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2007 年 9 月に始まったニューズレターは、今号で 17 回目の発行を迎えました。「公認心理師」資格が誕生しまし
たが、広報委員会のメンバーも新旧交代し、これから益々、幅広い層に本誌をお届けしていきたいと思います。
創意工夫しながら開催していて研鑚を深め、その結果を

山梨県臨床心理士会の活動について

毎月の広報に掲載して会員に情報提供し、積極的に委
員会活動に参加できるように配慮しています。ゆえに、多
くの会員が自己責任のもと、当事者意識を深め会員相
互の研鑚、及び社会貢献を目的に委員会活動に積極

山梨県臨床心理士会は平成５年
９月４日に会員 10 数名で船出し、現
在は山梨英和大学大学院（日本臨
床心理士資格認定協会・指定大学
院）のお蔭をもって 150 名余の会員数
となっています。会員は主に医療、教育、福祉、産業、司
法・矯正、私設相談という６領域で業務を遂行していま
す。
発会当初は少人数で、その職域は主に医療、教育、
司法・矯正と今よりも少なく、研修会・研究会等には同
一メンバーが参加していたことから、顔の見える関係であり
頻回に情報交換や意見交換を行なったりしていました。し
かし、その後会員の増加に伴い、日本臨床心理士会の
委員会編成を参考にしながら、現在は①広報委員会
②研修委員会

③学校臨床心理士委員会

て支援委員会

⑤被害者支援委員会

④子育

⑥医療保健

領域委員会（山梨県精神科病院協会臨床心理部会
会員含）
会

⑦産業領域委員会

⑧高齢者支援委員

⑨こころの健康電話相談委員会

⑩倫理委員会

及び事務局で組織が構成されています。そして、各委員
会の長を以って幹事会が構成され、会の主旨に則って、
会の発展のために定期的に幹事会を開催しています。
当会の特徴としては入会時に何れかの委員会に所属
することを義務づけていますが、現実の活動となると、日
常業務の関係・優先順位の置き方によりなかなか積極
的に活動できない会員もおり、また若手会員の中には知
らない先輩方に交わることに躊躇している会員もいるとの
声を聞きます。

的・意欲的に参加することを切に願います。
現在は他機関との連携・協働が叫ばれており、当会で
も主なものとして①山梨県弁護士会との無料相談会開
催

②被害者支援センターやまなしの心理相談員・研

修講師の派遣

③山梨県警の犯罪被害者支援の心

理相談員派遣

④山梨いのちの電話の相談員の継続

研修講師及び公開講座の講師等があり、教育現場で
はスクールカウンセラーはもとより特別支援教育のインクル
ーシブ教育への協力が開始するなど、協力要請が徐々に
増加しています。
昨年９月に「公認心理師」法案が制定され、施行に
向けて国では公認心理師カリキュラム等検討会ワーキング
チームが開催されていますが、その詳細については、本県
選出日本士会代議員吉川先生にお任せしたいと思いま
す。
現在の幹事会における重点検討課題は、①ホームペー
ジを作成し迅速に情報提供するとともに、会員相互の情
報交換の場及び交流の場を作ることや、一般向けに臨
床心理士の活動をアピールすること

②倫理綱領・倫理

規定の見直しを検討し、会員の倫理観を高めるとともに
専門的職業人としての資質を養うこと

③会則の見直し

を行い、公認心理師を含んだ職能団体に移行するかを
検討すること

④日本臨床心理士会災害対策構想班

による第３ブロック（中部ブロック）での協働のための体
制づくり等、課題が山積みしており、会員の皆様のご理
解とご協力を願う次第であります。
山梨県臨床心理士会 会長 ・ 清水隆善

