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黒字：臨床発達心理士資格　有　青字：臨床発達心理士資格　無

主催 共催／他団体 日 研修会タイトル 講師

埼玉支部 2018/7/28
発達性トラウマと愛着の理解―災害後の長期的支援や危機介入時の臨
床発達心理士としての専門性確立に向けて―

西澤哲

2018/8/18～19 コミュニケーションと社会的スキルの発達支援 佐竹真次、関戸英紀、亀田良一、中村晋、若井広太郎、森澤亮介

一般財団法人　日本発達
心理学会　国際研究交流
委員会

2018/9/2 児童・生徒におけるアタッチメントのメンタルヘルスに及ぼす役割 Prof. Kathryn A. Kerns

一般社団法人日本発達障
害ネットワーク

2018/9/30 発達障害支援人材育成研修会2018（前期） 市川宏伸、富樫京子、有川真弓、田中真寿美

2018/10/28
認知能力と社会適応能力―ウエクスラー検査（WPPSI,WISC,WAIS)と社会
適応検査（Vinland社会適応能力検査）―

岡崎慎治、萩原拓

2018/11/11 保育巡回相談をめぐって～配慮の必要な園児の発達支援～ 秦野悦子、根岸由紀、森正樹、金谷京子

2018/11/18 基礎研修会（仙台） 臨床発達心理士としての基礎 本郷一夫、足立智昭

2018/12/1
臨床発達心理士としての心理検査の実施・活用法を学ぶ（中級）―自閉
スペクトラム症診断のゴールドスタンダードADOS-2検査―

黒田美保

一般社団法人日本発達障
害ネットワーク

2018/12/2 2018年度 JDDnet 第14回年次大会 東條裕志、市川宏伸、内山登紀夫、小林真理、日詰正文、今井忠

2018/12/23
自閉スペクトラム症者への新しい介入への期待―ロボットによる治療を中
心に―

熊崎博一

2018/1/5

学校卒業後における障害者の多様な学習活動を総合的に支援するため
の実践
「《ySOTSEC-ID》性的問題行動（HSB）を示す知的・発達障害のある青少
年と保護者向けのグループ治療の実践に向けて－障害のある青年成人
へのセルフ・アドボカシー支援に向けたキャリア教育と地域包括支援プロ
グラム」

