公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団

後援

平成 29 年度面接相談事業

愛知県教育委員会、豊橋市教育委員会、岡崎市教育委員会、豊川市教育委員会、中日新聞社、中日新聞社会事業団

■セミナーについて ※参加費は無料です。
回

対象

会場

日時
<1 日目>

募集期間

定員

中京大学 心理学部
准教授 臨床心理士 明翫光宜 氏
「発達障がいの子どもにストレスマネジメントを教える」

6/23(金)

午後 2 時～午後 4 時

1

発達障害
傾向の 名古屋 <2 日目> 7/ 4(火)
午前 10 時～正午
ある
小学生 愛知県 <3 日目> 7/13(木)
中学生 教育会館
午前 10 時～正午
の保護者
<4 日目> 7/19(水)

5/19(金)
～
6/9(金)

20
名

午前 10 時～正午
<1 日目>

発達障害
傾向の
ある
２ 小学生
中学生
高校生
の保護者

9/13(水)

午前 10 時～正午

豊川

<2 日目>

9/26(火)

午前 10 時～正午
豊川市
音羽
文化
ホール

8/9(水)
～

<3 日目>

10/ 3(火)

8/30(水)

20
名

午前 10 時～正午
<4 日目>

10/11(水)

午前 10 時～正午
<1 日目>

9/20(水)

午前 10 時～正午

発達障害
傾向の
<2 日目> 10/ 4(水)
名古屋
ある
午前 10 時～正午
３ 小学生
愛知県
中学生 教育会館 <3 日目> 10/18(水)
高校生
午前 10 時～正午
の保護者
<4 日目> 10/26(木)

8/16(水)
～
9/6(水)

20
名

午前 10 時～正午
<1 日目>

9/28(木)

午前 10 時～正午

4

発達障害
傾向の
ある
小学生
中学生
の保護者

豊橋

<2 日目>

10/16(月)

午前 10 時～正午
こども
未来館 <3 日目> 10/31(火)
ここにこ
午前 10 時～正午
<4 日目>

8/24(木)
～
9/14(木)

20
名

11/10(金)

午前 10 時～正午

5

発達障害
傾向の 名古屋 <1 日目> 11/20(月)
午前 10 時～正午
ある
幼 児 愛知県
小学生 教育会館 <2 日目> 12/13(水)
午前 10 時～正午
の保護者

講師・演題

10/16(月)
～
11/6(月)

20
名

名古屋市立大学病院 講師 医師
「発達障害に関する最近の話題」

山田敦朗 氏

愛知県総合教育センター相談部
特別支援教育相談研究室長 奥田優 氏
「発達障害児の理解と支援 －教育相談を通して－」
愛知県総合教育センター相談部
特別支援教育相談研究室長 奥田優 氏
～参加者相互の情報交換～
岡崎市こども発達センター長
小児科医師 早川文雄 氏
「脳からみたこころ －発達障害児の理解と子育て－」
NPO 法人アスペ・エルデの会 ディレクター
臨床心理士 福田歌織 氏
「むずかしい子への育て方ヒント」
愛知県総合教育センター相談部
特別支援教育相談研究室 研究指導主事 薬丸貴之 氏
「発達障害児の理解と支援 －教育相談を通して－」
愛知県総合教育センター相談部
特別支援教育相談研究室 研究指導主事 薬丸貴之 氏
～参加者相互の情報交換～
岡崎市こども発達センター長
小児科医師 早川文雄 氏
「脳からみたこころ －発達障害児の理解と子育て－」
愛知県教育委員会 スクールカウンセラースーパーバイザー
臨床心理士 石川健司 氏
「学年齢における発達の齟齬と不適応課題
～適応支援としての自己理解、アサーション、SST など～ 」
愛知県総合教育センター相談部
特別支援教育相談研究室 研究指導主事 薬丸貴之 氏
「発達障害児の理解と支援 －教育相談を通して－」
愛知県総合教育センター相談部
特別支援教育相談研究室 研究指導主事 薬丸貴之 氏
～参加者相互の情報交換～
医療法人 かみやメンタルクリニック
院長 医師 神谷純 氏
「発達障がい ～［困った行動］の見立てと対応の工夫～」
豊橋市教育会館教育相談室 臨床心理士 久利恭士 氏
「学齢期の発達障害児支援
～将来像を見据えた家庭での対応～」
愛知県総合教育センター相談部
特別支援教育相談研究室長 奥田優 氏
「発達障害児の理解と支援 －教育相談を通して－」
愛知県総合教育センター相談部
特別支援教育相談研究室長 奥田優 氏
～参加者相互の情報交換～
名古屋市発達障害者支援センター
所長 小児科医 浅井朋子 氏
「発達障害への理解と対応
－幼児期・学童期に身につけておくとよいこと－」
刈谷市保育カウンセラー
臨床心理士 佐藤眞由美 氏
「ワークショップ －体験してみよう 子どもの気持ち－」
※日程等は講師の都合により変更する場合があります。

■申込み方法

■注意事項

以下の(1)～(3)の方法があります。
(1)

・各回の募集期間をご確認のうえお申し込みください。
(募集期間最終日必着)

ホームページから申し込む方法
当財団ホームページの申し込みフォームから申

もできます。

し込んでください。
(2)

・参加者の決定は、先着順ではありません。定員を超え

FAX で申し込む方法
所定の参加申込書に必要事項を記入し、下記申

た場合には、各回とも初めて参加される方を優先し、

し込み先へ送付してください。

厳正な抽選のうえ決定します。

※発信元の FAX 番号を必ず記入してください。
(3)

・参加申込書は、当財団ホームページからダウンロード

・募集期間終了後、申し込みフォームからお申し込みの
方には電子メール、
FAX でお申し込みの方には FAX、

郵送で申し込む方法
所定の参加申込書に必要事項を記入し、返信用
封筒（82 円切手貼付、住所・氏名記入済み）を
同封して下記申し込み先へ郵送してください。

郵送でお申し込みの方には同封していただいた返信
用封筒で参加の可否をお知らせします。
・講座へのお子様の同伴はご遠慮ください。
・いただいた個人情報は当事業のみに使用します。

■申込み・問合せ先
住所 〒460-0007 名古屋市中区新栄 1-49-10 愛知県教育会館 2 階
公益財団法人 愛知県教育・スポーツ振興財団 教育振興課 面接相談担当
電話 052-242-1588

FAX 052-241-9103

ホームページ http://aichi-kyo-spo.com
■会場へのアクセス
●名古屋会場

●豊川会場（第 2 回）

●豊橋会場（第 4 回）

（第 1 回・第 3 回・第 5 回）

豊川市音羽文化ホール

こども未来館

ここにこ

愛知県教育会館

（豊川市赤坂町松本 250）

（豊橋市松葉町 3-1）

（名古屋市中区新栄 1-49-10）

アクセス
・J

R

中央本線「鶴舞」駅
下車 徒歩７分

・地下鉄

鶴舞線「鶴舞」駅
下車 徒歩１０分

・地下鉄

東山線「新栄町」駅
下車 徒歩 15 分

※駐車場はございません。

アクセス

アクセス

・名鉄名古屋本線「名電赤坂」駅
下車 徒歩５分

・豊橋駅東口より徒歩 10 分
※こども未来館専用駐車場は有料です。
公共交通機関をご利用ください。

