
	 

日本学校教育相談学会静岡県支部主催	 

平成２８年度学校教育相談基礎講座	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 本年度、日本学校教育相談学会静岡県支部主催の学校教育相談基礎講座を開催致します。 

この基礎講座は、東海ブロック（愛知・岐阜・静岡）学校教育相談基礎講座として、本学 
会認定学校カウンセラーの資格を多くの方々にお取りいただけるよう、研修機会提供の意味 
も含めて開催するものです。 
認定に必要な研修要件にあわせ、１講座を 120 分とし、一日３講座ずつ実施致します。	 

この事業に関しては本部より補助金をいただけることもあり、参加費を廉価とし、多くの	 

	 	 方々にご参加いただけるように設定致しました。	 

	 なお、この９年間毎年実施して参りました静岡県支部主催学校教育相談実力養成講座は本	 

年度は行いません。	 

心を痛め苦しめている子どもたちにどうやって対応したらいいのか。親御さんや先生方とどう 
関わったらいいのか。複雑化した今日の様々な問題への対応に苦慮されている方々が多いことと 
思います。解決への引き出しはたくさんあるほどいいと言われていますが、それぞれの考え方や 
技法の奥に、人間と人間との深い関わりと結びあいが潜んでいます。したがって、様々な技法や 
考え方を学ぶごとに新たな発見と自己陶冶への道を手に入れることができるのだと思います。 
盛りだくさんの研修に廉価でご参加いただけますから、本年度特別の本講座に、静岡県の	 

みならず、愛知・岐阜各県からも多くの会員の方々にご参加いただけるようご案内致します。	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日本学校教育相談学会静岡県支部	 	 	 理事長	 蔭山昌弘	 

                                	 	 	 	 	 	 	   
 
１	 会	 	 場	 	 	 	 静岡県総合社会福祉会館(シズウェル)	 ＪＲ静岡駅・北口より徒歩 15 分	 

	 静岡市葵区駿府町 1-70	 	 	 TEL	 054-254-5221	 

	 	 

２	 参加資格	 	 	 	 教育関係者等	 

	 

３	 定	 	 員	 	 	 	 ５０人	 

	 

４	 日時・講座内容	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 期     日 講	 座	 名 内	 	 	 容 講	 	 	 師 

 

 

 

１ 

	 

９月１７日（土）	 

	 

9:30～11:30	 

相談の心得と具体的

な進め方 
相談員の心構えや適切な面

接の進め方、clや coの心理
などを、具体的な相談事例

や文学作品ほかを例に学習

します。 

本学会認定学校カウンセ 
ラー、静岡理工科大学及び 
静岡産業大学非常勤講師 

和久田雅之 
 

	 

	 	 

12:30～14:30	 	 

学校教育相談概論 小学校段階から高等学校段

階までの生徒指導の理論・

考え方や実際の指導方法等

について学習します。 

本学会認定学校カウンセ

ラー、静清高校、上級教育

カウンセラー、ガイダンス

カウンセラー、特別支援教

育士	 	  
大越和夫 

	 

	 

14:45～16:45	 

認知行動療法の理論

と実際 
最近注目されている認知行

動療法の理論と事例をあげ

ながら基礎から分かりやす

く解説し、実習を通して学

校現場で実際に使えるよう

に研修します。 

本学会認定学校カウンセ

ラー、ガイダンスカウンセ

ラー、藤枝市郷土博物館・

文学館非常勤職員	 	  
植田三喜 



 

 

 

 

 

２ 

	 

10 月８	 日（土）	 

	 

9:30～11:30	 

	 

ピア・メディエーショ

ン(対立解消)の理論と
実践 

生徒がトラブルを自分たち

で解決する方法を学び、平

和なクラスを建設する能力

を育成します。ロールプレ

イを通じてその手法を学び

ます。 

日本ピア・サポート学会認

定コーディネーター、本学

会認定学校カウンセラー、

上級教育カウンセラー、ガ

イダンスカウンセラー、産

業カウンセラー、県立浜松

江之島高校教諭 
山口権治 

	 

	 

12:30～14:30	 

	 

ソーシャルスキルト

レーニングの理論と

実際 

学校カウンセリングにおけ

る、ソーシャルスキルトレ

ーニングを取り入れた取り

組みの、考え方と実際につ

いて 
 

本学会認定学校カウンセ

ラー、認定カウンセラー、

ガイダンスカウンセラー、

神奈川県スクールカウン

セラー	  
石川直美 

	 

	 

14:45～16:45	 

精神分析による「問題

行動」の背景分析 
 
 

問題行動の奥に潜む背景

を、精神分析の考え方で学

習します。 

本学会認定学校カウンセ

ラー、静岡産業大学特任教

授、静岡城内カウンセリン

グ研究会代表 
蔭山昌弘 

 

 

 

 

３ 

	 

11	 月 12 日(土)	 