堀江まゆみ、平井威、深井敏行

一般社団法人日本発達障
害ネットワーク

2019/1/27 2018年度 発達障害支援人材育成研修会（後期）in静岡 小林繁一、濱島努、田中容子、後藤智行

2019/2/3 子育て支援活動における発達の視点と臨床発達心理士の役割 當眞千賀子、堀内ゆかり

2019/2/10 午前「認知症の心理学　基礎編」、午後「認知症の心理学　支援編」 佐藤眞一

2019/3/17 自閉症支援において親子の関係性の 何を支援すべきか？

2019/3/17 自然災害直後における子どもと支援 者の心理支援と今後の課題

2019/3/18
発達を支援するとは何を支援することか―実践現場における発達心理学
の役割

2019/3/19
発達支援を通した実践研究をどのように進めるか―臨床発達心理士とし
ての専門性を深化させるために―

2018/6/24 臨床発達心理士としての倫理 寺井朋子

2018/10/14 臨床発達心理士に求められる倫理 星茂行

2018/5/12
ことばの問題と読み書きの関係性：学習障害特性を持つ子どもへのライフ
ステージに沿った対応

蔦森英史

2018/5/13
WISC-Ⅳ知能検査結果と発達支援実践の橋渡し　―つまずきの原因の理
解と対応の提案―

大六一志

2019/2/16
実践報告：発達障がい等に対応する通級指導教室「まなびの教室」での
アセスメントから指導へ

山下公司

2019/2/16 臨床発達心理士のアセスメントと支援の実際（事例報告） 千葉道代、河内哲也

2018/6/2 社会性の発達支援における臨床発達心理士の専門性 本郷一夫

弘前大学教育学部附属特
別支援教育センター

2018/8/20
ヴィゴツキーとルリアの高次精神機能に関する理論から発達障害のある
子供への関わりへ　－DN-CASによるアセスメントと支援－

前川久男

JDDnetいわて 2018/10/7 発達障害をめぐる近年の動向 市川宏伸、佐藤匡仁

JDDnetいわて 2018/10/7 シンポジウム「岩手県内における発達障がい者の就労を考える」 鈴木潔、小林和信、田代拓之

日本発達心理学会東北地
区懇話会

2018/10/27 感情の発達と発達支援 遠藤利彦

2019/1/12 発達障害児の社会性とコミュニケーションの支援 藤野博

2018/5/26 3.11後の「対話と協働」 ～演劇、探究学習を通した子どもたちの成長～ 丹野純一

2018/1/12 気になる子の視点から保育を見直す 久保山茂樹

2018/5/26 貧困の基礎的理解と臨床発達心理学的理解 宮内洋

群馬県教育委員会 2018/11/17
群馬支部主催2018年度一般公開研修会「『不登校』をどう支えるか：フ
リースクールの現状と教育機会確保法から考える」

中村国生

2018/12/22
群馬支部主催　第３回　アセスメント研修会
日本版Ｖｉｎｅｌａｎｄ－ⅠⅠ適応行動尺度の概要と活用

森裕幸

2018年度

栃木支部

群馬支部

（１）区分資格更新研修会一覧　【全国研修会・支部研修会等】

臨床発達心理士認定運営機構

北海道支部

東北支部

日本発達心理学会　第30
回大会内シンポジウム

日本臨床発達心理士会
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黒字：臨床発達心理士資格　有　青字：臨床発達心理士資格　無

主催 共催／他団体 日 研修会タイトル 講師

2018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】

2018/5/6 事例検討会 幼児期　―個別の教育支援計画作成― 大六一志、和田あさ

2018/10/21 不登校の心の寄り添い、育ち・学びを支えるために 小野村哲、北村直子

2019/1/14
2019/2/2

発達性デスレクシアの検査法とその支援 宇野彰

2019/2/3 発達臨床の視座から見るアタッチメント 遠藤利彦

2019/3/21 「発達性デスレクシアの検査法とその支援」おさらい会 大六一志

2018/5/27 第1回埼玉支部主催研修会 岡本吉生

2018/7/8
第２回埼玉支部主催研修会
「不登校の子どもへの具体的な支援～専門職としてできること～」

岩澤一美

2018/12/16
さいたマップラウンジ「WISC-Ⅳの具体的な活用方法２　～事例から支援
方法や教材を考える～」

小林玄

埼玉県 2019/1/27
発達障害支援に係る専門職合同研修～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～

