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日本版 K-ABC が 1993 年に出版されてから 20 年余りを経過しました。

当初（1997 年）は、研究会組織として発足しましたが、設立後 10 年間

にわたる本会の活動の実績を踏まえて、平成 20 年度に研究会から学会

へと名称が変わりました。また、平成 25 年 8 月には、K-ABC の改定版

である「日本版 KABC-Ⅱ」が刊行されました。  

日本 K-ABC アセスメント学会は，特別な支援ニーズのある子ども達

への教育的援助に関して，K-ABC 及び KABC-Ⅱを中心とした心理・教

育アセスメントを有効かつ適切に活用していくことを目指しています．

そのために，私たちは一層の研鑽に努めなければなりません．一人ひと

りの力では及ばぬことも，子ども達への思いを同じくする多くの教育者，

臨床家，研究者が相互に連携，啓発，研鑽しあうことによって，必ずや

大きな成果として結実するものと確信いたしております．  

これからも会員の皆様とともに特別な支援ニーズのある子ども達の

教育・福祉・リハビリテーションの向上に邁進いたす所存でございます．

どうぞ，私どもの趣旨を十分にお汲み取りいただき，ご賛同いただけま

すならば，ぜひとも本学会に入会し，私たちと一緒に研鑽を積んでいこ

うではありませんか．  

入会の手続き，学会の主な活動，会員の特典，地域研究会については，

右頁に簡単に紹介してあります．このうち，本学会の大きな特色は，全

国に 16 箇所の地域研究会が設立され，日本 K-ABC アセスメント学会

と連携をとりながら，各地域で初級講習会，事例研究会，その他の研修

活動を，地域の実情にあわせて行っている点であります．これは，ひと

えに会員の方々が，K-ABC や KABC-Ⅱを通して，心理教育アセスメン

トとそれをふまえた指導・支援を積極的に展開していこうという気概と，

自ら学習していこうという強い意欲により，実現されたものといえまし

ょう．  

日本 K-ABC アセスメント学会といたしましては，今後とも，こうし

た地域研究会が日本各地により多く設立され，その活動がより活性化さ

れることを期待しております．そのための支援もできる限り行いたいと

考えております．  

 

 

  

【入会の手続き】 

１．別紙の入会申込書に必要事項を記入して，当会事務局までお送り 

ください． 

２．常任理事会（5月・10月・1月・3月）および理事会（大会時）で 

入会について審査を行い，その結果を本人に通知いたします． 

３．入会が承認された後，当該年度の年会費として７,000円（所定の方 

法）を納入していただきます。 

 

【学会の主な活動】 

１．研究大会の開催（年 1 回）  

２．研究誌の刊行（年 1 回発行『K-ABC アセスメント研究』）  

３．会報の発行（年 3 回）  

４．講習会の企画運営（KABC-Ⅱベーシック講習会，アドバンスト講習  

会，ワークショップ，中央事例研究会）  

５．その他，本会の目的達成に必要な事業 

 

【会員の特典】 

１．研究大会での発表資格  ５．研究誌への投稿資格  

２．研究誌，会報の無料配布 ６．検査者資格の取得  

３．講習会費の割引 

４．中央事例研究会への無料参加 

 

【地域研究会】 
◆東北 K-ABC 研究会 ◆東海地区 K-ABC 事例研究会  

◆いわき地区 K-ABC 研究会  ◆三重 K-ABC アセスメント研究会  

◆栃木 K-ABC 研究会        ◆大阪 K-ABC 研究会 

◆常磐ライン地区 K-ABC 研究会  ◆和歌山 K-ABC 研究会  

◆K-ABC 東京地区研究会  ◆徳島 K-ABC アセスメント研究会  

◆信州 K-ABC アセスメント研究会  ◆中国地区 K-ABC 研究会  

◆南信地区 K-ABC 事例研究会       ◆大分 K-ABC 研究会  

◆京都Ｋ-ＡＢＣ研究会 ◆みやざき K-ABC・アセスメント研究会  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本 K－ABCアセスメント学会 