総会は年１回、委員会活動はそれぞれの委員会で

１

ることの証明による受験資格（この場合は科目

日本臨床心理士会山梨県代議員
からのメッセージ

免除無し）を持ちます。
４）

現任の定義はかなり広く設定されるので、臨

床心理士以外の「心理職」現任者も多く受験さ
れる可能性があります。
日本臨床心理士会の山梨県代
議員として幹事会にオブザーバー参加
させていただいておりますこと感謝いた

５）

公認心理師は国家資格なので、更新制度は

ありません。
なお詳細は厚労省の HP（検索キーワード：「公認

します。山梨県臨床心理士会は、発

心理師」）で閲覧できます。

足以来、山梨県の臨床心理士による

概要をご説明させていただくと、これまでの臨床心理士

職能団体として運営されており、日本臨床心理士会と直

指定大学院カリキュラムは、今回制定される公認心理師

接関係を持たない任意団体です。平成 29 年度の公認

科目と 7 割程度重なっていますので、従来の臨床心理士

心理師法施行、実質平成 30 年度よりスタートする公認

養成大学院では臨床心理士養成と公認心理師養成の

心理師という国家資格と臨床心理士の W 資格の時代

二つの受験資格を出すことが可能になる見込みです。他

において、山梨県の臨床心理士の皆さんは山梨県臨床

方、一人一人の臨床心理士に関していえば、各人が公

心理士会の運営をどのように考えていかれるのか、新たな

認心理師を取得された場合、臨床心理士としての資格

問いが投げかけられることになります。そこで今後の見通し

を更新続けられるかどうかについては、臨床心理士のアイ

について、公認心理師カリキュラム WT（ワーキングチーム）

デンティティをどのように理解しご自身の専門性と結び付け

メンバーとして把握しております現段階の情報を提供させて

ておられるか次第となります。それは今後日本臨床心理

いただきたいと思います。

士会、日本臨床心理士資格認定協会がその資格の価

3 月 30 日に公認心理師カリキュラム WT 会議が最終

値を実質的に保障できるか、という問題と深い連関を持

回を迎え、確定はその後の公認心理師カリキュラム検討

つことだと思います。私は、広く多職種と連携し、公共の

会にゆだねられますが、現在のところ、推測される方向性

福祉のために心理専門業務を担う公認心理師に対して、

は以下のとおりです。（3 月 30 日以降の会議によって一

生涯にわたって個人の心の成長とともに在る臨床心理士

部変更もありうることご了承ください）

であることを共存させる意味を皆さんと共有できるように、

公認心理師は、学部の 4 年間のカリキュラム

研修機会を充実させ、臨床心理士の職能の社会的認

（基礎心理学と実践心理学、および心理学実

知を広げられるよう、今後も尽力させていただきたいと考

習）に加えて大学院の 2 年間のカリキュラムをメイ

えています。

１）

ンルートとして、大学院 2 年の 2 月ごろ（㊟１）に
行われるマークシート試験（合格率 60％）で与
えられる医療・保健、教育、福祉、司法・矯正・
警察、産業・労働の 5 領域の汎用性のある国家
資格です。
２）

メインルート以外に、学卒後〇年（㊟２）の

実務プログラムにより、受験資格を得ることもでき
ます。
３）

すでに臨床心理士である人は、経過措置とし

㊟１

平成 30 年秋には現任者試験が行われる可

能性があります。その後の試験時期は今の時点で流
動的です。
㊟２

実務プログラムを 2 年間にするのか、3 年間に

するのか平成 29 年 3 月 30 日 WT 会議の論点に
なります。座長は 3 月 9 日 WT 会議で「個人的には
3 年間と思うが例外的に実務プログラム 2 年で受験
する人がいてもいい」と発言しています。
㊟３ 確定ではありません。

て現任 5 年の証明により 30 時間の講習を受け
て一部科目免除で受験資格が認められます。あ
るいは臨床心理士指定大学院において公認心
理師 9 科目のうち 6 科目（㊟３）を履修してい

