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日本吃音・流暢性障害学会 広報を実施した研修会・講習会等（本会後援含む）アーカイブ（2015年度） 

 

名称 吃音の理解と支援の講演会 

日時 2016年 3月 21日（月）13:30〜15:30 

場所 島根県浜田市総合福祉センター 

講師 宮本昌子先生（筑波大学人間系准教授） 

対象 お子さんの吃音でお悩みの両親、中・高校生、支援者 

主催 公益社団法人関西吟詩文化協会『認承 島根浜鷺吟詠会』 

定員 50名 

内容 きつおんに関する最新事情、有効な支援法について 

問い合わせ先 
島根浜鷺吟詠会 柳生様 

yanjii@abeam.ocn.ne.jp, 電話：0855‐22‐1083 

  

名称 言語聴覚士向けリッカムプログラム臨床研修会 

日時 2016年 3月 19日(土)～21日(月) 

場所 
横浜インターナショナルスクール  

〒231-0862 横浜市中区山手町 258番地 

講師 Dr. Brenda Carey (リッカムプログラムトレイナー)  

内容 
幼児の吃音臨床におけるアプローチの一つであるリッカムプログラムを 3日間かけて

学ぶ。 

主催 
Association of Foreign Speech and Language Pathologists Lidcombe Program 

Trainers Consortium 

参加申し込み・

問い合わせ先 
根津泰子 mktq15gm@gmail.com 

定員 50名 

〆切 2月末日 (定員になり次第〆切) 

参加費 一人豪ドル 420 (約 39000円 為替レートにより変動あります) 

  

名称 第 3回 名古屋きつおん臨床セミナー 

日時 2016年 2月 28日（日）13:00〜16:30 

場所 ウィルあいち 

講師 
小林宏明（金沢大学） 

横井秀明（NPO法人きつおんサポートネットワーク） 

内容 
プレ講義「きつおんの基礎知識」（横井秀明） 

講義「学齢期吃音の評価と支援」（小林宏明） 
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グループワーク、養育者の体験発表 

主催 NPO法人きつおんサポートネットワーク 

受講料 当日払い 3,000円、事前払い 2,000円、学生・養育者 1,500円 

連絡先 NPO法人きつおんサポートネットワーク  

 

 

名称 第 2回 名古屋吃音臨床セミナー 

日時 2015年 11月 23日（月・祝）13:00〜16:30 

場所 
ウィルあいち(〒461-0016 愛知県名古屋市東区上竪杉町 1) 

名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅徒歩 10分 

講師 早坂菊子先生(元広島大学教授) 

内容 吃音がある人の心理・吃音がある人に対するカウンセリングの理論と実践 

主催 名古屋きつおんサポート 

お問い合わせ・

お申し込み先

URL 

http://nagoya-stuttering-support.jimdo.com 

  

名称 成人吃音臨床研修会 

日時 2015年 10月 24日（土）10:30〜16:00（受付 10:00〜） 

場所 札幌コンベンションセンター（研修室 101） 

当日の主な内容 
成人吃音臨床における基礎知識・評価（午前の部） 

先人吃音臨床における訓練・支援（午後の部） 

講師 
吉澤健太郎氏（言語聴覚士・北里大学東病院） 

長谷部雅康氏（言語聴覚士・北里大学東病院） 

参加費 4000円（一般）・500円（学生） 

主催 NPO法人全国言友会連絡協議会 

お問い合せ先・

お申し込み先 

Tel: 090-6216-1156  

Mail: takayuki.minami.sapporo.shalom7017@y8.dion.ne.jp(担当：南孝輔) 

  

名称 
「間接法による吃音訓練法研修会 ー自然で無意識な発話への遡及的アプローチー」

について 

日時 2015年 9月 19日（土）～20日（日） 

場所 日本福祉教育専門学校 高田校舎 

講師 都筑澄夫氏（目白大学保健医療学部言語聴覚学科教授） 

目的 間接法での吃音のとらえ方、理論を学び、実際の臨床のすすめ方について、環境調整

http://nagoya-stuttering-support.jimdo.com/
http://nagoya-stuttering-support.jimdo.com/
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法とメンタルリハーサル法を解説する。これから間接法による吃音治療を実施する臨

床家のための基礎講座である。 

参加費 7000円 

主催 RASS吃音研究会（旧 年表方式のメンタル・リハーサル法研究会） 

対象 言語聴覚士 

お問い合せ先 RASS吃音研究会（旧 年表方式のメンタル・リハーサル法研究会）事務局 

  

名称 平成 27年度上半期 ST・ことばの教室担当者向け 吃音臨床講習会 

主催 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 

共催 
国立大学法人障害児教育関連センター連絡協議会、広島県言語聴覚士会、日本吃音・

流暢性障害学会 

講師 

川合紀宗先生 

（広島大学大学院教育学研究科・国際協力研究科教授, ASHA認定言語療法士 CCC-

SLP） 

開催日時 2015年 5月 23日、6月 27日、7月 25日、9月 26日（いずれも土曜日） 

会場 広島大学教育学部 

参加申込み 

問い合わせ先  

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 

〒739-8524 広島県東広島市鏡山 1-1-1 電話/Fax 082-424-7179  

Email: nkawai@hiroshima-u.ac.jp  

定員 
20名（吃音臨床経験を問いません。申込多数の場合は、より多くの日程に参加可能な

方を優先します） 

参加費 無料 

  

名称 【発達支援セミナー２５】吃音検査法講習会 

日時 2015年 9月 12日（土）9:30～16:30（受付 9:00～） 

場所 

ウインクあいち 1305号室、1306号室  

愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 愛知産業労働センター http://www.winc-

aichi.jp/   

当日の主な内容 

1. 吃音検査法概論   

2. 吃音検査の演習   

3. 2グループに分かれて事例検討   

4. 質疑応答   

講師 
小澤恵美氏（元国立障害者リハビリテーションセンター病院言語聴覚士） 

原由紀氏（北里大学医療衛生学部 言語聴覚士）  

参加費 11,000円  

http://rass.jp/
mailto:nkawai@hiroshima-u.ac.jp
http://www.winc-aichi.jp/
http://www.winc-aichi.jp/
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主催 
子どものためのあいち AAC研究

所  takayuki.minami.sapporo.shalom7017@y8.dion.ne.jp 

お問い合わせ

先・お申し込み

先 

子どものためのあいち AAC 研究所代表 中村雅史様   

春日井市弥生町２丁目１０５－１  

Tel/Fax 0568-85-4020   

ホームページ http://www.aichi-aac-center.jp   

  

名称 言語聴覚士向けリッカムプログラム臨床研修会  

主催 Association of Foreign Speech and Language Pathologists  

共催 Lidcombe Program Trainers Consortium 

後援 日本吃音・流暢性障害学会 

講師 
Dr. Brenda Carey 

（Stuttering Specialist Clinic, La Trobe University Communication Clinic） 

開催日時 2015年 5月 2日（土）〜4日（月）両日とも 9:00〜17:00（初日受付 8:30〜） 

会場 横浜インターナショナルスクール（〒231-0862 横浜市中区山手町 258 番地） 

参加申込み 

問い合わせ先  

根津 泰子 

Email: mktq15gm@gmail.com  

Jane Kelly: Australian Stuttering Research Centre, The University of Sydney 

Email: jane.kelly@sydney.deu.au  

定員 50名 定員になり次第締め切ります。 

参加費 

420オーストラリアドル（約 39,000円） 

※レートで変わります 

※ワークブック・参加証明書含む 
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