
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花園大学心理カウンセリングセンター主催 

― 司法領域における発達障害者への支援 ― 

2019 年7 月27 日（土）13：30～16：30 

花園大学 無聖館 5 階ホール 

定員 350 名 / 受講料 3000 円 

受講対象：心理、医療、教育、福祉、司法の現場に携わる専門職および同分野で

学んでいる学生の方。一般の方でもご関心のある方は受講可能です。 

申込方法：下記の必要事項をご記入の上、FAX、郵送、Email のいずれかでお

申込み下さい。下記口座への受講料のお振込みが確認できましたら、受講票を送

付いたします。 

①氏名（ふりがな） ②勤務・所属先 ③職種 ④希望連絡先の住所・TEL/FAX・

Email アドレス 

振込先 【口座番号】三井住友銀行 京都支店 普通 8794279 

 【口座名義】学校法人花園学園 

○タイムスケジュール 

13：00 受付開始 

13：30 開会の挨拶 （小海 宏之先生 花園大学教授・副センター長） 

13：35 講師：橋本 和明 先生（花園大学教授・センター長） 

      「司法領域における発達障害者への支援」 

14：35 講師：村瀬 嘉代子 先生（大正大学名誉教授） 

      「発達障害者支援の基盤にあるもの」 

15：35 休憩 

15：50 村瀬 嘉代子 先生×橋本 和明 先生による対談 

16：30 終了 

申込・入金期限：201９年 7 月 8 日（月）必着 

（申込先）花園大学心理カウンセリングセンター 

〒604-8456 京都市中京区西ノ京壺ノ内町 8-1 

TEL：075-277-0033（直通） Fax：075-277-0100 

Email：hccworkshop@hanazono.ac.jp 

※冊子は年度内にセミナー講演録を作成し、参加者全員に無料で送付いたします。 
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第1部 橋本 和明 先生 講演 
「司法領域における発達障害者への支援」 

 
第2部 村瀬 嘉代子 先生 講演 

「発達障害者支援の基盤にあるもの」 
      
     第3部 対談(村瀬 嘉代子 先生×橋本 和明 先生) 
 

 

主催：花園大学心理カウンセリングセンター 
 

〒604－8456 京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町8－1 
TEL 075-277-0033（直通） FAX 075-277-0100 

Email：hccworkshop@hanazono.ac.jp 

URL http://www.hanazono.ac.jp/mental 



 
 

2019 年 4 月吉日 

謹啓  

 皆様におかれましては，ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 花園大学心理カウンセリングセンターが発達障害セミナーを始めたのは 2008 年で，今年度で

12 年目を迎えます。皆様方のご理解とご協力，そして発達障害支援への熱意をいただき，毎年盛

況に開催させていただいております。 

 今年度は『司法領域における発達障害者への支援』をテーマに，セミナーの前半は当センター

長であります橋本和明が講演をさせていただきます。発達障害者支援法が改正され，司法におい

ても発達障害者への配慮がなされることになりましたが，まだまだ支援が届いていない面もあり

ます。そこで，どのような支援が必要なのかといったことをお話しできたらと思います。 

 そして，セミナーの後半は『発達障害者支援の基盤にあるもの』というテーマで，大正大学名

誉教授である村瀬嘉代子先生にご講演をお願いしています。発達障害への支援はさまざまありま

すが，その基盤にあるものとは何かについてお話いただこうと考えております。おそらく司法領

域に限らず，教育，福祉，医療，産業の領域でも有意義なかかわりのヒントを教えてもらえるの

ではないかと思っています。 

 それぞれの講演の後，村瀬先生と橋本が対談を行い，これらのテーマについてより深く考えて

いこうと企画をしています。 

 今年度も本セミナーが充実したものとなり，皆様方と一緒に発達障害への理解や支援のあり方

を考えていきたいと思います。どうぞ奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。 

謹白  

 

 花園大学心理カウンセリングセンター長 

橋本 和明 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



発達障害セミナー2019  プログラム 
 
１ セミナー開催日程と講師、テーマ 
 

総合司会：小海 宏之 副センター長 

2019年 7月 27日（土） テーマ 講師 

13時30分～13時35分 開会の挨拶 小海 宏之 副センター長 

第1部 13時35分～14時35分 司法領域における発達障害者への支援 橋本 和明 先生 

第2部 14時35分～15時35分  発達障害者支援の基盤にあるもの 村瀬 嘉代子 先生 

15時35分～15時50分 休憩 

15時50分～16時30分 対談 
村瀬 嘉代子 先生 

橋本 和明 先生 

 