山梨県代議員，
学習院大学，山梨箱庭研究所 ・ 吉川眞里

✿清里清泉寮ワークショップ

に参加しました✿

ぶどうの丘ワークショップ体験記

―

磯田雄二郎・由美子先生

平成 28 年 9 月 10～11 日、

今年１月 8～9 日にわたっ

清泉寮において、磯田雄二郎・

て行われたぶどうの丘ワークシ

由美子両先生によるサイコドラ

ョップ、私は今回で 3 回目の

マワークショップが開催されました。

参加となり毎年楽しみにして

サイコドラマ体験は久しぶりで、

いる研修会の一つです。特に

「何らかのかたちでドラマに参加し

馬場禮子先生と発表者

今回は馬場禮子先生（中
野臨床心理研究室・室長）

なきゃもったいないな」という気持ちと、「あんまり気持ちが揺
さぶられ過ぎるのはちょっと怖いな」という不安を抱きながら開

が講師ということで、院生時代に戻った緊張感とワクワク感、

始を待ちました。しかし不安は抑圧するほど際立ってしまうよ

そして自分自身の臨床的態度を見直す特別な思いの参加

うで、会の中盤、主役をやることになってしまいました。

でした。事例発表では、1 日目に菅弘康先生、2 日目は齋

磯田先生はゆっくりと穏やかな声で状況を聞き出して下さ

藤徳仁先生から事例提供していただき、難しいケースでした

り、次々に役の方々が私の前後に立ち、状況をかたち作って

が経験豊かな先生方の Cl への関わりと馬場先生の解釈が

いきました。そうすることで、主役を取り巻く構造が立ち上がり、

加わりとても励みになる経験でした。

主役だけでなく見ている人もリアルな感情が沸き起こってきま

馬場先生のレクチャー「精神分析的心理療法の基礎と応
用」では、冒頭先生は精神分析の歴史に触れながら「脳科

した。
また、日頃こころの中に引っかかっていたテーマなだけに、サ

学の発展で 100 年前の精神分析の仮設が立証されてきて

イコドラマの中でどのように展開し帰結していくのか、主役とし

いる…横に広がってはいるが…古いものは消えない…どこが変

てだけではなく観客目線でもハラハラドキドキしました。たとえ

わったか？

現実は変わらなくても、ドラマに協力して下さる方たちがいたり、

いる」という出だしから始まりました。

それは父性原理から母性原理へと変わってきて

――どうやって母子の間で赤ちゃんが成長するのか？

目の前の状況を皆が眺めて気

赤ちゃんは朝起きてから寝るまで一定の行事の中、安

持ちを理解してもらえたり、思い

心してお母さんに抱えられる。これと同じ原理が精神

がけないユーモラスな展開にふっ

分析の構造である。安心した環境に守られるそれだけ

とこころがほぐれたりしました。

でも人は育つ。抱えられることによって good object

久々にこころの汗をかき疲れも
ありましたが、面白い体験ができました。
各セッション後、磯田先生が丁寧に振り返りと理論的裏
づけのタネ明かしをして下さいました。技法も今後学んでいく
と助けになるでしょうし、アタマを柔軟にはたらかせて空想して
いくことも、特定の考えに縛られて苦しくなっている状態から
脱するための大きな力になっていくと感じました。
また磯田先生は、サイコドラマの効用として①過去の外傷
体験の克服、②未解決の仕事の解消、③抑うつポジション
の通過、④エンパワメントを挙げていましたが、私が最近興味
を持っているテーマが「集団の持つ癒しのチカラ」なだけに、サイ
コドラマで多くの仲間に支えられたという体験が安心感につ
ながっていくというのを実感でき、貴重な体験となりました。
磯田両先生、参加された皆様、ありがとうございました。
三生会病院 ・ 高崎 真理

