
愛着に課題のある子どもの支援
～難しい子どもの理解と効果的な介入～

2019年 7月
4日・5日・6日

愛知県名古屋市
名古屋市
中小企業振興会館 開催

7/5(金）・6(土)
7/5 10:00 – 16:00

リヴィー博士
「愛着障がいを癒す関わり」

16:00 – 17:00
田嶌 誠一氏
「愛着をはぐくむ支援の基盤」

7/6 10:00 – 12:00
リヴィー博士 「支援者の癒し」

13:00 - 16:00
リヴィー& ヘネシー博士とATTI Japan

「ヒーリンングペアレント実践トレーニング」

テリー・リヴィー心理学博士

米国コロラド州 ATTI 所長
（Attachment Treatment

& Training Institute）

愛着に課題のある子どもの子育ての鍵は、「親と
子ども双方の癒し」にあります。1985年から現
在までに1000組余りの家族の愛着トラウマを癒
し、そこで得た知見を「ヒーリング・ペアレント」
と名づけ、効果的な癒しの子育て法として確立し
ました。研修会では実際の治療ビデオをもとに講
義・解説を行います。日本においても11組の家族
の治療に携わり、文化の違いを超えた効果を上げ
ています。愛着障がい治療の第一人者による家族
の絆・愛着形成の重要性を日本の養親・里親・専
門職向けに開催するまたとない研修会です。

通訳 ヘネシー澄子 博士

テリー・リヴィー博士の

癒しの子育て法
ヒーリング・ペアレント

主催：ATTI Japan (エイティティアイジャパン）
愛着とトラウマのトリートメント研究所

後援： 愛知県（申請中）
NPO法人 CAPNA （子どもの虐待防止ネットワーク）
公益社団法人家庭養護促進協会

7/4(木) 社会的養護の現状と安全な育ちの環境作り
10:10 – 11:00

島 玲志氏

11:00 – 11:50
古田 学氏

13:00 – 13:50  
矢満田 篤二氏

13:50 – 14:40 
坂 鏡子氏

15:00 – 17:00  
T.リヴィー博士

島 玲志 氏

厚生労働省
子ども家庭局家庭福祉課

児童福祉専門官

坂 鏡子 氏

NPO法人

子育て支援を考える会
TOKO TOKO 理事長

田嶌 誠一 氏

九州大学
名誉教授
臨床心理士

古田 学 氏

西三河
福祉相談センター

センター長

矢満田 篤二 氏

社会福祉士
元愛知県児童相談所

児童福祉司

7/5
(金)



日程 時間 テーマ 講師

7/4
(木）

10:10 – 11:00 これからの社会的養護 課題と展望 島玲志氏

11:00 – 11:50 施設養育から家庭養育へ向かうためには～児童相談所の現状から～ 古田学氏

13:00 –13:50 総ての赤ちゃんに家庭の愛を 特別養子縁組制定30周年に感慨深く 矢満田篤二氏

13:50 – 14:40 愛着の絆をはぐくむ地域包括支援～養育支援訪問・小規模保育・児童発達支援～ 坂鏡子氏

15:00 – 17:00 ヒーリングペアレント 愛着障がいの理解とその介入 T. リヴィー博士

7/5
(金）

10:00 – 16:00 ヒーリングペアレント 愛着障がいを癒すかかわり T. リヴィー博士

16:00 – 17:00 社会的養護における愛着をはぐくむ支援の基盤 田嶌誠一氏

7/6
(土)

10:00 – 12:00 ヒーリングペアレント 愛着に課題を抱える子どもの介入に必要な支援者の癒し T. リヴィー博士

13:00 – 16:00 ヒーリングペアレント 実践トレーニング リヴィー＆ヘネシー博士とATTI Japan

ご参加日

（フリガナ）
ご氏名

ご連絡
先

（携帯可）

TEL（ ） －
FAX（ ） －

職 種 E-mail

お勤め先
（所属機関）

所属・
役職

「愛着に課題のある子どもの支援」
セミナー ご案内

・日 時 ： 前述の通り（全3日間）

9:30 開場 /   10:00 開催

・会 場 ： 名古屋市 中小企業振興会館 第３会議室

・定 員 ： 各日100名（定員になり次第、締め切らせて頂きます）

・参加費 ： 初日 10,000円 /  ３日間 35,000円

■セミナー開催要項

セミナー申込み書
E-mail：seminar@atti-japan.com

FAX：03-6261-2738
必要事項をご記入の上、 E-mail または
FAXでお申込み下さい

セミナー参加に際し、「守秘義務の同意書」に署名をして頂くことを予めご了解ください
【お願い】
申込み欄が足りない場合は、本申込書をコピーの上、ご利用ください

※他銀行からのお振込みは、以下となります
【店名】〇一八（ゼロイチハチ） 【店番】018
普通預金 【口座番号】 7414313

ご入金後キャンセルされた場合は返金できません。
ご都合がつかない場合には代理の方の出席でも構いません。

【注意！】

■セミナー対象者

家族や子どもと関わる心理専門職の方々

●臨床心理士・臨床発達心理士・公認心理師 ●保健師
●社会福祉士 ●保育士 ●児童福祉司 ●児童心理司
●子ども家庭支援員 ●里親支援専門相談員
●スクールカウンセラー・SSW・FSW ●養親・里親など

または
郵便振替口座記号番号 00110‐5‐387958
加入者名 一般社団法人ATTI Japan

■振込先（事前入金のお願い） お申込み後、事務局からの返信メールをご確認の上、下記口座に所定の料金をお振込ください

ゆうちょ銀行 10160-74143131
口座名 シャ）エイティティアイジャパン

■会場ヘのアクセス

名古屋市中小企業振興会館 第３会議室
名古屋市千種区吹上二丁目６番３号
※地下鉄桜通線「吹上」駅 ５番出口 徒歩５分

※ご希望のコースに
☑ください □7/4 初日のみ参加費10,000円 □7/4-6 ３日間参加費 35,000円

※大きめの字でハッキリ記入ください


