
 

 

 

◆ 愛知教育カウンセリング研究会（日本教育カウンセラー協会愛知支部）では、資格にこだわらず、広く教育 

カウンセリングを学びあう組織として活動しようとしています。 

現在、会員数は約 250名、理事 23名です。 

 

◆ 入会希望の方は、「住所・郵便番号・氏名・電話番号・所属・メールアドレス」を記入の上事務局まで 

メール、または FAXでお申し込みください。 

 

◆ 事務局 [FAX]  0562-48-3869  

[メール] ichino@pluto.dti.ne.jp  [H.P] http://www.geocities.jp/aecsg2007 

 

◆ 年会費 2,000円 

  研修会当日ご持参いただくか、郵便振替にてご送金いただきますようお願いいたします。 

  ・郵便振替口座 ００８３０－１－７３５１１ 

  ・口座名義   愛知教育カウンセリング研究会 

 

◇ 愛知教育カウンセリング研究会 会長 坂柳恒夫（愛知教育大学 教授） 

◇ 副会長 野坂尚司（元名古屋市公立学校長） 

◇ 副会長 杉村秀充（名城大学 講師 元愛知県公立学校長） 

 

※会員でなくても参加できます。 

日程 内容 研修内容 会場 

H27年 

5月 16日 

（土） 

[総会] 

[基調講演] 不安を抱く 

教師への支援 

[講師]  殿木 道子 先生 

[時間]  13:30～16:00   

[参加費] 会員は無料、一般は 500円 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 1会議室） 

6月 20日 

（土） 

[第 1回 定期研修会] 

QUの基本と活用 

（学級集団の理解と対応） 

[講師]  杉村 秀充 先生 

[時間]  13:15～16:15 

[参加費] 会員は無料、一般は 500円 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 1会議室） 

7月 18日 

（土） 

[第 2回 定期研修会] 

学級経営・学校経営の 

実際と工夫 

[講師]  岩田 和敬 先生 

[時間]  13:15～16:15 

[参加費] 会員は無料、一般は 500円 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 1会議室） 

8月 23日 

（土） 

[第 1回 特別研修会] 

 

ＳＧＥ体験研修 

（リーダー研修） 

 

※事前申し込みが必要です。 

※SGE体験研修 定員 35名 

※ﾘｰﾀﾞｰ体験  定員 5名 

（どちらも先着順受付） 

[講師]  奥村 桂子 先生 

[時間]  10:00～18:00 

[参加費] 3,000円（昼食代込み） 

日帰りの構成的ｸﾞﾙｰﾌﾟｴﾝｶｳﾝﾀｰ体験ｺｰｽです。 

上級認定のためのﾘｰﾀﾞｰ体験研修もかねます。ﾘｰ

ﾀﾞｰ体験希望資格は、初級もしくは中級教育ｶｳﾝｾﾗ

ｰを認定されている方です。 

リーダー体験についてはｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝも行います

ので、参加費は 5,000円といたします。 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 1会議室） 

★☆★裏面に平成 27年 9月 ～ 平成 28年 3月までの予定があります。★☆★ 

愛知教育カウンセリング研究会のご案内 

興味がある研修会だけ

でも参加可能です。 

４回以上参加される方は

会員の方がお得です。 

mailto:ichino@pluto.dti.ne.jp


 

 

 

日程 内容 研修内容 会場 

9月 20日 

（日） 

[第 3回 定期研修会] 

問題行動への具体的な対応 

～不登校・いじめ～ 

[講師]  杉浦 里美先生・湯澤 順一先生 

[時間]  13:15～16:15 

[参加費] 会員は無料、一般は 500円 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 1会議室） 

10月 17日 

（土） 

[自主勉強会  Ａ] 

Q-U 分析と解釈の体験 

 

※事前申し込みが必要です。 

※定員 25名（先着順受付） 

[講師]  天野 吉繁 先生 

[時間]  10:00～18:00 

[参加費] 2,000円  

Q-Uの分析、解釈と学級経営へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを 

含め、教育ｶｳﾝｾﾗｰとしての Q-U ｱｾｽﾒﾝﾄを自主勉強

します。参加資格はありませんが、Q-U について

の基本的な理解は必要です。 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 2会議室） 

10月 24日 

（土） 

[自主勉強会  Ｂ] 

絵画療法  

絵画を媒体とした支援と体験 

※事前申し込みが必要です。 

※定員 25名（先着順受付） 

[講師]  武田 葉子先生・山脇 眞弓先生 

[時間]  10:00～16:00 

[参加費] 2,500円 

絵画療法・粘土（立体造形）を活用した個人理解を

自主勉強します。参加資格はありません。 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 2会議室） 

11月 28日 

（土） 

[第 2回 特別研修会] 

応用行動分析の 

基本的概念と手法 

[講師]  酒井 貴庸 先生（名古屋大学） 

[時間]  13:15～16:15 

[参加費] 会員は無料、一般は 500円 

生徒指導や特別支援の理論的な手法として行動分析

は教育ｶｳﾝｾﾗｰにとって役立つ考え方の１つだと思い

ます。経験豊かな実践的研究者の講師に多くの学び

を受けれる機会を作りたいと思います。 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 1会議室） 

12月 19日 

（土） 

[第 4回 定期研修会] 

いじめ予防の学活 

[講師]  神谷 光子 先生 

[時間]  13:15～16:15  

[参加費] 会員は無料、一般は 500円 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 1会議室） 

H28年 

1月 16日 

（土） 

[第 5回 定期研修会] 

実践発表会 

 

[時間]  10:00～16:00 

会員の方の実践事例の発表の場として毎年 

企画する研修会です。 

[参加費] 会員は無料、一般は 500円 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 1会議室） 

2月 

20日（土） 

21日（日） 

教育カウンセラー 

スキルアップ講座 

※事前申し込みが必要です。 

※定員 40名（先着順受付） 

※申込締切 1月 12日（火） 

[対象]教育ｶｳﾝｾﾗｰ有資格者・小、中、高教職員・

ｶｳﾝｾﾗｰ・教育関係者・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ専攻学生   

[時間]  9:30～16:30（初日は 9：20～） 

[参加費] 23,000円（昼食代含む） 

（詳しくはお問合せ下さい。） 

名古屋 

柳城短期大学 

3月 13日 

（日） 

[第 6回 定期研修会] 

学級づくりのための 

教育カウンセリング 

[講師]  大日方 和枝 先生 

[時間]  13:15～16:15 

[参加費] 会員は無料、一般は 500円 

日本特殊陶業 

市民会館 

（第 1会議室） 

※ 詳しいお問い合わせはメール、またはＦＡＸでお願い致します。 

◆ 愛知教育カウンセリング研究会 事務局 [メール] ichino@pluto.dti.ne.jp  [FAX] 0562-48-3869 

 

◆ 教育・心理検査専門店 ㈱名教書 梅村紀幸 [ＴＥＬ]（052）841-6365 または[携帯]（090）8868-1311 


