
2021年度 令和３年度 地域連携支援 

4月 施設見学 受け入れ 

 日付：13日,23日 

 内容：新潟市新規事業所開設予定者見学 2件 

 担当：齋藤武  
5月 新潟医療福祉大学大学院 全学科対象 講義 

 日付：23日 

 内容：心身相関の医療 講義 

 担当：栗城のり恵 

新潟医療福祉大学言語聴覚学科 臨床総合実習 1期 2名受け入れ 

 日付：10日～7月 2日 

内容：小児言語聴覚障害評価治療に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

金屋保育園 講演及び情報交換 

 日付：31日 

内容：当施設併用利用児の情報交換及び対応方法の指導等 

担当：櫻井晶 稲垣仁美 

村上小学校通級指導教室 見学受け入れ 

 日付：31日 

 内容：機能性構音障害への構音指導の見学 

 担当：須貝悠人 

下越地域若者サポートステーション カウンセリング 

 日付：13日，27日 

内容：利用者への心理的援助 

担当：栗城のり恵 

6月 新潟医療福祉大学言語聴覚学科 臨床総合実習 1期 2名受け入れ 

 日付：10日～7月 2日 

内容：小児言語聴覚障害評価治療に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

村上小学校通級指導教室 見学受け入れ 

 日付：18日,30日 

 内容：「未就学児の言語訓練」「機能性構音障害への構音指導」の見学 

 担当：櫻井晶 須貝悠人 

下越地域若者サポートステーション カウンセリング 

 日付：10日，24日 

内容： 利用者への心理的援助 

担当：栗城のり恵 

村上市ペアレント・トレーニング 



 日付：19日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：稲垣仁美  
7月 新潟県立大学 子ども学科 講義 

