
 

より近づき役立つために 

子どもの支援における包括的アセスメント Ⅲ 

――事例をもとにして―― 

オンラインセミナー 
 包括的アセスメントをテーマにした講座も 3 期目を迎えます。子どもを目の前にしたとき、その全体

像をどうあらわすか。自分が感じていること・見ていることをいかに言葉として現すか。そしてそれ

を、どのようにアセスメント（見たて）につなげるか。子どもの問題の原因を探り、解決を図っていく

道筋は結構難しく、迷うことが多いのも事実です。 

 そんな想いに対して大六先生のご指導を得て、実践的な学びの場を提供いたします。悩んでいるのは

自分一人ではないことを実感し、力をつけていきましょう。 

今回は子どもの包括的アセスメントに必要な「基本のき」の講義をまず、学びます。また、日ごろ接

している子どもの振る舞いや行動から支援の方法を具体的に考えることを「仮説を立てる練習」を通し

て、学びましょう。さらに日ごろ、なかなか聞けない疑問を解決するための質問コーナー「質問お答え

アワー」も設けました。素朴な質問から難問までなんでもお寄せください。大六先生に直接ぶつけて解

答をいただきましょう。 

コロナ感染・変異種の広がりがどうなっていくか、ワクチンの接種状況などまだ先行き不明なことも

あり、今回も、オンラインセミナーにいたします。どうぞご参加ください。  

 

 

              

                                                     

【講師】  大六一志先生  

   日本臨床発達心理士会茨城支部支部⾧、臨床発達心理士、臨床心理士、 

特別支援教育スーパーヴァイザー、日本版 WISC-Ⅳなどの刊行委員、 

NPO 法人 LD・Dyslexia センター顧問、放送大学客員教授、元筑波大学教授。  

 

【開催日時】  2021 年 11 月３ 日(水曜日 文化の日)   ９：30（9:15 受付開始）～ 16：00 

        2021 年 11 月 23 日(火曜日 勤労感謝の日) ９：30（9:15 受付開始）～ 16：00 

 



【プログラム】  11 月 3 日（水曜日 文化の日） 

 ９：15       オンライン受付開始 

          ９：30―９：35   事務局より 

          ９：35−11：35   包括的アセスメント 基本のき 

          11：35−13：00   昼休み 

          13：00−15：45   包括的アセスメント 基本のき           

          15：50−16：00   質問・アンケート①記入・事務局より 

          宿題 質問コーナーへの質問（メール送信 締め切り 11 月 7 日日曜日）   

 

        11 月 23 日（火曜日 勤労感謝の日） 

            ９：15       オンライン受付開始 

           ９：30―９：35   事務局より 

            ９：35―11：05      仮説を立てる練習 １ 

           11：10―12：35   仮説を立てる練習 ２ 

           12：35―14：00   昼休み 

           14：00―15：50   質問お答えアワー(この際、なんでも聞いちゃおう！) 

           15：50−16：00   アンケート②記入・事務局より 

          

【募  集】 90 人    【締め切り】  定員になり次第   

 

【参加費用】 26000 円 

 

【参加資格】 原則として臨床心理士、公認心理師、臨床発達心理士、言語聴覚士、学校心理士、特別 

支援教育士・作業療法士・精神保健福祉士などの有資格者。  

上記以外の方……応相談（事務局までお問い合わせください）          

 

【申込方法】 

① カウンセリングオフィス成子坂ホームページ     http://www.conarukozaka.com 

表紙・お知らせ欄の「包括的アセスメントⅢ」をクリックし、申込フォームに必要事項を記入し 

メールにてお申し込みください。 

つながらない場合のみ FAX でもお受けします。   FAX.NO 03-6804-0234 

（FAX の場合、対応が遅くなり、申し込み完了が遅れます） 

② つぎに受講料をお振込みください。 

③ ①と②を行っていただいた方から、受付完了となります。（お振込みがないと、早くに申込みいただ

いても、後からのお申し込みの手続き完了の方が優先されます。） 

④ ③の受付完了の方には、受講受付書をお送りいたします。 

 

 



【振込先】 銀行名 三菱 UFJ 銀行   支店名  新宿新都心支店  

口座番号  4964304    口座名  カウンセリングオフィスナルコザカ 

 

【お問合せ】 なるべくメールでお願いします。 

 

【その他】 

＊ 事務所は、日曜日と水曜日は休みです。 

 

＊ 本会は参加者確定後、日本臨床心理士資格認定協会にワークショップ（短期型研修会）として承認を

申請する予定です。  

 

【お願い】 事務所からお送りしたメールが迷惑メールに入ることが多発しています。 

   連絡が届かないなど不思議に思われた場合は、迷惑メールをチェックしていただいた後、速やか

にご連絡を頂戴できますようお願いいたします。（一番確かなツールは事務所の留守電にお名前と電

話番号を入れてくださることです）                                           

                                                                                    

                         

                        

                       

  

 

