
あなたの入会を歓迎します! 
 
日本学校教育相談学会は､子どもたちが充実した学校生活を送るために、子ど

もを取り巻く人々や機関と協力して､子どもとの信頼関係を築き､それにもとづ

いて子どもたちを支援していく心と方法論を共に学ぶ場です｡ 
現在､全国 37 の都道府県指定都市に支部があり､2700 名を超える仲間が､日夜､

そのための研鑽と実践を続けています。 
あなたが､子どもたちを支援する輪に加わって､ともに研鑽し､実践してくだ

さることを心から歓迎します! 
 

入会の手続き 

（１）入会申込書（コピー可）に必要事項をご記入の上、勤務地の都道府県指

定都市の支部事務局（支部がない場合は本学会事務局）にご送付くださ

い。支部事務局が不明の場合は、本学会事務局にお問い合わせください。 
（２）支部理事長の推薦と会長の承認後、あなたに入会承認書を送付します。 
（３）入会承認書の送付後、入会金５０００円と年会費７０００円をご送金い

ただいた方に、会員番号をお知らせします（入会手続き完了）。 
入会金、会費から各２０００円が運営費として支部に還付されます。 

 

日本学校教育相談学会は、次のような活動をしています 

 

（１）研究大会（年１回）の開催 
（２）研修会の開催（各支部の研修会、ブロック研修会、中央研修会、ワー   

クショップ他） 
（３）学校カウンセラーの認定と認定者のための研修 
（４）学会誌『学校教育相談研究』（年１回）、会報（年３回）の発行 
 

日本学校教育相談学会 

THE JAPANESE ASSOCIATION OF SCHOOL COUNSELING AND GUIDANCE 

 

日本学校教育相談学会事務局 
〒179-0073 東京都練馬区田柄 3-11-28 

電話 03-3926-7386  FAX 03-6869-7127 
E-mail: office@jascg.org 

ホームページ http://www.jascg.org 
 

http://www.jascg.org/
mailto:office@jascg.org


各支部「入会申込書」受付先一覧   

平成26年1月14日 

●入会の手続き 

①あなたの入会申込書を勤務地の支部（下記に都道府県指定都市名が掲載されて

いない場合は、まだ支部がないので、本学会事務局）にご送付ください。 

②あなたの入会申込書は、支部理事長の推薦書とともに支部から学会事務局に送

られます。③本学会会長の承認の後、学会事務局からあなたに入会承認書を送付

します。入会承認書の有効期間は１年です。その期間に④の入会手続きを終えな

いと無効となります。 

④入会承認書に郵便振替用紙が同封されていますので、入会金 5,000円と年会費

 7,000円を学会事務局あてにご送金ください。 

  送金先  ゆうちょ銀行振替口座 ００１００－７－５４４６９４ 

⑤学会事務局でご送金が確認された（送金後４日ほどかかります）後、会員登録

をし、あなたに会員番号をお知らせします (入会手続き完了) 。 

⑥あなたの入会金、年会費より各 2,000円が支部に運営費として還付されます。 

⑦入会についてのお問い合わせは、学会事務局まで。電話03-3926-7386 

 

 

●各支部の入会申込書送付先 

 

 支部名  担当者名       送付先住所 

 

