日本学校教育相談学会玉県支部実技研修会のご案内
日頃より本学会の活動にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

平成 30 年１２月２１日日発行

さて、日本学校教育相談学会埼玉県支部では、会員等の教育相談・生徒指導の資質・技術の向
上を目指して、支部実技研修会を開催いたします。本年度は、以下の様に実施いたしますので、
ご案内申し上げます。なお、本実技研修会は、会員でない教職員や相談員、学生の皆様も参加で

平成２９年９月７日発行

支部理事長挨拶
埼玉県支部理事長 藤原一夫

きますので、是非ご参加していただけますようお願い申し上げます。

私は、子どもたちのためにという一心で日本学校教育相談学会に入会しました。県立南教育センター
１

日 時

平成３１年 ２月９日（土）１０：００～１６：００

で、金子先生、中村先生、清水先生、井上先生、小松原先生、高部先生、柴崎先生など多くの先生方に

２

会 場

埼玉県県民活動総合センター

お世話になり、本学校教育相談学会の存在を知り入会させていただきました。そして、エンカウンター、
ロールプレイ、など初歩的なことを学び、その後全国規模の研修会に参加し、世界や全国で活躍される

２０９セミナー室
２

仲間と知り合うことができ、そこから頑張る勇気をもらいました。

参加者について
① 本学会員

３

②関心のある教職員、相談員、学生、など

も SC や市町村の相談員になってもらいたいと思っています。相談員になると、教員とはまったく違っ

内 容

た視点で子どもたちを見ることができるようになり、その両方を経験している相談員は、きっと現場か

研究発表・事例報告
発表者 ２～３名

１０：００～１２：００

「発達障害と思春期対応」

１３：００～１４：００

はどうしてもできないのです。「ほかの子は、みんなきちんとしているのよ。
」とその子も同じようにや

講師 埼玉純真短期大学 講師 齋藤光男

らせようとします。指導が中心になってしまうのです。できないことはおかしいので、直そうとしてし

研修会

まいます。個々に応じることが大切だと言われても、集団を統一するには、
・・・・・・。クラスを持っ

１４：００～１６：００

て苦労したことがない人にはなかなかわからないのです。授業をしたことのない人には、なかなか理解

公開スーパービジョン
スーパーバイザー スクールカウンセラー 藤原一夫
東京家政大学教授

相馬誠一

できないのです。だから、先生たちは、カウンセラーの言うことに心から納得いきません。
「そんなこと
言ったって」
「あまいよ」と心の中で先生たちは叫んでいる時もあります。カウンセラーと先生との間に
は、深くて大きな溝があり、そのような時にこそ、教師としての経験が生きると思っています。

スーパーバイジー ２～３名

どうぞ、皆様の貴重な体験を生かしつつ、かつ実際の現場で役立つ活動を進めていきますので、皆様

参加費
会員 ５００円

５

研修証明書について

６

参加申し込み方法

一般 １０００円

学生・院生 ５００円

の各種研修会への参加を心からお待ちしております。

終了時に研修証明書を発行します。

平成３１年１月３１日（木）までに「参加申込」を事務局に、FAX で
０４８－９８７－０５９９
７

らのニーズに応えられると思います。多くのスクールカウンセラーは、
「先生たちが、どうしてもある一
定の基準にこだわって指導してしまう」のかわからないようです。個々に応じようとしても先生たちに

講演

４

さて、教員としての経験は、スクールカウンセラーとして活動するときに大いに役立ちます。皆様に

へ書面で申し込んでください。

その他
本研修会は学校心理士資格更新Ｂ１ポイント対象研修会です。

日本学校教育相談学会埼玉県支部事務局
〒343－0846 越谷市登戸町１１－１２
日本学校教育相談学会埼玉県支部事務局
FAX 専用 ０４８－９８７－０５９９
ホームページ

http://saitamascg.jp/

日本学校教育相談学会埼玉県支部 今後の事業予定
○日本学校教育相談学会第２９回中央研修会
２０１９年１月１２日（土）～１３日（日）国立オリンピック青少年総合センター
○埼玉県支部第２９回総会・公開講演会
２０１９年６月（詳細は次回の「支部だより」にて紹介）
○認定カウンセラー認定・更新に関する研修会および研究会
２０１９年７月（詳細は次回の「支部だより」にて紹介）
○日本学校教育相談学会夏季ワークショップ
２０１９年８月９日（金） 東北福祉大学
○日本学校教育相談学会第３1 回総会・研究大会 宮城大会
２０１９年８月１０日（土）～１１日（日） 東北福祉大学
○埼玉県支部特別研修会 ２０１９年１０月（詳細は次回の「支部だより」にて）
○埼玉県支部実技研修会

２０２０年２月（詳細は次回の「支部だより」にて）

取材ニュース
学校教育相談基礎講座の話題より
平成３０年１０月２７日（土）、２８日（日）文教大学越谷校舎にて
北関東・山梨ブロック（埼玉・栃木・群馬・山梨）では会員の教育相談の
資質・技術の向上を目指して基礎講座を開催しました。参加者の声の一部
を下に掲載します。
掲載します。

