
《第 1 回から第 9回までの『教師&専門家のための登校拒否研修会』》 

テープライブラリーのご案内 

注文番号Ｂ－１ 1,050円 

第１回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

基調講演『精神医学と心理学の視点から』   愛知教育大学教授･精神科医 梅垣 弘 

注文番号Ｂ－２ 1,050円 

第１回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『子どもとの関わり実践教育』            教育研究所所長 牟田 武生 

注文番号Ｂ－４ 1,050円 

第１回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否の理解と指導』 早稲田大学教授･学校不適応検討委員会委員長 小泉 英二 

注文番号Ｂ－５ 1,050円 

第１回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『臨床心理から見た家族』        立教女学院短期大学教授 滝口 俊子 

注文番号Ｂ－６ 1,050円 

第１回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『社会学から見た不登校問題』           大阪市立大学教授 森田 洋司 

注文番号Ｂ－７ 1,050円 

第１回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否の理解・公と私の立場で』 文教大学教授・前文部省調査官 高橋 哲夫 

注文番号Ｂ－８ 1,050円 

第２回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『教育研究所（実践活動内容報告）』            教育研究所長 牟田 武生 

注文番号Ｂ－９ 1,050円 

第２回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『家族にとっての不登校の意味』        立教女学院短期大学教授 滝口 俊子 

注文番号Ｂ－10 1,050 円 

第２回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否と発達課題』 新潟大学教授･新潟県登校拒否問題対策協議会会長 石郷岡 泰 

注文番号Ｂ－11 1,050 円 

第２回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

基調講演『不登校への援助』          兵庫教育大学副学長 佐藤 修策 

注文番号Ｂ－12 1,050 円 

第２回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『シンポジウム』 

早稲田大学教授 小泉 英二･愛知教育大学教授･精神科医 梅垣 弘  

教育研究所所長 牟田 武生 

注文番号Ｂ－14 1,050 円 

第２回教師＆専門家のための登校拒否研修会 



『不登校児への相談援助活動』東京都児童問題専門相談室長・児童精神科医 上出 弘之 

注文番号Ｂ－15 1,050 円 

第２回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『心の時代の教育を考える』－学校社会の活性化に向けて－ 

 大阪市立大学教授 森田 洋司 

注文番号Ｂ－16 1,050 円 

第３回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『民間通所施設での実践報告』                教育研究所所長 牟田 武生 

注文番号Ｂ－17 1,050 円 

第３回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『学校が好きになる教育を求めて』  全国進路指導研究会常任委員 尾木 直樹 

注文番号Ｂ－18 1,050 円 

第３回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『シンポジウム／社会現象から見た学校と家族』〔３巻セット〕 

大阪市立大学教授 森田 洋司 

立教大学教授 庄司 洋子／新潟大学教授 石郷岡 泰 

注文番号Ｂ－20 1,050 円 

第３回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否の予防と初期的な対応』   愛知教育大学教授･精神科医 梅垣 弘 

注文番号Ｂ－21 1,050 円 

第３回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『児童相談所で扱う不登校児』東京都児童相談センター所長・児童精神科医 廿楽 昌子 

注文番号Ｂ－23 1,050 円 

第４回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『心因性の登校拒否への対応』               教育研究所所長 牟田 武生 

注文番号Ｂ－24 1,050 円 

第４回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否児の心情変容をもたらす援助指導』-ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ的手法の実際- 

国際学院埼玉短期大学教授 金子 保 

注文番号Ｂ－25 1,050 円 

第４回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否･･東京都児童相談センター治療指導課での試み』 

 東京都児童相談センター治療指導課課長 森田 博 

注文番号Ｂ－26 1,050 円 

第４回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否の理解と援助者の育成』 

大学教授･新潟県登校拒否問題対策協議会会長 石郷岡 泰 

注文番号Ｂ－30 1,050 円 

第４回教師＆専門家のための登校拒否研修会 



『登校拒否の児童生徒への援助・指導』     甲斐教育･心理研究所所長 甲斐 志郎 

注文番号Ｂ－31 1,050 円 

第４回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『精神医学としての関わりと臨床』     愛知教育大学教授･精神科医 梅垣 弘 