北海道  木村幸恵  〠047-0034 小樽市緑3-1-24 

青森県  工藤雅督   〠036-8141  弘前市松原東2-17 

岩手県  齊藤  巌  〠024-0012  北上市常磐台4-1-6  

宮城県  中里和裕  〠980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉393  

            宮城県総合教育センター 

山形県  佐藤節子  〠990-0023 山形市松波1-15-29-802  

福島県  白圡俊和  〠970-8043 いわき市中央台鹿島1-10-5 

群馬県  吉原隆志  〠370-1104 群馬県佐波郡玉村町上福島1155-3 

栃木県  谷津嘉子  〠320-0066  宇都宮市駒生1-1-6 

            栃木県連合教育会相談部 

千葉県  鈴木 隆   〠264-0029  千葉市若葉区桜木北3-20-57-206  

埼玉県  高倉恵子   〠330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-780-7  

            埼玉カウンセリングセンター 

東京都  犬塚喜久男 〠330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-223-3 

神奈川県 渡辺八郎   〠248-0024 鎌倉市稲村ケ崎3-12-1 

川崎市  中島智美   〠213-0001 川崎市高津区溝口6-9-3  



                      川崎市総合教育センター教育相談センター 

山梨県  内藤雅人  〠408-0114 北杜市須玉町藤田1501 

新潟県  鈴木正彦   〠950-2144  新潟市西区曽和100-1  

            新潟県立教育センター教育支援課 

石川県  川原弘明  〠924-0074  松任市千代野南2-8-10 

静岡県  渡邉和彦   〠422-8057 静岡市駿河区見瀬237-5-302  

愛知県  吉田七重   〠464-0043  名古屋市千種区月ケ丘3-6-3-301  

岐阜県  木村正男  〠505-0021  美濃加茂市森山町5-22-4 

京都府  春日井敏之 〠611-0031 宇治市広野町一里山33-10  

大阪府  梅川康治  〠599-8103 堺市東区菩提町1-50-10  

兵庫県  向江幸洋   〠661-0044 尼崎市武庫町1-54-3-408 

奈良県  橋本宗和  〠636-0206  奈良県磯城郡川西町吐田439-2  

鳥取県  松下成子  〠680-0043 鳥取市大榎町19-6 

島根県  五明田典子 〠690-0873 松江市内赤中原町255-1  

            島根県教育センター教育相談スタッフ 

岡山県  佐野陽子  〠701-1211 岡山市北区一宮29-10  

広島県  栗原慎二  〠732-0821 広島市南区大須賀町16-5-701 

愛媛県  渡邉 俊  〠791-1136  松山市上野町甲650  

                       愛媛県総合教育センター教育相談室 

高知県  岡林登志郎 〠781-8134  高知市一宮中1-13-6 

福岡市  中野宏一   〠811-0111 福岡県粕屋郡新宮町三代944-4-102  

北九州市 相良賢治  〠809-0015 福岡県中間市太賀3-4-17 

福岡県  溝口和代   〠821-0012  福岡県嘉麻市上山田812-33 

佐賀県  黒木龍彦  〠849-2201 武雄市北方町志久1389  北方小学校 

長崎県  永尾哲也   〠854-0834  大村市玖島1-24-2 

             長崎県教育センター教育相談室 

大分県  佐藤正俊   〠870-1114  大分市星和台1-3-6  

宮崎県  日高隆雄   〠889-1402  宮崎県児湯郡新富町三納代2408-7 

沖縄県  神山英輝   〠905-1152  沖縄県名護市伊差川1157-4-301 

 

日本学校教育相談学会事務局（上記以外の支部のない県の方の送付先） 

〒179-0073  東京都練馬区田柄3-11-28  電話03-3926-7386 FAX03-6869-7127 



フリガナ

氏　　名

自宅住所

  入会承認 平成　　年　　月　　日 入会日 会員番号

学校在職年数（おもな所）通算　　　　年

学校名

学校名

学校名

学校名

おもな校務分掌・職名

年数　　　年

年数　　　年

年数　　　年

年数　　　年
おもな校務分掌・職名

日本学校教育相談学会会長　殿

所属先名
     現在の校務分掌・職名　　　　　　　

学校名

年数　　　年

年数　　　年

差し支えなければお教えください

□男　□女　　年齢　　　　　歳

〠

おもな校務分掌・職名

おもな校務分掌・職名

おもな校務分掌・職名

 ☎　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

Ｅメールアドレス  ☎

平成　　年　　月　　日

印

入 会 申 込 書

日本学校教育相談学会に入会を申し込みます。　　　平成　　年　　月　　日

※以下は事務局用なので記入しないでください。

おもな職名
年数　　　年

おもな職名
年数　　　年

機関名

機関名

機関名

ＦＡＸ

センター等在職年数（おもな所）通算　　　　年

おもな職名
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