 日付： 20日 

内容：発達障がいのある子どもの理解と支援 講義 

担当：栗城のり恵 

新潟医療福祉大学言語聴覚学科 臨床総合実習 2期 2名受け入れ 

 日付：5日～8月 27日 

内容：小児言語聴覚障害評価治療に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

胎内市子どものこころとことばの相談室 指導 

 日付：5日,28日 

内容：通室児への言語聴覚療法  

担当：須貝悠人 勝島奏太 

金屋保育園 講演及び情報交換 

 日付：12日 

内容：当施設併用利用児の情報交換及び対応方法の指導等 

担当：稲垣仁美 斎藤里英 

瀬波保育園 講演 

 日付：13日 

内容：ペアレント・トレーニングについて  

担当：稲垣仁美 玉木憲子 

山辺里保育園 講演会 

 日付：14日 

内容：施設説明と早期支援について 

担当：櫻井晶 岡田玲 

子育て支援センター・ファミリーサポート合同研修会 

 日付：16日 

内容：施設説明と早期支援について 

担当：櫻井晶 

下越地域若者サポートステーション カウンセリング 

 日付：8日，29日 

内容： 利用者への心理的援助 

担当：栗城のり恵 

村上市ペアレント・トレーニング 

日付：3日,17日,31日 

内容：ペアレント・トレーニング 



担当：稲垣仁美 

8月 新潟医療福祉大学大学院 全学科対象 講義 

 日付：1日 

 内容：心身相関の医療 講義（上記の日程で 2回分をオンデマンド配信） 

 担当：栗城のり恵 

新潟医療福祉大学言語聴覚学科 臨床総合実習 2期 2名受け入れ 

 日付：5日～8月 27日 

内容：小児言語聴覚障害評価治療に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

新潟リハビリテーション大学大学院（言語聴覚士養成課程）実習受け入れ 

 日付：16日～27日 

内容：小児言語聴覚障害評価治療に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

新潟リハビリテーション大学大学院（公認心理師養成課程）実習受け入れ 

 日付：2日～27日 

内容：発達障害児に関する実習指導 

担当：櫻井晶 栗城のり恵 

瀬波保育園 職員研修 

 日付：5日 

 内容：ペアレント・トレーニングの基礎 

 担当：稲垣仁美 

胎内市子どものこころとことばの相談室 指導 

 日付：11日,12日 

内容：通室児への言語聴覚療法  

担当：須貝悠人 勝島奏太 

新潟リハビリテーション大学（理学療法学専攻）実習受け入れ 

 日付：30日～9月 12日 

内容：小児理学療法に関する見学実習指導  

担当：齋藤武 

下越地域若者サポートステーション カウンセリング 

 日付：12日 

内容： 利用者への心理的援助 

担当：栗城のり恵 

村上市ペアレント・トレーニング 

 日付：7日,21日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：稲垣仁美 



9月 村上小学校通級指導教室 見学受け入れ 

 日付：1日,15日 

 内容：「未就学児の言語訓練」「機能性構音障害への構音指導」の見学 

 担当：須貝悠人 

新潟医療福祉大学言語聴覚学科 臨床評価実習１期 2名受け入れ 

 日付：27日～10月 15日 

内容：小児言語聴覚障害評価に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

新潟リハビリテーション大学大学院（公認心理師養成課程）実習受け入れ 

 日付：13日～30日 

内容：発達障害児に関する実習指導 

担当：櫻井晶 栗城のり恵 

新潟リハビリテーション大学（作業療法学専攻）実習受け入れ 

 日付：13日～24日 

 内容：地域の作業療法の現場を学ぶ 

 担当：富樫央 

新潟医療福祉大学言語聴覚学科 臨床評価実習１期 2名受け入れ 

 日付：27日～10月 15日 

内容：小児言語聴覚障害評価に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

胎内市子どものこころとことばの相談室 指導 

 日付：8日,16日,22日,30日 

内容：通室児への言語聴覚療法  

担当：須貝悠人 勝島奏太 

下越地域若者サポートステーション カウンセリング 

 日付：9日，30日 

内容： 利用者への心理的援助 

担当：栗城のり恵 

村上市ペアレント・トレーニング 

 日付：4日,18日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：稲垣仁美 

10月 新潟医療福祉大学言語聴覚学科 臨床評価実習１期 2名受け入れ 

日付：9月 27日～10月 15日 

内容：小児言語聴覚障害評価に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

新潟医療福祉大学言語聴覚学科 臨床評価実習 2期 2名受け入れ 

日付：10月 25日～11月 12日 



内容：小児言語聴覚障害評価に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

村上市こころとことば 研修受け入れ 

 日付：18日 

内容：言語訓練及び構音訓練方法見学 

担当：櫻井晶 勝島奏太 

新潟リハビリテーション大学（心理学専攻）実習受け入れ 

 日付：21日 

内容：発達障害児に関する実習指導 

担当：櫻井晶 栗城のり恵 

下越地域若者サポートステーション カウンセリング 

 日付：14日，28日 

内容：利用者への心理的援助 

担当：栗城のり恵 

村上小学校通級指導教室 見学受け入れ 

 日付：20日 

 内容：「未就学児の言語訓練」「機能性構音障害への構音指導」の見学 

 担当：須貝悠人 

胎内市子どものこころとことばの相談室 指導 

 日付：7日,13日,20日,25日 

内容：通室児への言語聴覚療法  

担当：須貝悠人 勝島奏太 

金屋保育園 職員研修 

 日付：21日 

内容：ケース検討 

担当：櫻井晶 岡田玲 

瀬波保育園 職員研修  

 日付：25日 

 内容：ペアレント・トレーニングの基礎 

 担当：稲垣仁美 

村上市ペアレント・トレーニング 

 日付：2日,16日,23日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：稲垣仁美 玉木憲子 

11月 村上市保育所職員見学 

 日付：5日 8日 12日 15日 16日 19日 25日 29日 

 内容：各保育所利用児の支援状況の見学 

    保育所（猿沢、第 2、山辺里、岩船、金屋、舘越） 



 担当：岡田玲 藤井祥子 

村上市子育て支援センター 

 日付：2日 

 内容：「0歳からの言葉の育ちと関わり方」 

 担当：櫻井晶 

胎内市子どものこころとことばの相談室 指導 

 日付：10日,11日,24日,25日 

内容：通室児への言語聴覚療法  

担当：須貝悠人 勝島奏太 

岩船保育園 講演会 

 日付：17日 

内容：施設説明と早期支援について 

担当：櫻井晶 

村上小学校通級指導教室 見学受け入れ 

 日付：24日 

 内容：「未就学児の言語訓練」「機能性構音障害への構音指導」の見学 

 担当：須貝悠人 

村上市ペアレント・トレーニング 

 日付：6日,20日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：玉木憲子 

あらかわ保育園 講演会 

 日付：26日 

内容：応用行動分析について 

担当：斎藤里英 

新潟リハビリテーション大学（作業療法学専攻）実習受け入れ 

 日付：29日,30日 

 内容：地域の作業療法の現場を学ぶ 

 担当：栗原トヨ子 

12月 新発田市子育て支援事業講師 

 日付：7日,22日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：稲垣仁美 玉木憲子 

村上市特別支援学級 保護者会 

 日付：10日 

 内容：親子のより良い関わり方について（認知の偏りとネット依存） 

 担当：櫻井晶 

株式会社ライフデザイン 放課後等デイサービス りるの空職員見学 



 日付：13日 

 内容：通所支援事業所のリハビリテーションについて 

 担当：櫻井晶 

福ちゃぶ 講演 

 日付：18日 

 内容：運動発達について 

 担当：齋藤武 

いずみ園 職員研修会 

 日付：16日 

 内容：こども発達支援はるの紹介と支援 

 担当：岡田玲 

村上市ペアレント・トレーニング 

 日付：4日,18日, 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：玉木憲子 

胎内市子どものこころとことばの相談室 指導 

 日付：9日,15日,22日,23日  

内容：通室児への言語聴覚療法  

担当：須貝悠人 勝島奏太 

1月 新発田市子育て支援事業講師 

 日付：7日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：稲垣仁美 玉木憲子 

株式会社ライフデザイン 放課後等デイサービス りるの空職員研修 

 日付：9日 

 内容：通所支援事業所のリハビリテーションについて 

 担当：櫻井晶 

福ちゃぶ 講演 

 日付：15日 

 内容：就学前に取り組む事 

 担当：櫻井晶 

村上市ペアレント・トレーニング 

 日付：8日,26日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：稲垣仁美、玉木憲子 

新潟リハビリテーション大学理学療法学専攻 見学実習 2名受け入れ 

日付：1月 31日～2月 6日 

内容：理学療法士に関する実習指導 



担当：齋藤武 

2月 新発田市子育て支援事業講師 

 日付：2日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：稲垣仁美 玉木憲子 

村上市ペアレント・トレーニング 

 日付：5日,19日 

 内容：ペアレント・トレーニング 

 担当：稲垣仁美 玉木憲子 

村上第一保育園研修 

 日付：24日 

 内容：こども発達支援所はるでの支援内容 

 担当：岡田玲 

新潟リハビリテーション大学大学院 実習 1名受け入れ 

日付：2月 7日～4月 1日 

内容：言語聴覚士に関する実習指導 

担当：櫻井晶 

3月 胎内市子どものこころとことばの相談室 指導 

 日付：9日,23日  

内容：通室児への言語聴覚療法  

担当：須貝悠人 勝島奏太 

金屋保育園研修 

 日付：10日 

内容：行動の分析について  

担当：櫻井晶 玉木憲子 

 

 