注文番号Ｂ－32 1,050 円 

第５回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『いじめ･ひきこもり取材を通して見えること』  毎日新聞社 社会部記者 野沢 和弘 

注文番号Ｂ－33 1,050 円 

第５回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『不登校へのマクロとミクロの視点考察』 

 国立精神神経センター精神保健研究所 倉本 英彦 

注文番号Ｂ－34 1,050 円 

第５回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否、子ども達の体に何が起こったのか』       熊本大学医学部教授 三池 輝久 

注文番号Ｂ－37 1,050 円 

第５回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否理解と援助者の育成』  

新潟大学教授･新潟県登校拒否問題対策協議会会長 石郷岡 泰 

注文番号Ｂ－38 1,050 円 

第５回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『いじめ・登校拒否 親と学校の連携とは』    甲斐教育･心理研究所所長 甲斐 志郎 

注文番号Ｂ－39 1,050 円 

第５回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否、親と子どもに対しての具体的対応援助とは』 

 愛知教育大学教授･精神科医 梅垣 弘 

注文番号Ｂ－40 1,050 円 

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『くらしを共にする全寮生活を通して、子供達の心に灯を』 

 吉備高原学園高等学校 学校長  三澤 和昭 

注文番号Ｂ－41 1,050 円 

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『いじめ・登校拒否問題、教育が問われているもの』  

日本教職員組合中央執行副委員長 西澤 清 

注文番号Ｂ－42 1,050 円 

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『百年生きる地球人を育てる』        文部省高等教育医学教育課長 寺脇 研 

注文番号Ｂ－43 1,050 円  

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

シンポジウム 『いじめ・登校拒否、学校再生への道を探る』全２巻セット 



 パネラー 吉備高原学園高等学校学校長 三澤 和昭 

 日本教職員組合中央執行副委員長 西澤 清  

 文部省高等教育医学教育課長 寺脇 研  

 産業カウンセラー／もと不登校の親として 藤原  保代 

 司会（コーディネーター）ＮＨＫ解説委員 斎藤 宏保 

注文番号Ｂ－46 1,050 円 

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『現代型問題行動といじめ・不登校問題』         大阪市立大学教授 森田  洋司 

注文番号Ｂ－47 1,050 円 

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『スクールカウンセラーの課題と実際』          龍谷大学教授 大塚  義孝 

注文番号Ｂ－48 1,050 円 

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『心因性（情緒混乱型）とアパシー型の違いと対応』   教育研究所 所長 牟田 武生 

注文番号Ｂ－49 1,050 円 

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『子ども・親の心をとらえる教育相談とは』    甲斐教育･心理研究所所長 甲斐  志郎 

注文番号Ｂ－50 1,050 円 

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否とその理解、指導援助法』 

国際学院埼玉短期大学教授幼児教育科学科 金子 保 

注文番号Ｂ－51 1,050 円 

第６回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否の心的状態と病的状態像の違い』    愛知教育大学教授 梅垣 弘 

注文番号Ｂ－53 1,050 円 

第７回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

シンポジウム／『子どもの悩みを共感できる学校・家庭真の連携とは』（全２巻） 

 パネラー いじめ･登校拒否を経験して／子どもとして（２名） 

 子どもの「登校拒否を通して見えたこと」／親として（２名）   

 教師（学校）として／会場の先生方     

コーディネーター 教育コンサルタント 牟田 武生  

 司 会 ＮＨＫリポーター  増田 ユリヤ 

 注文番号Ｂ－54 1,050円 

第７回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『登校拒否、その理解と指導援助法』      国際学院埼玉短期大学教授 金子 保 

注文番号Ｂ－55 1,050 円 

第７回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『教育臨床における不登校などへの援助』   

昭和女子大学文学部心理学科教授 平尾 美生子 



注文番号Ｂ－56 1,050 円 

第７回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『児童生徒のいじめ・不登校へのアプローチ』     新潟大学名誉教授  石郷岡 泰 

