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平成２９年３月 

日本学校教育相談学会 会員 各位 

第２９回総会・研究大会（千葉大会）第二次案内 

大会テーマ  

『 チームでひろげ つながる学校教育相談 ～温かい眼差しの輪の中で～ 』 

 学校教育相談は、すべての教師が学校内外の資源とチームを組んで、すべての児童・生徒を対象として、あら

ゆる教育活動の中で実践していく活動です。それは、もっと広くは子どもたちを取り巻く社会に「温かい眼差し

の輪」をつくり、その中に子どもたちを取り込んでいく社会活動と言ってもいいと思います。これからの時代の

学校教育相談を、広く社会の中での学校の在り方とも併せて考えていきたいと思っています。全国の皆様に千葉

にお集まりいただき、多くの方々とのつながりを深めていく中で、学校教育相談がより広がりを持って発展する

ことを願っています。 

         日 本 学 校 教 育 相 談 学 会 会 長   栗原 慎二 

第 29回総会・研究大会名誉実行委員長   大木 みわ 

第 29回総会・研究大会実行委員会委員長  田邊 昭雄 

１ 主催 日本学校教育相談学会 

２ 主管 日本学校教育相談学会千葉県支部 

３ 後援 文部科学省(申請中)、千葉県教育委員会、千葉市教育委員会、千葉県小学校長会、千葉県中学校長会、千葉県高等学校長協会(申請中)、

千葉県特別支援学校長会、千葉県教育研究会、千葉県高等学校教育研究会教育相談部会、日本学校心理士会千葉支部  

４ 期日 平成２９年８月４日(金)・５日(土)・６日(日) 

５ 会場 ○神田外語大学（千葉県千葉市美浜区若葉１－４－１） ℡ 043－273－1596 

      JR京葉線「海浜幕張」駅より徒歩約 15分、バス約 5分 JR総武線「幕張本郷」駅よりバス約８分 

     ○ホテルポートプラザちば（千葉県千葉市中央区千葉港８－５） ℡ 043－247－7211 

      JR京葉線「千葉みなと」駅前 千葉都市モノレール「千葉みなと」駅前 

６ 参加資格 本学会会員、教職員、対人援助職、教育学又は心理学等を専攻する大学生・大学院生、 

       教員免許取得を目指す大学生・大学院生 

７ 日程 

●８月４日（金） 神田外語大学 

 

 

 

●８月５日（土） ホテルポートプラザちば  

 

 

  

海外招待講演『台湾におけるキャンパス 3ランク預防体制と輔導教師の役割』（仮題） 

  講師 國立臺灣師範大学教育心理與輔導學系 教授兼系主任  田 秀蘭 先生 

公開記念シンポジウム 『大人への移行のための「学び」―移行支援としての教育の可能性』 

     講師 千葉大学教育学部教員養成開発センター長 教授  保坂 亨  先生   

和歌山県精神保健福祉センター所長        小野 善郎 先生 

●８月６日（日） ホテルポートプラザちば 

 

   

 

   教育講演『私の学校教育相談 School Counseling Services by Teachers in Japan研究について-今後の展望を踏まえて』 

     講師 星槎大学大学院教育実践研究科教授（研究科長）  大野 精一 先生 
   学会賞受賞者講演『教育相談を軸にした包括的な指導・支援 -いじめ・不登校・子ども理解・チーム支援-』 
     講師 立命館大学大学院教職研究科長／文学部教授  春日井 敏之 先生 

８ 参加を希望される方で、手話通訳や移動等に配慮が必要な場合は、６月３０日までにご相談ください。 

実行委員会事務局 メールアドレス gakusou@sakura-chiba.com ＦＡＸ専用番号 043-247-9747 
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 総会・研究大会の前日（８月４日・金）に、研修委員会主管で夏季ワークショップを下記の内容で開催いたし

ます。ぜひご予定をいただけますようご案内申し上げます。 

日本学校教育相談学会会長       栗原 慎二 

日本学校教育相談学会研修委員会委員長 渡辺 正雄 

１ 日程 ８月４日（金） 

    受  付        9:00～ 9:30 （会場 神田外語大学） 

    コース別研修会     9:30～16:00 （会場 神田外語大学） 

２ 内容・講師 

Ａコース「いじめ・対人トラブルの修復的対話の理論と実践」 

講師 ： 山下 英三郎（NPO法人修復的対話フォーラム代表） 

Ｂコース「学校における学びのユニバーサルデザイン」 

講師 ： 佐藤 慎二（植草学園短期大学） 

Ｃコース「不登校セラピーの実践に学ぶ」 

講師 ： 新井 てるかず（不登校セラピー代表） 

Ｄコース「アクティブラーニングの効果的授業デザイン」 

講師 ： 高垣 マユミ（津田塾大学） 

Ｅコース「思春期臨床の悪循環を希望に変えるレッスン」 
～児童生徒のリソースと未来像を活かすカウンセリング～ 

講師 ： 黒沢 幸子（目白大学） 

Ｆコース「不安への対処力を養う認知行動療法の授業実践」 

講師 ： 清水 栄司（千葉大学） 
浦尾 悠子（千葉大学） 

Ｇコース「統計処理を含めた論文の書き方」 

講師 ： 岸 学（東京学芸大学） 

３ ワークショップ参加費 
 

 