三原聡子

2018/5/27 発達性読み書き障害について 宇野彰

2018/7/1 ムーブメント教育による子どもの発達支援について～実践編～ 松川節理子

2018/10/28 乳幼児期の発達のアセスメントと支援～新版K式発達検査等について～ 弓削晃一

2018/10/28 学級の中の気になる子の支援～個の支援とクラスづくりから～ 漆澤恭子

2018/12/8 ネット依存、ゲーム依存のメカニズムと対応 北湯口孝

2019/2/3
発達検査結果をよりよい支援につなげるためには
－新版K式発達検査を用いたケーススタディと解釈の方法－

藤川志つ子、斎藤順子、佐々木郁子

2018/5/27
全体テーマ『支援者支援』
第1回資格更新研修会「家庭と支援者の連携を支援する」
およびネットワーク研修会

中田洋二郎、福丸由佳、河内美恵

2018/11/11 2018年度第2回資格更新研修会　愛着障害の正しい理解と発達支援 近藤清美、大谷洋子、藤岡孝雄

2019/1/20 特別支援教育NW研修会「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

2019/1/27 自閉スペクトラム症と身体感覚～基礎研究を現場で活かす～ 浅田晃佑

2018/5/20 2018年度神奈川支部第1回資格更新研修会 中垣真通

2018/12/16 2018年度神奈川支部第2回研修会 佐藤久美、上出香波、諏方智広、竹本弥生

2018/12/16 2018年度神奈川支部第3回研修会 萩庭圭子、浦野涼子、松尾千絵

2018/5/27
東海支部主催第42回資格更新研修会「マインド・ブラインドネス社会をつ
なぐ」

荘厳舜哉

2018/11/11 若者のネット依存について 池田英二

2019/3/24 東海支部主催第44回資格更新研修会 舩越高樹

2018/5/19 障害のある子どもは就学前施設で何を学ぶのか 齊藤勇紀

2018/10/27 “脳システム論”に基づく個別支援計画の作成 東條惠

2019/2/2
包括的発達支援システムの実践とこれから ―障害の発見からペアトレ、
療育そして就学支援まで―

立田幸代子

2018/5/19 教育相談におけるチームコンサルテーションの実際 宮内かつら、古瀬英之、赤塚正一

2018/8/11 事例検討会「学校支援における相談支援活動の実際」 宮内かつら

2018/9/22 K-ABCⅡ自主研修会 木内きよみ

JDDネットワーク 2018/9/22
2018 JDDnetセミナーinながの「発達障害者の多様な働き方」
 ～知りたい！支えたい！それぞれの就労～

知名青子、柿島滋、岩松勝、米山研史、市川宏伸

2018/10/14 生涯発達の中のアタッチメント―大人の精神科臨床から見えてくるもの― 武田達也

2018/10/28 「WISCⅣ検査」自主研修会 第１回 宮内かつら・古瀬英之

2018/11/17 「WISCⅣ検査」自主研修会 第２回 宮内かつら・古瀬英之

坂城町教育委員会 2018/12/1 K-ABCⅡ自主研修会 木内きよみ

坂城町教育委員会 2019/2/9 K-ABCⅡ自主研修会 木内きよみ

千葉支部

東京支部

神奈川支部

東海支部

茨城支部

新潟支部

長野支部

埼玉支部
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黒字：臨床発達心理士資格　有　青字：臨床発達心理士資格　無