注文番号Ｂ－57 1,050 円 

第７回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『子どもの権利条約といじめ・登校拒否問題』      早稲田大学教授 下村 哲夫 

注文番号Ｂ－58 1,050 円 

第７回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『いじめ～教育社会的視点からの理解と対応』   大阪市立大学教授 森田 洋司 

注文番号Ｂ－59 1,050 円 

第７回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『不登校・心の葛藤の理解と援助』    愛知教育大学教授･精神科医 梅垣 弘 

注文番号Ｂ－60 1,050 円 

第８回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『復学できるようにするためには』      国際学院埼玉短期大学教授 金子 保 

注文番号Ｂ－61 1,050 円 

第８回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『若者達のひきこもりと対応』         北の丸クリニック所長 倉本 英彦 

注文番号Ｂ－62 1,050 円 

第８回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『教師と子どもの関係を見直す』          東京学芸大学教授 村松 茂治 

注文番号Ｂ－63 1,050 円 

第８回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『社会学からみた「いじめ」問題への理解と対応』   大阪市立大学教授 森田 洋司 

注文番号Ｂ－64 1,050 円 

第８回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『ひきこもりのメカニズムと対応』       教育研究所 所長 牟田 武生 

注文番号Ｂ－65 1,050 円 

第８回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『自動生徒のストレスと心の健康』－いじめ不登校問題を考える－ 

                     愛知教育大学教授･精神科医 梅垣 弘 

注文番号Ｂ－66 1,050 円 

第８回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『いじめ･非行･不登校･子ども達の心のメカニズム』   新潟大学名誉教授  石郷岡 泰 

注文番号Ｂ－70 1,050 円 

第 9回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『子どもをめぐる法律-不登校､いじめ､学級崩壊-』  

早稲田大学教授･筑波大学名誉教授 下村 哲夫 



注文番号Ｂ－71 1,050 円 

第 9回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『子どものストレス状況と学校の取組み』 国立教育研究所生徒指導研究室長   滝 充 

注文番号Ｂ－73 1,050 円 

第 9回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『再登校時の援助の在り方』 

 教育研究所（民間教育施設）･教育コンサルタント 牟田 武生 

注文番号Ｂ－74 1,050 円 

第 9回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

シンポジウム 

『今､学校社会に子どもたちが求めるもの』-どうしたら学校､教室へもどれるか- 

コーディネーター 池上 彰（NHK週刊子どもニュースキャスター） 

パネラー                   体験者   

世田谷区立ほっとスクール城山 指導員 小池角次郎 

茨城県立笠間高等学校教諭 友部 右之 

調布市立第七中学校 養護教諭 舟見 久子 

教育研究所ケースワーカー 西村 公志  

注文番号Ｂ－75 1,050 円 

第 9回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

シンポジウム基調講演 

『不登校時の子どもの心理と援助法』-どうしたら学校､教室にもどれるのか- 

国際学院埼玉短期大学教授･附属教育相談研究センター所長 金子 保 

注文番号Ｂ－76 1,050 円 

第 9回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『発達のつまづきとしてのいじめ･不登校』 

新潟大学名誉教授･仙台白百合女子大学教授 石郷岡 泰 

注文番号Ｂ－77 1,050 円 

第 9回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『児童生徒のストレスと心身反応』      愛知教育大学教授･精神科医 梅垣 弘 

注文番号Ｂ－78 1,050 円 

第 9回教師＆専門家のための登校拒否研修会 

『社会学から見た世界のいじめ、日本のいじめ』    大阪市立大学教授 森田 洋司 

※ 講師の肩書は講演当時のものです。 

※ 敬称略              

※申し込み方法／Fax で注文番号､本数、金額･お名前･ご住所･電話番号を明記の上、下記

までご注文ください。商品発送の際に振込用紙をお送りしますので商品がお手元に到着後

ご送金ください。尚、送料､消費税は販売価格に含まれています。 

領収書が必要な場合は別途お送り致しますのでご連絡ください。 
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