が育ってくる。――
馬場先生は「鎧ごと抱っこし
続けた体験がある」とおっしゃって
いました。どんな体験だったんだ
ろうか？

私だったら持ちこたえ

られるんだろうか？ と連想しな
がら聞き入ってしまいました。さらに退行や転移、逆転移につ
いての話や、大人になるということはリビドーとアグレッションの
融合をどう扱うかという、さらなる問をいただきました。
刺激と好奇心の二日間。研修が終わると同期の友人とい
つものようにぶどうの丘レストランで、窓に広がる甲府盆地を
ただただボーっと眺めながら、おいしい山梨県産ワインビーフの
手作りハンバーガーを満喫して帰りました。

あさなぎクリニック ・ 飯島文子

３

臨床心理士による臨床心理士のための書籍紹介 その 15

BOOK レストランへようこそ ～おすすめの一冊～
『日本のありふれた心理療法
ローカルな日常臨床のための心理学と医療人類学』
著者：東畑開人（十文字学園女子大学）
出版社：誠信書房（3,400 円＋税）

私たちが日ごろ行っている心理療法はどれほど意味があるのでしょうか。そして，どれほどの臨床心理士が自分の
行っている心理療法に自信を持つことができているのでしょうか。
松木邦裕先生や北山修先生，河合隼雄先生など著名な先生方のような心理療法を行えるようになりたいと
望むことは，多くの臨床心理士にとって一度は通る道でしょう。そのために，著名な先生方や偉大な先人たちの執
筆した学術書を読み，様々なセミナーや講演会に参加し，事例検討会を聴講しています。そして，それらのイベン
トのたびに「理想としての心理療法」と「現実としての心理療法」とのズレを感じ，教科書のように心理療法をやりた
いけど，自分のやっている心理療法は「…」。「クライエントが毎週来てくれない」，「年度末にクライエントやセラピス
トの事情で面接が曖昧に終結する」，「病院の方針で教科書通りの心理療法が行えない」など，現実と理想との
間で葛藤を抱いているのではないでしょうか。教科書通りではないから事例検討会に自分のケースを出すのをためら
うということは，多くの臨床心理士が経験しているでしょう。
では，私たちが現実の様々な制約を受けるなかで行っている教科書通りではない心理療法は意味のないものな
のでしょうか。この本のなかでは，そのような私たちが現実の様々な制約のなかで妥協と折衷を迫られるなかで行っ
ている「ローカル」な心理療法を「日本のありふれた心理療法」とし，その臨床的価値と説明責任的価値を考察し
ています。それらを行う観点として，クラインマンのヘルス・ケア・システム理論を取り上げています。さらに，日本の心
理療法の歴史から，心理療法の理論がローカルな文化によっていかなる変形を遂げてきたか検討しています。
はたして私たちが日々行っている「日本のありふれた心理療法」に臨床的意義はあるのか，私たちが曖昧で複雑
で不純な場所で心理療法を営み続けるには何か必要なのか，改めて自分の心理療法を考え直すことができる一
冊です。さらには，私たちの行っている「ありふれた心理療法」がいかに重要な意味を持つのかを提示できる事例論
文の書き方についての執筆マニュアルも掲載されています。
「心の治療とは何か」。この本を読んで改めて考えてみてはいかがでしょうか。（広報委員会・田中健史朗）

● 新・広報委員会こぼれ話 ●
長年、当会の広報活動を支えてきた峡西病院心理室から新体制に移行することとなった！ ランダムに
選ばれたメンバーと自主的に入ったメンバーの計６名により、新生・広報委員会が誕生した…
あるメンバーの会話より・・・
「わたしたちって自主的に広報に入った訳じゃないですけど、ここまで活動してみて、どうでしたか？」〈最初は心配し
てたんですけど、主な役割分担を決めたじゃないですか。ある程度システマティックになっているし、慣れち
ゃえば悩まされることはないですよね〉「ですよね。だから、私なんて、『ずっと広報やっても良い』なんて冗談を言っ
たりもします。まぁ、そうは言っても、新陳代謝は必要ですから、新しい方にも入っていただきたいですね」〈広報委
員会のメリットを知ってもらうと良いかも。メリットというと…〉「県士会の全体像が把握できること？」〈なかなか
お会いできない先生ともメールでやりとりできるとか？〉「あと、メンバーの団結力」〈それな！〉
（注：前向きな意思表明及び勧誘活動です。）

