
2020 年度 令和３年度 事業所内研修 

１ 
研 修：知的能力障害群、コミュニケーション症群、限局性学習症 

日 付：4月 21日 

講 師：須貝悠人 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

         齋藤武 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子  

     渡部唯 小川裕子 渡辺真理子 稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子  

     富樫満喜子 東海林真弓 櫻井梨那 遠山香織 藤井祥子 岡田玲  

         阿部加奈子 斎藤里英 髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 

２ 
研 修：全体研修① 

日 付：4月 28日 

9:30～10:45齋藤 

①神経発達症群：運動症、自閉スペクトラム症、注意欠如多動症 

11:00～12:15 勝島 

 ②支援方法：TEACCHプログラム、ポーテージプログラム 

13:15～14:45 稲垣 

 ③応用行動分析：ペアレントトレーニング① 

15:00（解散） 

15:30～16:30 櫻井 

 ④WISC⁻Ⅳ：実施方法（希望者のみ） 

講 師：齋藤武 勝島奏太 稲垣仁美 櫻井晶 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

齋藤武 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

    渡部唯 小川裕子 渡辺真理子 

    稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 富樫満喜子 

鈴木一之 東海林真弓 櫻井梨那 遠山香織 

藤井祥子 岡田玲 阿部加奈子 斎藤里英  

髙田大輔 増田恵美子 三宅智子  

3 
研 修： ペアレントトレーニング② 

日 付：5月 12日 

講 師：稲垣仁美 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

齋藤武 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

    小川裕子 渡辺真理子 稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 富樫満喜子 

東海林真弓 櫻井梨那 藤井祥子 岡田玲 阿部加奈子 斎藤里英  

髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 



４ 
研 修： ペアレントトレーニング③ 

日 付：5月 19日 

講 師：稲垣仁美 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

齋藤武 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

    渡部唯 小川裕子 渡辺真理子 

    稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 富樫満喜子 

鈴木一之 東海林真弓 櫻井梨那 遠山香織 

藤井祥子 岡田玲 阿部加奈子 斎藤里英  

髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 

５ 
研 修：ペアレントトレーニング④ 

日 付：5月 26日 

講 師：稲垣仁美 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

      齋藤武 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

      小川裕子 渡辺真理子 稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 富樫満喜子 

      東海林真弓 櫻井梨那 藤井祥子 岡田玲 阿部加奈子 斎藤里英 

      髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 遠山香織 

６ 
研 修：避難訓練における確認事項 

日 付：5月 28日 

講 師：富樫満喜子 阿部加奈子 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

齋藤武 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

    渡部唯 小川裕子 渡辺真理子 

    稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子  

鈴木一之 東海林真弓 櫻井梨那 遠山香織 

藤井祥子 岡田玲 斎藤里英  

髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 

7 
研 修： ペアレントトレーニング⑤ 

日 付：6月 2日 

講 師：稲垣仁美 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

齋藤武 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

    渡部唯 小川裕子 渡辺真理子 

    稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 富樫満喜子 

鈴木一之 東海林真弓 櫻井梨那 遠山香織 

藤井祥子 岡田玲 阿部加奈子 斎藤里英  

髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 



8 
研 修： ペアレントトレーニング⑥ 

日 付：6月 9日 

講 師：稲垣仁美 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

齋藤武 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

    渡部唯 小川裕子 渡辺真理子 

    稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 富樫満喜子 

鈴木一之 東海林真弓 櫻井梨那 遠山香織 

藤井祥子 岡田玲 阿部加奈子 斎藤里英  

髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 

9 