お知らせ掲示板
日本学校教育相談学会
第２９回「中央研修会」開催のご案内
１月１２日（土）～１３日（日）国立オリンピック記念青少年センターにて
１２日は「プレ講座」「シンポジウム」、１３日は「コース別講座」の開催
１月１２日（土）プレ講座の内容 １３：００～１４：３０
１

「不登校体験を語る」
（ふじちゃん）
（こげぱん）

参加者の声

２

「発達障害を語る」
（月岡たつみさん）

・児童生徒理解のポイントや面談時の進め方等、改めて勉強することができま
した。

３

「ＬＧＢＴを語る」
（遠藤まめたさん）

・子どもの個別行動アセスメントは、今後の校務に生かせていけるよう研修を
深めて行きたいと思いました。
・具体的な事例があり大変勉強になりました。最後にありましたシートは今後
の児童対応に活用していけるようにもっと勉強していきます。
・教育相談において理解する重要なポイントを聞き出すことで、児童や保護者
が素直になりよりよい方向へ話が進み、様々なことが改善されていくというこ
とがよくわかりました。長年の研究の素晴らしいエッセンスをお伝えいただき
本当にありがとうございました。
・脳科学の基本を学びながら指導の在り方とその根拠を示して頂き、興味深か
った。保護者に対するアドバイスをする際、大いに参考になる。
・特別支援教育の基本事項を学ぶことができた。具体的な手立てや留意点を示
していたたぎ参考になった。
・脳育てについて学んだ内容が、以前に対応していた児童の行動と似ていると
ころがありました。思春期の脳の状態と行動との関係性も大変勉強になりまし
た。生活習慣が大切で太陽の光で体内時計をリセットすることの大切さが科学
的に裏付けされていることを知り大変参考になりました。
・行動観察のポイントとして「どこまで出来るのか」「どんな時にできるのか」
があり、大変参考になり、取り入れて行きたいと思います。
・学校教育相談の３つの機能や組織活動 情報活動 具体的な活動組織づくり
について勉強することができました。勤務校でより効果的な組織づくりを進め
ていくヒントを頂けました。
・学校の現状や体験談を混じえながら説明してくださったので、具体的で分か
りやすかったです。
・チーム支援は共通した話題だったと思います。いかにそのチームを作るかが
ポイントかなと思いました。
・６講座共にわかりやすく、かつハイレベルな御講義でした。各担当の先生方、
本当にありがとうございました。なかなか諸事情から教育の方々が参加しにく
いところ、各校におかれている「さわやかの相談員」に向けても講座を設定し
てみたらと思いました。

開会セレモニー、シンポジウム １５：００～１８：００
１月１３日（日）コース別講座 ９：３０～１５：３０
※詳細については、
「日本学校教育相談学会」のホームページを参照ください。

平成３０年度

日本学校教育相談学会栃木県支部主催

北関東ブロック研修会

日時 平成３１年２月２日（土）１０：００～１６：００
会場 とちぎ青少年センター 第１研修室
〒320-0066 宇都宮市駒生１－１－６ TEL 028-624-2203
テーマ 「ロールプレイで考えるエリクソンの漸成発達理論」
講師 NPO 法人栃木県カウンセリング協会理事長 丸山 隆 先生
問い合わせ先 栃木県連合教育会相談部 ０２８－６２１－７２７４ 担当／高松

第３１８回 2017 年 11 月 11 日（土）越谷市蒲生地区センターパコム 学習室Ｃ
テーマ 「記憶について 脳科学の話題より」
第３１９回 2018 年 1 月 13 日（土）越谷市蒲生地区センターパコム 学習室Ｃ
テーマ 「さわやか相談員の活躍」
第３２０回 2018 年 3 月 17 日（土）越谷市蒲生地区センターパコム 学習室Ｂ
テーマ 「2018 年の教育相談の諸課題について」
第３２１回 2018 年 5 月 19 日（土）越谷市蒲生地区センターパコム 学習室Ｃ
テーマ 「タブレットを利用して教育効果を上げる」
第３２２回 2018 年 7 月 21 日（土）越谷市蒲生地区センターパコム 学習室Ｂ
テーマ 「ゲーム依存症の理解と対応」
第３２３回 2018 年 9 月 29 日（土）越谷市蒲生地区センターパコム 学習室Ｃ
テーマ 「高校生の現状」
第３２４回 2018 年 11 月 24 日（土）越谷市蒲生地区センターパコム 学習室Ｃ
テーマ 「これはまずいぞ いじめ対応！」
第３２５回 2019 年 1 月 26 日（土）越谷市蒲生地区センターパコム 学習室Ｃ（予定）
テーマ 「お絵描き遊びの研修並びに事例研究」

詳細はホームページ saitamascg.jp/ に有りますのでご覧下さい。