〒112-0002 東京都文京区小石川五郵便局留   

日本Ｋ－ＡＢＣアセスメント学会 事務局 

TEL&FAX：03-3944-1390 

ホームページ：www.k-abc.jp 

事務局 E-mail：honbu-jimu@k-abc.jp 

  入会，会費，住所等の変更，大会，事例研究会，  

資格認定，地域研究会等に関する問い合わせ 

 

講習会 E-mail：honbu-koushu@k-abc.jp 

講習会に関する問い合せ 

 

 

入 会 へのお誘 い 

 

顧問 松原 達哉 （東京福祉大学大学院） 
前川 久男 

理事長 藤田 和弘 （九州保健福祉大学） 
副理事長 石隈利紀（筑波大学）・小野純平（法政大学）・熊谷恵子（筑波大学） 
常任理事（11 名） 

藤田 和弘 （九州保健福祉大学） 
青山 真二 （北海道教育大学） 

編集委員会スーパーバイザー 石隈 利紀 （筑波大学） 
青山 真二 （北海道教育大学） 
小野 純平 （法政大学） 

服部 環 （法政大学） 
検査者・講師資格認定委員会スーパーバイザー 熊谷 恵子 （筑波大学） 
総務委員会委員長 吉村 亜紀 （川崎市立総合教育センター） 
編集委員会委員長 大六 一志 （筑波大学） 
研究委員会委員長 星井 純子 （東京都立中野特別支援学校） 
広報委員会委員長 三浦 光哉 （山形大学） 
検査者・講師資格認定委員会委員長 熊谷 恵子 （筑波大学） 
事務局長 

東原 文子 （聖徳大学） 

理事 
総務委員会 副委員長 山内まどか （川崎市立東住吉小学校） 

委員 上嶋 惠 （子どもの教育研究所） 
黄木 悦子 （神奈川県立相模原中央支援学校） 
後藤 勝弘 （津市立朝陽中学校） 
吉澤 智子 （AIH 心理相談室） 
渡辺 実 （花園大学） 

編集委員会 副委員長 東原 文子 （聖徳大学） 
委員 齋藤 大地 （東京学芸大学附属特別支援学校） 

佐藤 晋治 （大分大学） 
柘植 雅義 （筑波大学） 
村瀬 忍 

研修委員会 副委員長 小泉 斉 （足立区障害福祉ｾﾝﾀｰ幼児発達支援室） 
五十嵐靖夫 

 

（北海道教育大学函館校） 委員 
高畑 英樹 （神戸市立谷上小学校） 
外礒 やよひ  
西川 光 （橋本市立紀見北中学校） 
盛永 政和 （子どもの心理・教育研究所 ひかり塾） 

広報委員会 副委員長 上岡 義典 （徳島大学） 
委員 伊澤 幸洋 （福山市立大学） 

伊丹 昌一 （梅花女子大学） 
岡崎 慎治 （筑波大学） 
山田 充 （堺市立日置荘小学校） 

検査者・講師認定委員会 副委員長 熊上 崇 （立教大学） 

監事 衛藤あすか （杉並区立済美養護学校） 
水野 薫 （Space Zero PDD 心理・教育研究所） 

平成 27－29 年度役員 

事務局スーパーバイザー 

広報委員会スーパーバイザー 

総務委員会スーパーバイザー 

研修委員会スーパーバイザー 

小野 純平 （法政大学） 

熊谷 恵子 （筑波大学） 

事務局次長 
永田 真吾 （玉成保育専門学校） 

（岐阜大学） 

委員 小林 玄 （立教女子短期大学） 

（徳島県教育委員会スクールカウンセラー） 

（いわき短期大学） 

mailto:k-abcjimu@aqua.plala.or.jp
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