～広報退任に寄せて～

～新広報委員長よりご挨拶～

この度、長年携わってきた広報委員会を退任すること

2016 年度より、山梨県臨床心理士会広報委員会メン

になりました。こうして無事に退任することができますのも、
会員の皆様のご理解とご協力あってのことと、この場を借
りて深く御礼申し上げます。

バーが一新しました。
長年峡西病院臨床心理士の方が中心に広報委員
会を担ってきてくださいました。今年度より新メンバー6 名で

広報委員会は、事務局を担当していた峡西病院心理

委員会活動がはじまりましたが、実際委員会活動に携わ

室が兼任する形で発足しました。しかし、兼任期間中に

らせていただくなかで、旧委員会の方にはこころから「お疲

委員会活動を充実させることは叶わず、本格的に始動し

れ様でした」と言いたいです。以前は月 1 回の広報は郵

たのは事務局退任後の 2007 年 1 月以降だったと思い

送だったので、より大変だったと思います。

ます。

この 10 年以上の間に大きく情報ネットワークは変化し

委員会ではまず、事務局業務の一部であった情報配

ました。現在は毎月 20 日にメール配信を基本としていま

信機能の安定化を目指し、研修案内などの情報を毎月

す。今後は山梨県臨床心理士会としてホームぺージを立

配信しました。また、会員同士の交流の一助となるべく、

ち上げる予定になっております。今後の広報委員会の役

コラム Voices を開始しました。県士会外部に向けては、

割を考えると、ホームページを十分活用し、会員の情報交

2007 年 9 月からニューズレターを発行し、会員の皆様の

換のツールとしてだけではなく、関係機関や地域の方に、

みならず、全国の都道府県臨床心理士会や一部の関

より臨床心理士のことを知ってもらえるようにと考えており

連団体にお届けしてきました。こうした活動は当初“印刷・

ます。私は普段は総合病院に勤務していますが、新メンバ

郵送”という手段で行っていましたが、皆様のご理解を得

ーは同じ職場の方はおらず、また仕事の領域もみんな異

て、今は“メール配信のみ”になりました。これにより活動費

なっています。そのため日常的にはメールや LINE（私以外）

用と作業量をスリム化することもできたと思っています。本

でやりとりをしていますが、1 ヶ月か 2 ヶ月に 1 回会って話

当にありがとうございました。

し合いをしています。そこから学ぶことは多く、私の知らない

広報活動は、組織が社会的責任を果たしていく上で、

領域、知識をたくさん教えていただいています。

重要かつ不可欠なものです。情報を収集し、定期的に配

委員会活動は負担でもありますが、自らのためになって

信する中で、『何を伝えていくのか』を常に問い続けてきま

いると感じると大変さが軽減されます。「分からないことを

した。その問いは『臨床心理士の仕事とは何なのか。それ

知る」ことは、内の世界と外の世界をより見ていくことで拡

をどう伝えていくべきなのか』に重なる問いだったように感じ

がっていくと感じています。広報委員会としては、東日本

ています。広報活動に携わりながら、県士会の“顔”として

大震災以降、特に地域でどのように臨床心理士が活動

情報を発信していく責任の重さと同時に、『山梨県臨床

をしていくのか問われており、そのためには地域や相手を知

心理士会は、社会からどう見られているのか。私達は何を

り、私達を知ってもらう活動を積極的にできればと考えて

どう伝えていきたいのか』を考える良い機会をいただけたと

います。私自身臨床心理士になり 8 年になりますが、個

思っています。

人としては院内でより信頼される臨床心理士になるため

新しい広報委員のお力により、旧委員が長年の課題

に自己研鑽を積んでいくことと、上記のように会としても時

