2019年度支部総会予定一覧
北海道支部
日時
会場

5月11日（土） 13：00～14：00（受付開始12：30）
札幌市生涯学習センター ちえりあ ２階大研修室

▶札幌市西区宮の沢1条1丁目1－10
14：30～17：30／受付開始14：15 【１ポイント】
「『気になる』子どもの発達的特徴の理解と支援の方向性」
同日開催の 講師 本郷一夫氏（東北大学大学院教育学研究科）
研修会予定 5月１２日（日） 9：30～12：30／受付開始9：15 【１ポイント】
「『気になる』子どもの発達アセスメントと支援計画の立案」
講師 本郷一夫氏（東北大学大学院教育学研究科）

東北支部
日時
会場

5月18日（土） 12：45～13：15（受付開始12：00／情報交換12：30）
東北大学川内南キャンパス 文化系総合講義棟 A203教室

▶宮城県仙台市青葉区川内27-1
12：30～16：30／受付開始12：00 【１ポイント】
同日開催の
研修会予定 「発達的観点に基づく支援計画の立案」
講師 本郷 一夫氏（東北大学大学院教育学研究科）

栃木支部
日時
会場

5月11日（土） 13：00～13：30
國學院大學栃木短期大学

▶栃木県栃木市平井町608番地
13：40～16：40／受付開始13：25 【１ポイント】
同日開催の
研修会予定 「読み書きに関する実践的指導方法について」
講師 冨永由紀子氏(鹿沼市立みなみ小学校)、田島成子氏(元栃木県内の公立小学校教員)、青柳都己代氏(壬生町立壬生東小学校)

群馬支部
日時
会場

5月11日（土） 13：00～13：30（受付開始12：40）
ファイナンシャル・プランニングサービス会議室

▶群馬県高崎市矢中町617-1 合同会計研修センター
同日開催の 開催予定
研修会予定

茨城支部
日時
会場

4月30日（火） 16：15～16：45
茨城県総合福祉会館 中研修室

▶茨城県水戸市千波町1918
同日開催の 開催予定
研修会予定

埼玉支部
日時
会場

5月12日（日） 12：20～12：50（受付開始12：00）
さいたま市大宮ソニック市民ホール 第３集会室（４０３）

▶さいたま市大宮区桜木町1-7-5（大宮駅西口より徒歩3分）
同日開催の 開催予定
研修会予定
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千葉支部
日時
会場

5月12日（日） 12：30～12：50
千葉大学西千葉キャンパス 教育学部1号館大会議室

▶千葉市稲毛区弥生町１－３３
9：30～12：30／9：00受付開始 【１ポイント】
同日開催の
研修会予定 「児童虐待への対応・支援と虐待を受けた子どもへの援助について」
講師 増沢高氏 (子どもの虹情報研修センター 研修部長)

東京支部
日時
会場

6月2日（日） 11：30～12：00（受付開始11：25）
AP浜松町 D＋E＋Fルーム

▶東京都港区芝公園２－４－１芝パークビルB館地下1階
同日開催の 開催予定
研修会予定

神奈川支部
日時
会場

5月19日（日） 12：35～13：00
鎌倉女子大学大船キャンパス教室棟２階
▶神奈川県鎌倉市大船6-1-3
9：30～12：30／受付開始9：00 【１ポイント】
2019年度 神奈川支部 第１回研修会【講演会】
「不器用な子どもの評価と支援～体験を通して苦手さを共感的に理解する～」
講師 松本政悦氏（よこはま港南地域療育センター 作業療法士）

同日開催の
研修会予定 14：30～16：00／受付開始14：00 【0.5ポイント】
2019年度 神奈川支部 第2回研修会【分科会】

講師 事例検討会：荒井はるか氏（特定非営利活動法人 grand-mere）
分科会1：永野和秀氏（横浜市立二つ橋高等特別支援学校）
分科会2：トート・ガーボル氏（相模女子大学）