 

 

 

 

 

 

※学校カウンセラーは 3,000円が認定委員会より補助されるため、上記の金額となります。 

※一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会加盟学会は、日本学校教育相談学会、日本学校 

心理士会、日本キャリア教育学会、NPO日本カウンセラー協会、日本教育カウンセリング学会、日本

カウンセリング学会、一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構日本臨床発達心理士会で構成されて

います。 

４ 定員 各コース３０名程度 

５ 申し込み期間 平成２９年４月６日(木)～７月１９日(水)必着 ※宿泊申し込みがある場合は７月１０日(月)必着 

６ 申込みにあたってのご注意 

(1) 申込後のコース変更はできません。 

(2) 申込後に参加取消しの場合、代理人の参加は認めますが参加費の返金はできません。 

(3) 受付は先着順ですので、申込が定員に達した場合は第２希望にまわっていただきます。 

(4) 全日程を受講された方には研修修了証を発行します。 

(5) ガイダンスカウンセラー強化研修、学校カウンセラー・学校心理士の更新ポイントに該当します。 

７ 夏季ワークショップに関するお問い合わせ先 

    研修委員会委員長 渡辺 正雄 （携帯電話 090-2541-8338） 

 
事前参加申込 当日参加 

会員 6,000円 6,500円 

日本スクールカウンセリング推進協議会加盟会員 6,000円 6,500円 

学校カウンセラー 3,000円 3,500円 

非会員 7,000円 7,500円 

学生会員 3,000円 3,500円 

学生非会員 3,500円 4,000円 

第 18回夏季ワークショップのご案内 



   

 

 

 

 総会・研究大会の前日（８月４日・金）に、研修委員会主管で夏季ワークショップを下記の内容で開催いたし

ます。ぜひご予定をいただけますようご案内申し上げます。 

日本学校教育相談学会会長       栗原 慎二 

日本学校教育相談学会研修委員会委員長 渡辺 正雄 

１ 日程 ８月４日（金） 

    受  付        9:00～ 9:30 （会場 神田外語大学） 

    コース別研修会     9:30～16:00 （会場 神田外語大学） 

２ 内容・講師 

Ａコース「いじめ・対人トラブルの修復的対話の理論と実践」 

講師 ： 山下 英三郎（NPO法人修復的対話フォーラム代表） 

Ｂコース「学校における学びのユニバーサルデザイン」 

講師 ： 佐藤 慎二（植草学園短期大学） 

Ｃコース「不登校セラピーの実践に学ぶ」 

講師 ： 新井 てるかず（不登校セラピー代表） 

Ｄコース「アクティブラーニングの効果的授業デザイン」 

講師 ： 高垣 マユミ（津田塾大学） 

Ｅコース「思春期臨床の悪循環を希望に変えるレッスン」 
～児童生徒のリソースと未来像を活かすカウンセリング～ 

講師 ： 黒沢 幸子（目白大学） 

Ｆコース「不安への対処力を養う認知行動療法の授業実践」 

講師 ： 清水 栄司（千葉大学） 
浦尾 悠子（千葉大学） 

Ｇコース「統計処理を含めた論文の書き方」 

講師 ： 岸 学（東京学芸大学） 

３ ワークショップ参加費 
 

 

 

 

 

 

 

 

※学校カウンセラーは 3,000円が認定委員会より補助されるため、上記の金額となります。 

※一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会加盟学会は、日本学校教育相談学会、日本学校 

心理士会、日本キャリア教育学会、NPO日本カウンセラー協会、日本教育カウンセリング学会、日本

カウンセリング学会、一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構日本臨床発達心理士会で構成されて

います。 

４ 定員 各コース３０名程度 

５ 申し込み期間 平成２９年４月６日(木)～７月１９日(水)必着 ※宿泊申し込みがある場合は７月１０日(月)必着 

６ 申込みにあたってのご注意 

(1) 申込後のコース変更はできません。 

(2) 申込後に参加取消しの場合、代理人の参加は認めますが参加費の返金はできません。 

(3) 受付は先着順ですので、申込が定員に達した場合は第２希望にまわっていただきます。 

(4) 全日程を受講された方には研修修了証を発行します。 

(5) ガイダンスカウンセラー強化研修、学校カウンセラー・学校心理士の更新ポイントに該当します。 

７ 夏季ワークショップに関するお問い合わせ先 

    研修委員会委員長 渡辺 正雄 （携帯電話 090-2541-8338） 

 
事前参加申込 当日参加 

会員 6,000円 6,500円 

日本スクールカウンセリング推進協議会加盟会員 6,000円 6,500円 

学校カウンセラー 3,000円 3,500円 

非会員 7,000円 7,500円 

学生会員 3,000円 3,500円 

学生非会員 3,500円 4,000円 

第 18回夏季ワークショップのご案内 








