日本吃音・流暢性障害学会後援の研修会・講習会アーカイブ（2014 年度）

名称
主催
共催
後援
講師

平成 26 年度下半期 ST・ことばの教室担当者向け吃音臨床講習会
広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター
日本吃音・流暢性障害学会
広島県言語聴覚士会、国立大学法人障害児教育関連センター連絡協議会
川合紀宗先生（広島大学教育学研究科・国際協力研究科・ASHA 認定言語療法
士 CCC-SLP）

原由紀先生（北里大学医療衛生学部）（11 月 15 日）
2014 年 10 月 25 日, 11 月 15 日, 12 月 20 日, 2015 年 1 月 24 日, 2 月 28 日（い
開催日時
ずれも土曜日）
会場
広島大学教育学部
参加申込み締 10 月 10 日（木）参加者多数の場合は、締切の前に募集を終了する場合がありま
切

す。
広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター 川合紀宗先生
まで
〒739-8524 東広島市鏡山 1-1-1

電話/FAX：082-424-7179
お問い合わせ
E-mail：nkawai@hiroshima-u.ac.jp
先
（なるべく E メールでお願いします）
詳細は、広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センターのホー
ムページをご覧下さい
（http://home.hiroshima-u.ac.jp/csnerp/）

名称

吃音臨床家のための研修会

主催

東京都狛江市社会教育関係団体 吃音サポート『ジークフリーツ』
東京都言語聴覚士協会、神奈川言語聴覚士協会、東京都社会福祉協議会、狛
江市社会福祉協議会、NPO 法人全国言友会連絡協議会、一般社団法人東京言
友会、NPO 法人よこはま言友会、日本吃音・流暢性障害学会
早坂菊子氏（早坂スピーチクリニック院長、元広島大学教授）
久次米稔之氏（廣瀬（吃音）カウンセリング教室カウンセラー）
2015 年 1 月 11 日（日）13:30～16:30
泉の森会館ホール（小田急線狛江駅より徒歩 1 分）
言語聴覚士、ことばの教室の先生、心理士等吃音に関わる臨床家に向けての研

後援

講師
開催日時
会場
概要

修会です。 20 年以上吃音の臨床研究・臨床に携わっておられる早坂先生 から
は「言葉の専門家として、吃音に取り組む」というテーマでご講義頂きます。また
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申し込み先

名称
主催
後援
開催日時
会場
講師

概要

参加費

名称

言語症状の背景にある問題について理解を深める為に、20 年間で 350 人の吃
音克服者を輩出した実績ある廣瀬努先生の技法を継承する廣瀬カウンセリング
教室から「吃音者のためのグループカウンセリング〜理論と実際〜」をテー マに
ご講義頂きます。
電話/FAX：090-1859-0070(松田)
E-mail： siegfrieds_chigasaki@yahoo.co.jp

第 2 回成人吃音の臨床研修会
NPO 法人全国言友会連絡協議会
日本吃音流暢性障害学会、他
2014 年 12 月 7 日（日）10:30~16:30
KOKOPLAZA・青少年センター（大阪府大阪市東淀川区東中島 1 丁目 13-13）
吉澤健太郎氏（言語聴覚士、北里大学東病院リハビリテーション部）
当会は吃音者のセルフヘルプ・グループとして吃音児やその保護者、吃音者を
支援する活動や、吃音に関する啓発活動を全国で 行っております。今年度から
は、吃音臨床に携わる、または関心のある言語聴覚士の研修の場を全国各地で
開催することを企画し、中高生以上の吃音の相談を受 けてくれる臨床家の方を
増やしたい。そして、吃音者のセルフヘルプ・グループとして、そういった臨床家
の方々に私たちの体験についても知っていただき、 ネットワークを作っていきた
い。そのような思いから研修会を企画いたしました。多くの臨床家の方々にお集
まりいただけることを願っております。
5,000 円（ST 養成校学生，1,500 円）

吃音研究と臨床の講演会-エフド・ヤイリ博士を招いて新潟リハビリテーション大学，福岡教育大学付属特別支援教育センター・同特別

主催

支援教育講座，
科学研究費補助金（課題番号：23320083,代表：氏平明）
新潟県言語聴覚士協会、日本吃音流暢性障害学会、日本コミュニケーション障
後援
害学会、京都言語障害研究会、日本言語聴覚士協会、全国言友会連絡協議会
講師
エフド・ヤイリ氏（イリノイ大学・テルアビブ大学名誉教授）
2014 年 11 月 1 日（土）朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
開催日時・会場 2014 年 11 月 3 日（月）国立障害者リハビリテーションセンター学院
2014 年 11 月 4 日（火）福岡教育大学
概要