東海支部
日時
会場

5月11日（土） 13：00～13：50（受付開始12：30）
椙山女学園大学教育学部 B307

▶愛知県名古屋市千種区星が丘元町17-3
14：00～17：20／受付開始13：50 【１ポイント】
同日開催の
研修会予定 東海支部主催第45回資格更新研修会「子ども達の健やかな発達を促す」
講師 神山忠氏（岐阜市立鶉小学校 主幹教諭）

新潟支部
日時
会場

5月25日（土） 12：15～13：00
新潟青陵大学 1301講義室

▶新潟県新潟市中央区水道町1-5939
10：00～12：00／受付開始9：30 【0.5ポイント】
同日開催の
研修会予定 「『学びの物語』作成による障害児保育実践について」
講師 吉川和幸氏（帝京科学大学）
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長野支部
日時
会場

4月13日（土） 12：20～13：20（受付開始12：00）
松本市勤労者福祉センター 301会議室

▶長野県松本市中央４丁目７番２６号
14：00～17：15／受付開始13：30 【１ポイント】
同日開催の 2019年度第１回 長野支部主催資格更新研修会
研修会予定 「生涯発達における『トラウマ』の問題 ーケアの原点としてのアタッチメントー」
講師 武田達也氏（長野県立こころの医療センター駒ヶ根）

北陸支部
日時
会場

5月26日（日） 14：40～15：10（受付開始14：30）
石川県金沢大学サテライト・プラザ 2階講義室

▶石川県金沢市西町三番丁16番地 金沢市西町教育研修館内
10：30～12：00、13：00～14：30／受付開始10：00 【１ポイント】
「就学前後の子どもの数量能力の発達と手指の関連性」
同日開催の 講師 浅川淳司氏（金沢大学）
研修会予定 15：20～16：50／受付開始15：10 【0.5ポイント】
「臨床発達心理士会北陸支部 活動実態と今後の課題」
講師 嶋美紀氏（石川県立いしかわ特別支援学校）

京都支部
日時
会場

4月21日（日） 16：15～17：00（受付開始16：00）
京都教育大学 F棟F16講義室

▶京都府京都市伏見区深草藤森町1番地
13：00～16：00／受付開始12：30 【１ポイント】
同日開催の
研修会予定 「大規模災害発生後の心理プロセスと、子どもと支援者への心理支援について」
講師 平野幹雄氏 （東北学院大学）

滋賀支部
日時
会場

5月12日（日） 16：40～17：50（受付開始13：00）
能登川コミュニティセンター 学習室

▶滋賀県東近江市躰光寺町262番地
13：30～16：30／受付開始13：00 【１ポイント】
同日開催の
研修会予定 「発達障害の脳内メカニズムを考える」
講師 乾敏郎氏（追手門学院大学心理学部・教授）

奈良支部
日時
会場

5月18日（土） 16：30～17：00
奈良女子大学

▶奈良市北魚屋町
同日開催の 開催予定
研修会予定

大阪・和歌山支部
日時
会場

5月12日（日） 16：15～17：00（受付開始16：00）
大阪教育大学天王寺キャンパス 西館ホール（西館107号室）

▶大阪府大阪市天王寺区南河堀町4-88
13：00～16：00／受付開始12：30 【１ポイント】
同日開催の
研修会予定 「発達性読み書き障害の理解と支援」
講師 三盃亜美氏（大阪教育大学教育学部 講師）
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兵庫支部
日時
会場

5月12日（日） 13：15～13：45（受付開始12：45）
神戸市教育会館 大ホール

▶兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目10-5
13：50～16：50／受付開始13：20 【１ポイント】
同日開催の
研修会予定 「SCERTSモデルを適用した、ASDのある人への包括的な支援」
講師 西山剛司氏（京都教育大学特別支援教育臨床実践センター）

中国・四国支部
日時
会場

5月26日（日） 13：00～14：00（受付開始12：30）
岡山大学教育学部東棟２階 1201室

▶岡山県岡山市北区津島中３-１-１津島キャンパス
同日開催の 開催予定
研修会予定

九州・沖縄支部
日時
会場

5月11日（土） 12：30～13：30（受付開始12：00）
大博多ビル1120会議室

▶福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル11F
同日開催の 開催予定
研修会予定
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