～講師紹介～ 

村瀬 嘉代子 先生：大正大学名誉教授 

臨床心理士、文学博士、 (財)日本心理研修センター理事長。奈良女子 

           大学文学部心理学科卒業後、家庭裁判所調査官に任官。在職中に、カリ 

フォルニア大学大学院バークレイ校留学。大正大学カウンセリング研究 

所講師、大正大学教授を経て、現職。活動領域は多岐に亘り、司法･矯正、 

医療、福祉、教育などの分野で、実践と研究に従事。クライエントの個 

別性に即した関わりを重視した、統合的なアプローチを行っている。著 

書は、『聴覚障害者への統合的アプローチ』（日本評論社）、『心理療法と

生活事象』（金剛出版）、『心理療法家の気づきと想像―生活を視野に入

れた心理臨床』（金剛出版）、『ジェネラリストとしての心理臨床家－ク

ライエントと大切な事実をどう分かち合うか』（金剛出版）、などの他多

数。 

 

橋本 和明 先生：花園大学社会福祉学部臨床心理学科教授 

臨床心理士、同大学心理カウンセリングセンター長。家庭裁判所調査 

官を経て、現職。非行臨床や虐待、発達障害を専門領域とする。著書に 

『発達障害と思春期・青年期 生きにくさへの理解と支援』（編著 明石書

店）、『虐待と非行臨床』（創元社）、『非行臨床の技術－実践としての面接、

ケース理解、報告』（金剛出版）、『子育て支援ガイドブック』（編著 金剛

出版）『犯罪心理鑑定の技術』(編著 金剛出版）、などの他多数。 

 

 



２ セミナー会場  
花園大学無聖館５階大ホール 

３ 受講申込み方法 
受講対象：公認心理師、臨床心理士、医師、教員など、心理や医療、教育、福祉、司法の現場に携

わっておられる専門職の方。現在、これらの分野で学ばれている学生の方。 

一般の方でもご関心をお持ちの方は受講可能です。 

定  員 ：３５０名（先着）   受講料 ：３，０００円 

申込みの手続き 
① 同封の申込書に必要事項をご記入の上、FAX、郵送、Emailのいずれかでお申込みください。 

Emailでお申込みの際は、件名に「発達障害セミナー申込み」、本文に①氏名（ふりがな）②勤務・所属

先 ③職種 ④希望連絡先の住所、TEL、FAX ⑤Emailアドレスを記載してください。 

＊申込書の不足分は、コピーしてお使いください。 

② お申込みをされた方は、下記の口座に受講料(3,000円)をお振込みください。申込書とお振込みの両方を確

認できた後、受講票を発送いたします。 

  ＊申込完了後の受講料の返金はできませんので、ご了承ください。 

＊当センターからの領収書の発行は、行っておりません。金融機関より発行される振込受領書を、領収書 

として代用していただきますようお願いいたします。 

 
ご確認 

・参加証明書は、ご入用の方にのみ当日会場にて発行いたします。 

・定員に達した場合は、お受けできないことがあります。その場合はホームページに掲載いたします。 

・臨床心理士資格の研修ポイント申請は、予定しておりません。 

 

【振込み先の口座】 三井住友銀行 京都支店 普通預金 口座番号 ８７９４２７９ 
ガク）ハナゾノガクエン 
口座名義 学校法人花園学園 

＊お振込みは、 ４月 1日 （月） ～ ７月 ８日 （月）の間でお願いいたします。 
＊申込者と振込口座の名義が異なる場合は、お振込みの際に申込者の氏名を打電してください。 

申込み・入金期限：２０１９年 ７月８日(月)必着 

申込み先：花園大学心理カウンセリングセンター 
〒604－8456 京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町8－1 
FAX 075-277-0100  Email:hccworkshop@hanazono.ac.jp 

４ アクセス 

     

 

会場 5Fホール 

正
門 

馬
代
通 

西
小
路
通 

無聖館 

【京都駅より】 
JR嵯峨野線「円町」下車 徒歩 8分 
市バス 26・205「太子道」下車 徒歩 5分 
【京阪三条駅より】 
京都バス 63・64・65「西ノ京馬代町（花園大学前）」
下車 徒歩 2分 
 

【阪急西院駅より】 
市バス 26・91・203・205「太子道」下車 徒歩 5分 
市バス 27・特 27「西ノ京塚本町」下車 徒歩 3分 
【四条烏丸・四条大宮より】 
市バス 26・91・203「太子道」下車 徒歩 5分 
市バス 27「西ノ京塚本町」下車 徒歩 3分 
 

 