「仮説を立てる練習」のご案内 

相談を受理して WISC 等の検査をまだ実施していない段階でも、担任教員などから見立てや手立ての

説明を求められこともあります。また検査結果を受け取ってから支援策を考えるときに戸惑いが生じる

こともあります。児童生徒に関する情報を生かし毎日の学校生活の中で起きている問題への対応を考え

るためのポイントやそこに必要な情報収集、具体的に説明する方法などについて事例から学んでみたい

と考えています。 

そこで事例を提供してくださる方を募集します。事例に関してはきちんとすべての情報が集まってい

なくても結構です。メールでご連絡をください。また、発表に際しては保護者と職場の同意を得るという

倫理規定を順守してください。事例発表のご希望者多数の場合は、領域などを元に事務局で選択させて

いただきます。お問い合わせ・申し込み締め切りは９月 17 日（金曜日）です。 



オンライン予行演習のご案内 

 ZOOM はまだ不慣れ、という方を対象に、オンラインセミナー受講の事前学習会を開きます。 

 30 分ほどで終了しますので、ご参加ください。参加ご希望の方は、申し込み票にご記入ください 

  開催日時   10 月 30 日 土曜日  17 時～ 

 

 

オンライン URL などやレジュメの送付 

10 月 28 日木曜日にセミナーの URL・ミーティング ID・パスコード・レジュメをお送りします。 

レジュメは、取り扱いに注意しながらご自分でプリントアウトをお願いします。 

 

 

その他 

＊ ZOOM に入室時の出席確認のために「本名（申込時のフルネーム）」でご入室・ご参加ください。 

＊ ZOOM の安定には Wi-Fi 環境を整えておくことが必要です 

＊ 本会は参加者確定後、日本臨床心理士資格認定協会にワークショップ（短期型研修会）として承認を

申請する予定です。臨床心理の方は申込用紙の資格欄で承認証の送付を判断しますので、明記をお願

いします。 

 

 

                   

            【セミナーご参加にあたってのご案内】 

下記内容を充分にお読みいただき、ご理解いただいた上でご参加ください。 

 

■禁止事項 

申込者は、本セミナーの参加にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当事務所 

が判断する行為をしてはなりません。 

 

①  法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為 

②  当事務所、本セミナーの講師その他関係者に対する詐欺又は脅迫行為 

③  公序良俗に反する行為 

④  講義中に休憩時間外での食事や喫煙をする行為 

⑤  飲酒する行為（講義中・休憩中を含む） 

⑥   当事務所、本セミナーの講師その他関係者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、そ

の他の権利又は利益を侵害する行為 



⑦  本セミナーの運営を妨害するおそれのある行為 

⑧   当事務所のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正にアクセスを試みる行為 

⑨  第三者になりすます行為 

⑩  第三者にご自身の ID 又はパスワードを利用させる行為 

⑪  本セミナーの他の利用者の ID 又はパスワードを利用する行為 

⑫   本セミナー中に取得した他の利用者の機密情報及び個人情報を、本人の同意なく第三者に提供又は

開示する行為 

⑬  オンラインシステムのユーザー名に本名以外の名称を使用する行為 

⑭  本セミナーの他の利用者の情報収集 

⑮  当事務所、本セミナー講師その他関係者に不利益、損害、不快感を与える行為 

⑯  反社会的勢力等への利益提供 

⑰  前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為 

⑱   その他、当事務所が不適切と判断する行為 

 

■知的所有権の尊重 

1.  本セミナーで入手したテキスト、その他の当事務所作成の文書等を許可なく複製を作成すること、並

びに類似品を作成することを禁じます。 

2.  本セミナーの内容と同じ又は類似した研修を行ったり、第三者に行わせようとすることを禁じます。 

3.  本セミナーにおける撮影、録音、本セミナーの画面スクリーンショットなどの行為はおやめください。

また、本セミナーで入手したテキスト及び資料等を SNS 等で第三者に開示することを禁じます。 

 

※尚、上記 1～３の事項が発覚した場合、損害賠償請求の対象となりますので、十分にご注意ください。 

 

 

 

 

                              

                    カウンセリングオフィス成子坂 

                      〒160-0023 

                      東京都新宿区西新宿 8-12-1 サンパレス新宿 302 

                      TEL 03-6804-0233   

                      FAX 03-6804-0234 

                      メールアドレス info@c-o-narukozaka.com 

                      HP  http://www.conarukozaka.com/   

 



子どもの支援における包括的アセスメント」お申込み 

 

【セミナーご参加にあたってのご案内】に同意し、参加を希望します 

氏名（ふりがな） 

 

                                           

資格（〇をつけてください） 

  臨床心理士（番号          ）公認心理師・臨床発達・言語聴覚士・学校心理士 

 

特別支援教育士・作業療法士・精神保健福祉士   その他（応相談）〔      〕 

勤務先 

①                                            

 

②                      ③                   

職種   

                                                

メールアドレス（受講用 PC アドレスをお知らせください。携帯・I pat は受講時の臨機応変な対応に不

向きです） 

 

                                                                   

 

連絡先住所    〒    ―         

 

                                               

携帯番号（緊急連絡先）   

                                             

 

 

[仮説を立てる練習]への事例提供のご希望               あり      なし 

 

オンライン予行演習の参加希望（10 月 30 日 17 時から 30 分ほど）    あり      なし 

 

お願い：事務局からお送りしたメールが届かないという声を伺うことがあります。お申し込み後、事務局からのメールを

受信できるように PC を設定してください。迷惑メール欄のチェックもお願いします。それでも届かない場合は、恐れ入

りますが、メール(info@c-o-narukozaka.com)でその旨を早めにご遠慮なくご連絡ください。 


