
        

         

明星大学では「発達支援研究センター (MISSION)」を本年度より発足させました。
本センターは発達障害児・者への支援の方法について最新の動向を踏まえた研究・発信をすることで我が国の
教育・臨床実践に寄与することを目的としています。　発足にあたり、日本における代表的な心理検査の一つ
である WISC-Ⅳの権威ドーン・フラナガン先生、ジョージ・マクロスキー先生のお二人を米国から招聘しました。
本年 10 月に米国にて出版される WISC-5 の最新情報についてもお話しいただけます。
未来の発達障害支援の在り方を考える機会として奮ってご参加ください。心からお待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明星大学 発達支援研究センター長　小貫悟

        

         

　

　　 
　　　　　　 

　

米国に学ぶ WISC-IV の解釈研究の最前線
　　　　＆ WISC-５の最新情報

【会場】   明星大学 日野校 28号館 113教室

< 問合せ・申込み＞
国際治療教育研究所
〒105-0004　東京都港区新橋 6-13-12　木澤ビル 4F
TEL : 03-6459-0670　FAX : 03-3436-5808
E-mail : semi@iiet.co.jp    URL: http://www.iiet.co.jp/
 
 

【受講料】18,000 円 / 2 日間 （税込）
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< アクセス＞
・多摩モノレール「中央大学・明星大学」駅直結
・京王線「多摩動物公園」駅徒歩 10 分

東京都日野市程久保 2-1-1

逐次通訳付

「修了証」をご希望の方は 500 円プラスとなります

【日時】  2014 年 11 月 29 日（土）30 日（日）　

日本ＬＤ学会 / 特別支援教育士資格認定協会
日本発達障害ネットワーク / 日本発達障害学会
日本臨床心理士会 ( 順不同）

※特別支援教育士（S.E.N.S）特別支援教育士スーパーバイザー（S.E.N.S-SV）資格更新ポイント認定

★参加へのお誘い★

【講師】

ジョージ マクロスキー 先生
（フィラデルフィア オステオパシー医科大学心理学部研究部門ディレクター）

ドーン フラナガン 先生
 （ニューヨークセントジョンズ大学心理学科 教授）

上野 一彦 先生（東京学芸大学名誉教授）

小貫  悟 （明星大学人文学部心理学科 教授・発達支援研究センター長）

バーンズ 亀山静子 先生（ニューヨーク州認定スクールサイコロジスト） 　【講師・通訳】
【司会】

中央大学・明星大学駅

明星大学 発達支援研究センター発足記念 国際講演会 

明星大学共催

・1 日のみ参加の場合　9,000 円 （税込）　
　　（但し、修了証発行は出来ませんので予めご了承ください）

・特別支援教育士・特別支援教育士 SV の資格をお持ちの方　　
　　 12,000 円 /2 日間（税込）
　　（但し、当日は受付に「資格証」のご提示をお願いいたします）

・大学生・大学院生　10,000 円 /2 日間（税込）
　　（但し、当日は受付に「学生証」のご提示をお願いいたします）



米国に学ぶ WISC-IV の解釈研究の最前線
　　　　＆ WISC-５の最新情報

< アクセス＞
・多摩モノレール「中央大学・明星大学」駅直結
・京王線「多摩動物公園」駅徒歩 10 分

FAX to 03-3436-5808

【参加対象】　発達障害に係る研究者および現場教員の方々　　
【受講料】　18,000 円 /2 日間　
　　※（S.E.N.S)(S.E.N.S-SV) 資格保持者 12,000 円 /2 日間、1 日のみ参加 9,000 円、大学生・大学院生 10,000 円 /2 日間

【定員】　250 名　※定員になり次第、申込受付を終了とさせていただきますので予めご了承ください。
【申込方法】
・ホームページhttp://www.iiet.co.jpの申込みページから、または本紙申込書にご記入のうえ、FAX にてお申込みください。
・お申込後 7 日以内に受講料のお振込みをお願いいたします。
・受講票は開催日の 2 週間前より順次お送りいたします。
【受講料振込先】　みずほ銀行 赤坂支店　普通口座：1806610　名義：国際治療教育研究所  (ｺｸｻｲﾁﾘｮｳｷｮｳｲｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ)
　　　　　　　　※お振込の際にはお申込代表者のお名前を必ずご記入ください。お振込手数料はご負担をお願いします。

【キャンセルについて】（必ずご連絡をお願いいたします。）
１．セミナー 15 日前まで：振込手数料の実費を差引いて返金いたします。
２．セミナー 14 日前から 2 日前まで：振込手数料の実費とキャンセル事務手数料として 5,000 円を頂戴いたします。
３．セミナー前日：振込手数料の実費とキャンセル事務手数料として 10,000 円を頂戴いたします。
４．セミナー当日：全額を頂戴いたします。但し、その場合は後日テキスト集を送付させていただきます。
５．天災、地変、不慮の事故など、不可抗力により開催されない場合、返金をご容赦いただく事もありますのでご了承ください。

※プログラムは変更することもございますので予めご了承ください講演プログラム
【1 日目】　11 月 29 日（土）

【2 日目】　11 月 30 日（日）
  8：40 ～  　　　　  開場
  9：00 ～  9：10 　　本日の解説     　　 　 上野 一彦先生
  9：10 ～ 12：00 　　「WISC-IV と実行機能」  　　 　　 　 ジョージ マクロスキー先生
　　（昼食休憩） 
13：00 ～ 14：30 　　「WISC-Ⅳ integrated の理論」 　　       　 ジョージ マクロスキー先生
　　（休憩 10 分）
14：40 ～ 16：00 　　「最新情報 !!WISC-IV から WISC-5 への理論と実際」　ジョージ マクロスキー先生
16：00 ～ 16：40 　　質疑応答　　     　　   　　　上野 一彦先生、講師全員

  8：30 ～  　　受付・開場
  9：00 ～  9：10 　　あいさつ（明星大学 学長） 
  9：10 ～  9：30 　　本講演の意義解説    　　 　 上野 一彦先生
  9：30 ～ 10：00 　　「米国におけるアセスメントの実際」 　 　 バーンズ 亀山静子先生
10：00 ～ 12：00 　　「CHC 理論に基づく WISC-IV の解釈」  　 ドーン フラナガン先生
　　（昼食休憩）
13：00 ～ 16：00 　　「クロステストバッテリーによる LD の判断」 　 ドーン フラナガン先生
16：00 ～ 16：40 　　質疑応答      　 上野 一彦先生、講師全員 

お申込についてのご案内

明星大学 発達支援研究センター発足記念「国際講演会」受講申込書FAX 03-3436-5808
フリガナ

名前

TEL 携帯
修了証の発行

（手数料500円）
□要　□不要

勤務先名 E-Mail

●送金は　　　月　　　日に（　　　　　　　　　　　　）銀行から（￥　　　　　　　　　　）を予定。　振込人名義（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　今回のセミナーを何で知りましたか？　□DM（チラシ）□DM(メール） □ホームページ □知人の紹介 □雑誌（　　　　　　  　　） □その他（　　　 　 　　　　）

FAX

職業

男
・
女

（受講票の送付先）　□自宅　□勤務先

〒　　　　　－　　　

・1 日のみ参加の場合　9,000 円 （税込）　
　　（但し、修了証発行は出来ませんので予めご了承ください）

・特別支援教育士・特別支援教育士 SV の資格をお持ちの方　　
　　 12,000 円 /2 日間（税込）
　　（但し、当日は受付に「資格証」のご提示をお願いいたします）


