会

2016/8/8～9 SCERTSセミナー2016 in Kyoto 実践編

仲野真史、西山剛司

京都支部
2016/10/1

京都支部主催2016年度事例検討会（パイロット研修会）

西山剛司、荘厳舜哉

2016/12/10

WISC-Ⅳを活用した発達支援

大六一志

2017/2/25

子どもと環境との関わりを考える
‐作業療法士の視点にもとづく感覚・知覚・認知‐

松島佳苗

2016/5/7

社会性という観点からみた精神疾患の病態理解

村井俊哉

2016/6/4

子どもの描画と子ども理解

少徳仁

2016/10/1

2016年度地域公開講演会「学習障害の理解と支援」

宇野彰

2016/11/3

第３回KidsLocoワークショップ

小西行郎、ColeGalloway、繁成剛

2017/2/5

2016年度滋賀支部地域専門職活動交流会

大島剛、平野美香、大城徳子

2016/5/28

学力・情動知能・自尊感情の育成-随伴経験に基づく総合的指導の重要性

豊田弘司

2016/8/20

大学における発達障がい学生の支援について

阿久さやか、山本智子

2017/2/18

気になる子どもの理解と支援

伊丹昌一

2016/5/28

非行と発達障害 ～支援のあり方を中心に～

藤川洋子

和歌山県・和歌山県教育委員会・田辺市

2016/6/25

愛着障害の理解と愛着の問題を抱えるこどもへの支援 －実践編－

米澤好史

日本発達心理学会国内研究交流委員会

2016/11/12

ひきこもりと生きる社会―自立と支援を考える―

Björn-OleKamm、岩田光宏、多田和外、森下徹、境泉洋

2016/12/17

学校園における子どもの実態把握について

山田義則

2017/2/4

言語聴覚士がおこなう“子どもの言語療法”

國吉京子

2016/5/28

「こころの手あて、からだの手あて～今、特別支援教育に求められているもの～」

中尾繁樹

2016/11/26

発達障がい児の睡眠

谷池雅子

2017/2/18

認知機能の定型発達と非定型発達

子安増生

2016/5/21

発達障害支援における臨床発達心理士の役割～地域を基盤とした早期支援の実践から～

藤田久美

2016/7/9

ADHDのある子どものための包括的支援を学ぶ

山下裕史朗、高橋恵美子

2017/2/12

発達につまずきのある子どものコミュニケーションを育てる支援

東敦子

2016/5/28

読み書きの学習障害と支援

雲井未歓

2016/6/25

新版K式発達検査の活用 基礎編

大谷多加志

2016/11/6

新版K式発達検査の活用 応用編

清水里美

北九州市、北九州市福祉事業団発達障害
者支援センター「つばさ」

2016/11/6

発達障害児者の二次障害を考える

近藤直司、要斉、福崎はる

九州心理学会

2016/12/4

障害児・者とかかわる

花田利郎、井上哲雄、野口幸弘、松山郁夫

一般社団法人日本発達障害ネットワーク、
JDDnetワークかごしま

2016/12/11

就労につながる切れ目のない支援 ～子育て時期から考える～

梅永雄二、肥後祥治、松下和佳子、志和地宏治、川内崇司、市川
宏伸

日本発達心理学会国内研究交流委員会

2016/12/18

日本発達心理学会九州地区シンポジウム“放課後の子どもの育ち”を豊かにするために～多種多様な実践
松本信一、田島真実、岡花祈一郎、緒方泉、南博文
から考える～

滋賀支部
Kids Loco Project

奈良支部

大阪・和歌山支部

兵庫支部

中国・四国支部

島根県立大学短期大学部

九州・沖縄支部

特別支援教育推進本部

九州自閉症研究協議会

2017/3/4

九州自閉症研究協議会 第41回長崎大会 自閉スペクトラム症児・者の共同支援-医療・教育・福祉の視点
田中真理、今村明
から-

東京支部

2016/5/15

平成28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

東京支部

2016/8/21

特別支援教室巡回相談心理士養成研修

東京支部

2016/12/11

特別支援教室巡回相談心理士養成研修

東京支部

2017/2/19

特別支援教室巡回相談心理士養成研修

島添聡、細木俊明、森下由規子、榛谷都、松村裕美

東京支部

2017/3/12

特別支援教室巡回相談心理士養成研修

島添聡、細木俊明、森下由規子、榛谷都、松村裕美

島添聡、細木俊明、森下由規子、榛谷都、加茂るりゑ、正田、田中
秀雄、仲村照子、星茂行、堀友子、三宅篤子、松村裕美
島添聡、細木俊明、森下由規子、榛谷都、加茂るりゑ、正田、田中
秀雄、のき田智奈美、星茂行、堀友子、三宅篤子、松村裕美

（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
日本発達心理学会

日
2016/4/30

日本発達心理学会 発達障害分科会

田中秀雄、松村裕美、森下由規子、加茂るりゑ、榛谷、大隈、細木

黒字：臨床発達心理士資格 有
テーマ

公認心理師法成立後における発達心理学の専門性

2016/8/10～11 SCERTSセミナー2016 in Tokyo

講師
遠藤利彦、秦野悦子、本郷一夫
吉田仰希、仲野真史、西山剛司

日本コミュニケーション障害学会

2016/8/21

小児の吃音：アセスメントと指導・支援

小林宏明

日本コミュニケーション障害学会

2016/12/3

臨床に役立つ研究法と統計

板口典弘

日本コミュニケーション障害学会

2017/1/21

失語症臨床における認知神経心理学的アプローチ

長塚紀子、水田秀子

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

青字：臨床発達心理士資格 無

黒字：臨床発達心理士資格 有
テーマ

青字：臨床発達心理士資格 無

講師

2016/7/3

臨床家としての力量形成を支援するスーパービジョン

藤崎春代

2016/9/9

スーパーバイザーの役割とスーパービジョンのあり方～臨床発達心理士としての専門性を高めるために～

秦野悦子

臨床発達心理士認定運営機構 SV資格認定委員会