としていた“ホームページ設立”が実現すると聞いています。

代の期待に応えられるような活動も行なっていきたいと思

新メンバーの皆様による精力的な活動で、山梨県臨床

いますので、ご指導、ご協力よろしくお願いいたします。

心理士会の広報活動が更に発展していきますことを、心
より祈念しております。

甲府共立病院患者サポートセンター心理相談室 ・
齊藤徳仁

旧広報委員：小川優子 、工藤伸治 、
＊

＊

齋藤由布＊、鳥羽麻里絵＊、比志真美＊＊
（＊峡西病院、＊＊山梨県立大学）

広報委員会新メンバーより ひとこと

来年度も広報及び Voices をお手元にお届けすること
ができればと思いますので、ご協力の程、どうぞ宜しくお願

● 新メンバー誕生の経緯は割愛しますが、お声がかかっ

いいたします。

た時、実はヤル気は皆無でした。それが、前任の先生方

（福）くにみ会 峡南圏域相談支援センター ・ 樋口純子

の丁寧なご説明により、俄かに解消されました。私が担う
最も重要な業務は毎月 20 日に『送信』をクリックし、会

● 私は，毎月発送している広報に掲載依頼のあった原

員の皆様に広報をお届けすること。この、人差し指だけの

稿を取りまとめて，配信用の 1 つの PDF ファイルを作成

作業は一瞬に過ぎないのですが、その一瞬はメンバー全

する仕事を担当しております。

員による一ヶ月間の共同作業に支えられています。誤りな

私は山梨大学教育学部および大学院教育学研究

く会員の皆様に広報をお届けすることに、当初は多大な

科において，学校教員（主に幼稚園と小学校）を目

時間と労力を費やさなければならないだろうと危惧してい

指す学生に臨床心理学を教えております。そのなかで，

たのですが、信頼できる仲間により、その心配も解消され

臨床心理士の存在を正確に認識している学生は少なく，

ています。

スクールカウンセラーという名前は知っているが会ったことは

広報がホームページに移行することでメール配信の仕事

ない学生も多くいます。また，学校の先生方や教育委

はなくなりますが、新たな役割で、会員の皆様のご期待に

員会の先生方とお話をさせていただく機会も多いですが，

応えられるよう尽力しようと思っています。

「カウンセラー」，「臨床心理士」という存在に距離を感じ

山梨県 SC 他 ・ 今村亨

ていらっしゃる先生が多いように感じます。臨床心理士を
活用してもらうためにも，他職種や多くの方々に山梨県

● 郵送担当をしております、加藤千晴です。郵送の手

の臨床心理士がどのような活動しているか広報していくこ

続きを行う中で、私が体験した「20 日限定の顔パス」につ

とが重要となると考えております。

いてお話ししたいです。まずは「某コンビニ」。印刷機にお札

山梨大学大学院総合研究部 教育学域教育支援科学講座

の入り口がないため、毎回両替を頼んでいました。現在は

・ 田中健史朗

私がレジに近づくだけで「500 円玉 2 枚でよろしいですか？」
と言われます。もう一か所は「某郵便局」。以前は封筒 1

● 初めまして。広報委員会用メールの返信担当をしてお

つ 1 つ重さの確認があったのですが、現在は「全て同じで

ります、望月です。広報委員会宛にいただくメールの「中

よろしいですね」と言われます。

の人」は私であることがほとんどです。

月に 1 度の作業ですが、広報委員の方々・会員の皆

県外から数年前に山梨に戻ってきたクチですが、口コミ

様、そして地域の皆様にも支えられています。本当にあり

文化山梨の情報（特に仕事関連）を得るのに、どこに

がとうございます。最後に、膨大な数の郵送作業を行って

聞いたらよいか分からなかった…ということで、現在の職場

くださっていた、前任の峡西病院の皆様に心から感謝致し

の多くは東京に出稼ぎ中。ようやく一昨年度より、県内

ます。

の職場で働くことが出来た次第です。