主催 共催／他団体 日 研修会タイトル 講師

2018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】

2018/4/22 臨床発達心理士会北陸支部 活動実態と今後の課題 滝口圭子、水内豊和、鈴木智子

2018/4/22 臨床発達心理士の役割とは？ 西村優紀美、菓子井佐英子、嶋美紀

2018/7/15 発達障害の包括的アセスメントと支援1 黒田美保

2018/7/15 発達障害の包括的アセスメントと支援2 黒田美保

2018/12/2 子どもの問題行動（非行）や被害に係る法・制度と支援の実際 稲木友代

2018/12/2 事例検討会 藤井真人

2018/5/12
支部主催第1回資格更新研修会「アメリカでのフィールドワークから見えて
くるこれからのインクルーシブ教育」

赤木和重

2018/7/21 身体感覚を楽しめる感覚運動機能の発達とその成長を促す支援 トート・ガーボル

2018/10/20 京都支部主催　事例報告会 北沢喜晴、亀口公一、遠藤美行、安田志津香

2018/12/9
京都支部主催　第3回資格更新研修会
KABC-Ⅱ検査結果と発達支援実践の橋渡し

大六一志

2019/2/16
京都支部主催　第4回資格更新研修会
感覚プロファイルを用いた感覚処理のアセスメント

岩永竜一郎

2018/5/20 2018年度第1回資格更新研修会 松村齋

2018/7/21 ADHDの子どもの理解と心理教育的支援 芦谷道子

2018/10/14
滋賀支部2018年度地域専門職活動交流会（第3回支部主催資格更新研
修会）「家族療法ワークショップ」

団士郎

2019/1/27
2018年度地域公開講演会「家族支援と愛着〜家族と支援者のよりよいコ
ミュニケーションのために〜」

倉石哲也

2018/5/19 ライフサイクルを通したASDの発達的理解と支援 玉村公二彦、山口歩

2018/8/11 子どもの発達と感覚統合 高畑脩平

2019/3/2 高校を卒業するまでに身につけておいてほしいこと 中屋ひろ子、下村宏美、玉村公二彦

2018/5/20 認知行動療法の理論と実際 本岡寛子

2018/6/24
アタッチメントに視点をおいた親子関係の理解と支援－「安心感の輪」子
育てプログラムの実践－

久保信代

2018/11/3 精神医学と精神薬理学の基礎知識 柏木雄次郎

2018/12/15 実践研究とその論文の書き方 鎌田次郎

2019/2/17 Vineland™-II適応行動尺度の用途と使い方 櫻井秀雄

2018/5/19 子どものうつ病への心理支援 佐藤寛

2018/12/1
遺伝性疾患の理解と支援
－知的・発達障害との関連性の高い症候群を中心に－

加藤美朗

2019/2/16 「今ここ」の自分自身へのアプローチ 松本剛

2018/5/27 WISC-Ⅳと日本版KABC-Ⅱを用いたクロスバッテリーアプローチの実際 伊澤幸洋

特別支援教育士岡山支部 2018/8/10
ワーキングメモリと英語入門－子どもたちの多様な学び方を踏まえたシン
セティックフォニックスの提案－

湯澤美紀、山下桂世子

2018/10/28 特別支援教育（小学校）の実践　～授業者と巡回相談員の立場から～ 早川貴久子

2019/2/3 描画テストを活用したアセスメントとその解釈 ～ＨＴＰＰを中心に～ 高橋依子

2018/5/26 アタッチメントと発達臨床 島義弘

2018/6/2
佐賀地区第3回事例検討会
問題行動の統制に行動機能査定および応用行動分析学の指導技法（分
化強化）の適用方法を学ぼう（２つの事例を通して）

服巻智子、本村亜希子、大元誠

一般社団法人日本発達障
害ネットワーク／日本発達
障害ネットワークかごしま

2018/7/29
JDDネットワークセミナー in かごしま 2018
（午前：基調講演）気になる子への教育的配慮
（午後：シンポジウム）知って得する多職種活用

竹田契一、岡田洋一、橋口亜希子、先成聖、西野将太、住田裕貴

2018/10/20 WISC-Ⅳの解釈と理解　その２ 開珠美、増本利信、吉田ゆり

2018/10/21
平成30年度発達障害シンポジウム「個性に寄り添う支援とは～当事者か
らのメッセージ～」

小道モコ、シャルマ直美

2018/11/18
アセスメント研修『知能検査と発達支援～ WPPSI-Ⅲ、WISC-Ⅳ、WAIS-Ⅳ
を中心に～』

大六一志

九州心理学会・九州心理
学会第79回大会準備委員

会
2018/12/2

九州心理学会第79回大会
シンポジウム　発達障害のある子どものキャリア発達支援を考える

熊本由以子、奥野由美、内野成美、蒲田紀孝、吉田ゆり

2019/1/27 第4回佐賀地区事例検討会 大元誠、早川志麻、服巻智子

2019/2/24 第1回福岡地区事例検討会 堀内ゆかり、倉光晃子

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

九州・沖縄支部

北陸支部

京都支部
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黒字：臨床発達心理士資格　有　青字：臨床発達心理士資格　無

主催 共催／他団体 日 研修会タイトル 講師

2018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】

2018/5/4 特別支援教室巡回相談心理士養成研修 松村裕美、榛谷都、森下由規子、大隈幸子

2018/8/19 特別支援教室巡回相談心理士養成研修 松村裕美、細木俊明、榛谷都

2018/11/25 特別支援教室巡回相談心理士養成研修 松村裕美、田中秀雄、細木俊明、森下由規子、正田康恵

2019/1/27 特別支援教室巡回相談心理士養成研修 松村裕美、田中秀雄、細木俊明、森下由規子、榛谷都

2019/2/10 特別支援教室巡回相談心理士養成研修 田中秀雄、細木俊明、森下由規子、榛谷都

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 テーマ 講師

2018/8/31
児童期の親子間のアタッチメント：発達上の重要性や評価方法、子どもの
発達への影響

Kathryn A. Kerns、近藤清美

日本コミュニケーション障害学会 2018/9/1 臨床のための『言語発達』再考－言語・認知・対人関係を統合して－ 大伴　潔

日 テーマ 講師

2018/8/24
事例で学ぶスーパービジョンの役割～共に成長するスーパーバイザーを
目指して

小林勝年

2019/1/13 スーパーバイジーから学ぶスーパーバイザーの発達 相澤雅文、伊藤英夫

主　催

臨床発達心理士認定運営機構 SV資格認定委員会

（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　国際研究交流委員会

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】 黒字：臨床発達心理士資格　有　　青字：臨床発達心理士資格　無
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