研 修： 伝達講習 早産・低出生/ASD・DCD・CP 

日 付：6月 14日 

講 師：齋藤武 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

稲垣仁美 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

    渡部唯 小川裕子 渡辺真理子 

    稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 富樫満喜子 

鈴木一之 東海林真弓 櫻井梨那 遠山香織 

藤井祥子 岡田玲 阿部加奈子 斎藤里英  

髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 

10 
研 修：全体研修 

日 付：6月 16日 

9:30～11:00齋藤武 

①感覚と発達障害 

11:10～12:15 藤井祥子 

  ②早期発達支援の重要性 

14:00～15:00 

  ③「はる」避難訓練、通報訓練、消化訓練 

15:10～15:30 

  ④「shiny」避難訓練、通報訓練、消化訓練 

15:30～16:00 

  ⑤「step」避難訓練、通報訓練、消化訓練 

講 師：齋藤武 藤井祥子 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 齋藤武 冨樫央  

佐藤志穂 栗原トヨ子 渡辺真理子 稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 

富樫満喜子 鈴木一之 東海林真弓 櫻井梨那 藤井祥子 岡田玲 

阿部加奈子 斎藤里英 髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 



11 
研 修：適応/不適応行動の評価 

日 付：6月 30日 

講 師：齋藤武 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

稲垣仁美 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

    渡部唯 小川裕子 渡辺真理子 

    稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 富樫満喜子 

鈴木一之 東海林真弓 櫻井梨那 遠山香織 

藤井祥子 岡田玲 阿部加奈子 斎藤里英  

髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 

12 
研 修：全体研修 

日 付：7月 7日 

           ①送迎中緊急時の対応 

   ②児童発達支援センター 避難訓練計画 

  ③症例報告書 作成例 

講 師：齋藤武 

参加者：櫻井晶 勝島奏太 須貝悠人 竹内陽斗 内田凌太 

稲垣仁美 冨樫央 佐藤志穂 栗原トヨ子 栗城のり恵 

     渡部唯 小川裕子 渡辺真理子 

     稲垣仁美 玉木憲子 島田孝子 富樫満喜子 

鈴木一之 東海林真弓 櫻井梨那 遠山香織 

藤井祥子 岡田玲 阿部加奈子 斎藤里英  

髙田大輔 増田恵美子 三宅智子 

13 
研 修：全体研修 

日 付：8月 13日 

8:30～9:00 避難訓練、消化訓練 

9:00～10:00 1時間 行動の原理 

（ABAとは、強化・弱化、消去、三項随伴性、動機付け、先行刺激） 

10:15～11:45 1時間 25分 行動を増やす 

（プロンプト／フェーディング、条件性／非条件性強化子、強化スケジュー

ル、トークンエコノミー、刺激選考査定） 

12:35～14:20 1時間 45分 スキルを教える 前半 

14:25～15:10 44分 スキルを教える 後半 

（DTT、NET、VB、シュエピング、タスクアナリシス、弁別訓練、刺激性制

御、般化と維持） 

15:25～16:10 44分 問題行動 

（行動の機能、ABC分析、分化強化、消去手続き、先行介入） 

16:20～17:00 31分 データ 



（頻度、持続時間、インターバル記録、タイムサンプリング、永続的所産に

よる記録、記録とグラフ化、行動の操作的定義） 

講 師：ABA研修動画 

はる 

 櫻井晶、岡田玲、阿部加奈子、渡辺唯、須貝悠人、島田孝子 

 富樫満喜子、小川裕子、栗原トヨ子、斎藤里英、渡邊真理子 

 鍋倉恵、森下風香、一ノ瀬真弓 

 Step 

  齋藤武、稲垣仁美、勝島奏太、玉木憲子、藤井祥子、冨樫央 

  小田優子、竹内陽斗、佐藤志穂、内田凌太、渡辺麗、和田のり恵 

14 
研 修：全体研修 

日 付：10月 1日（金） 

9:00～12:00 救急救命  

12:15～13:15 昼食  

13:15～14:30 行動の原理 行動学基礎 38分 ABCの適応 33分 

14:40～15:40 演習１ 

（事前課題の確認：チェイニング、消去+分化強化、ABC分析） 

15:50～16:50 演習２ 

（グループにて 1例 問題行動に対する ABC分析、シェイピング） 

講 師：櫻井晶、岡田玲、斎藤里英、稲垣仁美、玉木憲子、栗城のり恵 

はる 

  〇櫻井晶、須貝悠人、中村昌子、小林鈴奈、佐藤佑香 

  〇岡田玲、阿部加奈子、渡辺美佐子、富樫満喜子 

  〇斎藤里英、島田孝子、櫻井梨那、栗原トヨ子 

 Step 

  〇稲垣仁美、齋藤武、竹内陽斗、渡部唯 

  〇玉木憲子、富樫央、内田凌太、渡邊真理子 

  〇栗城のり恵、藤井祥子、佐藤志穂、小川裕子 

 

15 
研 修：全体研修 

 日 付：12月 10日（金） 

   午前（9:20～12:00マナボーテ村上多目的ホール） 

    9:20～9:50 個人情報（櫻井マニュアル確認） 

    9:50～10:50 虐待防止（齋藤りえ・齋藤武） 

11:00～11:20 感染対策（渡部） 

11:20～12:00 安全対策・感染症対策委員会 

（齋藤・櫻井・渡部・稲垣・岡田・藤井・里英） 

   午後（各事業所） 



    12:15～13:15昼食（理事会） 

            はる：齋藤、櫻井、稲垣、美佐子、岡田、梨那、鈴木、須貝、島田、

満喜子、栗原、里英、鍋倉、竹内、央 

      Step：勝島、玉木、渡部、真理子、藤井、増田、小川、小田 

中村、佐藤 

    13:30～17:00 

     監査処理対応：齋藤、櫻井、稲垣、須貝、竹内、央 

     安全管理・清掃 

      はる：満喜子、美佐子、梨那、島田、栗原、鍋倉、岡田、里英、 

      Step：藤井、佐藤、玉木、勝島 

      Shiny：渡部、小川、真理子 

 