HANAZONO ホスピタル ・ 加藤千晴

2014 年 2 月に起こった大雪の災害から、県内の情報
をネットで得やすくなったと実感していますが、災害支援の

● 初めまして。H28 年度から広報委員となりました樋口

観点からも、臨床心理士として情報発信をしていく必要

純子と申します。広報委員会では、主に Voices の担当

性を痛感しています。

しております。Voices は私自身も執筆をした経験がありま

メールの返信は通勤電車の中で対応していることが多

すが、まさか自分が執筆をお願いする側になろうとは夢に

いのですが、これもネット環境やスマホなどのツールの使い

も思っておりませんでした。当初は何をどうしていいのか全く

勝手がよくなったからこそ出来ること。トンネル通過中に電

分からず、「果たしてちゃんとできるのだろうか」と不安でいっ

波が途切れるのが玉に瑕ですが…。皆さま、今後ともよろ

ぱいでしたが、同じ広報委員の皆さんや会員の皆様に支

しくお願いいたします。

えていただいて、何とか初めの１年をやり切ることが出来

くぬぎクリニック他 ・ 望月 昌恵

ました。心より感謝申し上げます。

７

～ 事務局より ～
【H26 年度の会費を納入していない方は、速やかにお納めいただきますようお願い致します】
尚、年会費の領収書は“振込の際の控えとすること”を原則とし、「総会などの際に現金で受け取った場合」と「本
人から領収書発行の依頼があった場合」にのみ発行する、と決まりましたのでご了承ください。
＜会費＞正会員 6,000 円、準会員 4,000 円
＜振込先＞ 郵便貯金総合通帳預金
口座記号 10880 番号 7321171
＜お問い合わせ先＞ 山梨県臨床心理士会事務局
FAX：055-223-6110

Mail : psychoyamanashi@yahoo.co.jp

【委員会に登録しよう】
山梨県臨床心理士会では委員会への参加を推進しています。
登録されていない方は新規加入を、変更・追加などのご希望は 事務局にメールにてお知らせください。
皆様方のご参加、ご協力をよろしくお願い致します
広報委員会

被害者支援委員会

研修委員会

産業領域委員会

学校臨床心理士委員会

こころの電話相談運営委員会

子育て支援委員会

高齢者支援委員会

医療保健領域委員会

【現会員数】
2017 年 3 月末の時点で、151 名（正会員 149 名、準会員 2 名）となりました。

● 編集後記 ●
広報活動は、担当者同士の密なやり取りが必須です。長年にわたって Face to Face で行われてきたやり取りが
ONLINE 化するということ。実は、われわれ「臨床心理士」にとってかなり躊躇してしまう作業でした。ネットも随分前に
普及し、携帯電話はもはや「ガラパゴス」。タブレットツールで、コミュニケーションを取るというのはどこの職場でも当たり前
になってきましたが、「臨床心理士」という職種は人間の内面に深く関わることに関心が高すぎるためなのか（？）デジ
タルツールでのやり取りに懐疑的なままの人も少なくないように思います。
しかし、どのジャンルの支援においても「１対１の面接はもちろん大事だけれど、多職種連携を行って、チームで支援を
しましょう！」という考え方が、ただの理想論から実践へと移り変わっています。
「変化」は、失敗に結び付くこともしばしばですが、新しい力も生み出してくれるのではないかとも思います。そんなこと
を考えながら、今回のニューズレターを編集いたしました。拙い点もあるかと思いますが、今後にご期待いただければ幸い
です。

山梨県臨床心理士会 広報委員会：齊藤、今村、加藤、樋口、田中、望月
Mail：psychoyamakoho@yahoo.co.jp
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