Research and Clinical Advancements in Stuttering（吃音の研究と臨床の進歩に
ついて）という演題でヤイリ先生が発表されます。エフド・ヤイリ先生は、幼児吃音
に関する一連のご研究や 吃音の遺伝に関するご研究で世界的に著名な研究者
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です。2005 年にも一度来日されたことがありますが、今回のご講演では吃音に
関する基礎研究や臨床研究 における近年の知見についてご紹介いただけるこ
とと思います。
申し込み方法 事前申込み不要です
お問い合わせ
氏平明先生(E-mail：PXM06100@nifty.ne.jp,Tel：090-4259-7001)
先
参加費
無料

名称
主催
後援
開催日時
会場

概要

吃音ワークショップ 2014 in 愛知
NPO 法人全国言友会連絡協議会・名古屋言友会
日本吃音流暢性障害学会、他
2014 年 11 月 1 日〜3 日（土〜月）
あいち健康プラザ（愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山 1-1
概要 本大会では 3 日間のプログラムを通して、吃音当事者の交流を図るととも
に、さまざまな視点から参加者自らが吃音について考えます。 メイン講演では松
田真奈美氏（吃音サポート「ジークフリーツ」代表）、吉澤健太郎氏（北里大学東
病院言語聴覚士）、飯村大智氏（うぃーすたプロジェクト代 表）、南孝輔氏（全国

参加費

言友会連絡協議会理事長）の 4 名をパネリストとしてお招きし、吃音者の社会的
支援について議論を交わします。詳細は「吃音ワーク ショップ 2014 in 愛知」の
ホームページをご覧ください。
29,000 円（全日程・一般），25,000 円（全日程・学生）

名称
開催日時
会場

日本吃音・流暢性障害学会第 2 回大会ポストコングレスセミナー
2014 年 8 月 31 日（日） 9 時半受付 10 時開始 15 時 45 分終了
目白大学 岩槻キャンパス

吃音検査法の研修会を実施します。
言語聴覚士、ことばの教室の教員、言語聴覚士養成校の教員など吃音の臨床・
指導を実際に行っている方を対象とします。
概要
なお、応募者多数の場合は、各施設 1 名でお願いする場合もありますのでご了
承ください。参加にあたって、吃音検査法のマニュアルをお持ちの方はご持参く
ださい。なお、当日販売もいたします。
申込み方法 http://www.jssfd2014.org/index.html のリンクより。
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名称
開催日時
会場

概要

日本コミュニケーション障害学会第 44 回講習会「達人に学ぶ、認知行動療法の
ツボ」
2014 年 3 月 1 日（土）10:00〜16:30
全労連会館(東京都文京区湯島 2-4-4)、2 階大ホール
この度、わが国の認知行動療法の第一人者でいらっしゃる嶋田洋徳先生を講師
にお招きし、認知行動療法の基礎から応用までをご講義いただけることとなりま
した。
認知行動療法に関する基礎研究に携わりながら, 教育/発達領域、医療/産業領
域、司法/矯正領域まで、幅広い領域で心理臨床を実践されている臨床の達人と
して、そのツボをわかりやすく伝授していただける貴重な機会です。詳細は、日本
コミュニケーション障害学会のホームページをご覧下さい。http://www.jacdweb.org

名称
開催日時
会場

概要

石川県言語聴覚士会
「吃音のあるお子さんの指導・支援の実際～スピーチセラピーに対するアプロー
チを中心に～」
2014 年 2 月 2 日（日）10:00～15:00
〒920-3114 金沢こども医療福祉センター 石川県金沢市吉原口 6-2
本講習会では、「学齢期吃音の指導・支援プログラム」（小林,2009）に基づき、幼
児期から高校生ぐらいまでの吃音のあるお子さんの指導・支援の方法について
解説を行います。
今回は、その中でも、特にスピーチセラピーの方法の実際について、実際の指導
場面のビデオ録画の視聴や演習などを通して詳しく取り上げます。詳細は、吃音
ポータルサイト 金沢大学人間社会研究域学校教育系小林宏明のホームページ
をご覧下さい。 http://www.kitsuon-portal.jp

4