9:30～11:30	 

学校臨床でのアタッチ

メントとトラウマの問

題への理解 

愛着（アタッチメント）と

トラウマについて、学校現

場で見立てを行うために 
必要な考え方を学びます。 

本学会認定カウンセラ

ー、浜松学芸中・高等

学校教諭、臨床心理士	 	 	  
新村信幸 

	 

	 

12:30～14:30	 

	 

	 

	 

発達障害の理解と対応	 

	 

～環境調整・合理的配

慮と、前を向いて進む

特別支援の具体策とは

～	 

通常級での肢体障害・発達

障害を持つ子どもへのアプ

ローチと、限られた教育資

源を使いながらもいかに手

厚い支援体制を構築してい

くかを一緒に考えましょ

う。 

本学会認定学校カウンセ

ラー、上級教育カウンセラ

ー、ガイダンスカウンセラ

ー、静岡市立城北小学校教

諭	  
渡邊満昭 

	 

	 

14:45～16:45	 

教育現場で役立つ様々

な方法のエッセンス	 

自律訓練法、呼吸法、弛緩

法、マインドフルネス、落

ち葉のエクササイズ、タッ

ピングタッチ、指圧法、エ

ンプティチェアー、ミラク

ルクエスチョン、ＴＦＴ、

生活分析法など知っていれ

ば役立つ具体的な方法のエ

ッセンスを時間のゆるすか

ぎり実習を入れて学習しま

す。	 

本学会認定学校カウンセ

ラー、臨床心理士、認定カ

ウンセラー、上級教育カウ

ンセラー、シニア産業カウ

ンセラー、県ＳＣスーパー

バイザー 
藁科正弘 

５	 申込方法 
	 ①	 申込書に必要事項を記入の上、下記まで E-mailまたは郵送でお送りください。 

	 	 	 ・E-mail：shizuso@jasces.com	 （日本学校教育相談学会静岡県支部） 
	 	 	 ・郵	 送：〒410-2401	 静岡県伊豆市牧之郷 892	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 県立伊豆総合高校内	 渡邉	 和彦	 宛	  

	 ②	 参加費	 １講座につき１，０００円（但し、１日３講座受講の場合は２，０００円)を下記の 
口座に振り込んでください。 

	 	 	 	 	 	 	 「口座」	 ゆうちょ預金	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日本学校教育相談学会静岡県支部 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 記号１２３００	 口座番号	 ４１５４０２４１	 	  
６	 申込締切	 	 	 ８月３１日（水）	 

（但し定員に余裕があれば９月以降でも参加できますので事務局にお問い合わせ下さい。） 
・参加費の振り込みを確認させて頂いた時点で、正式な受付とします。受講決定の通知はしません 



	 	 ので御承知おきください。 
	 	 なお、定員を超えた場合は該当者にその旨を通知し、受講料を返金させていただきます。 
・都合で参加できなかった場合は、受講料は返金できませんので、あらかじめ御了承ください。 

	 	 	 （代理の方の参加は認めます） 
 
 
７	 修了証	  
	 	 	 研修終了時に各講座ごと修了証をお渡しします。この修了証は認定の時に有効です。 
８	 その他 
	 	 	 不明点等がありましたら、「５ 申込方法」に記載してある宛先に御連絡ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



平成２８年度 

学校教育相談基礎講座 

受講申込書 

氏

し

	 	 名

めい

 

 

 
性別 男・女 年齢 

 
20歳代	 	 30歳代 
40 歳代	 	 50 歳代	 
60歳代 

自宅住所 

〒 
 
 
 

電話番号： 

Ｆａｘ番号： 

E-mail： 

勤務先名称 

（電話番号） 

 

 

参加申込講座 

※	 該当講座に○印を記載してください。 

１	 全講座・・・（	 	 	 ） 
 
	 ２「各講座ごとに受講される場合」 
 
第１回	 ９月１７日（土） 

(1) 相談の心得と具体的な進め方                 講師：和久田雅之・・・（	 	 	 ） 
	 	 (2) 学校教育相談概論          	                講師：大越 和夫	 ・・・（	 	 	 ） 
	 	 (3) 認知行動療法の理論と実際	 	                講師：植田 三喜	 ・・・（	 	 	 ） 
	 	  
	 第２回	 １０月	 ８日（土） 

(1) ピア・メディエーションの理論と実践        講師：山口  権治	 ・・・(	 	 	 )	  
	  	 (2) ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾈﾝｸﾞの理論と実践	              講師：石川  直美	 ・・・(	 	 	 )	  
	 	  (3) 精神分析による「問題行動」の背景分析      講師：蔭山  昌弘	 ・・・(	 	 	 ) 
 
	 第３回	 １１月１２日（土） 

(1)   学校臨床でのアタッチメントとトラウマの問題 

への理解	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	            講師：新村  信幸・・・(	 	 	 ) 
	 (2) 発達障害の理解と対応	 	 	 	 	 	  	 	 	 	  講師：渡邊  満昭・・・(	 	 	 ) 
	 (3) 教育現場で役立つ様々な方法のエッセンス	   講師：藁科  正弘・・・(	 	 	 ) 

 

教育相談関係 

資格･研修歴 

 

 


