
2018年 1月 山梨県臨床心理士会 幹事会議事録 

  

日時 ：平成 30年 1月 25日（木）18：30～20：50 

場所 ：山梨英和大学 会議室 B 

書記担当：佐野（産業）  

出席幹事：清水（会長・医療保健）、深沢（副会長・学校）、三澤（高齢）、比志（被害者支援）、

大塚（子育て）、設樂（研修）、小林（福祉臨床発達）、佐野（産業）、齊藤（広報）、小野（事

務局長） 

欠席幹事：百瀬（倫理）、河西（こころ） 

 陪席  ：久保田・細川（会計）、吉川代議員 

 

Ⅰ 郵便物回覧 

   関係機関からの便りなど回覧 

Ⅱ 会員動向 入会希望  山下花緒（かお）さんの入会が承認された。 

                  （研修、学校、子育て、医療、福臨発、協力員） 

       退会希望  大坂（小林）加奈さんの退会が承認された。 （学校） 

Ⅲ 報告及び審議事項 

報告） 

１（事務局より）平成 29年度臨床心理士資格審査合格者について 

 県内からは 6名が合格。 

２（事務局より）日弁連主催「自殺対策強化月間について」 

 日弁連より県士会に協力依頼があり、幹事会で承認された。 

３（清水会長より報告）日本士会の代議員・会長会議について（吉川代議員の補足含む） 

 昨年 12月 2～3日に開催された会議では、士会の現状と課題について認識し、公認心理師

法施行後の組織のあり方を考える会となった。全国組織と各都道府県組織を各々どうするの

か、考え方としては、臨床心理士会も含めた「公認心理師協会（仮称）」などに統一するのか、

あるいは心理専門職協議会（その場合、その中に臨床心理士部会、公認心理師部会などの、

資格ごとの部会を作る案もある）、あるいは、それぞれの組織を作るのか。日本臨床心理士会

の定款では、「日本臨床心理士会」が「公認心理師協会（仮称）」に変わる場合、定款改定が

必要で、定款改定には代議員の 3 分の 2 の賛成が必要。山梨県は山梨県の独自性を大切に、

会員の意見を聞きながら考えていきたい。いずれにしても、職能団体は対外的な意味合いで

も必要である。会員の皆様は、当事者意識のもと、自己の問題としてお考えねがいたい。 

12月 15日付「News Letter号外」に会議の内容が報告されている。 

（ http://www.jsccp.jp/suggestion/license/pdf/NewsLetter_gougai.pdf で見られます。） 

また、現任者講習の枠が広げられているので日本心理研修センターの情報を逃さないよう

にチェックして欲しい。 

４（医療保健委より）医療保健領域委員会の外部講師を招いての研修会について 

 １月広報にて周知済。3月 10日に花村先生（日本臨床心理士会・医療保健領域委員会委員

長）を講師にお招きして実施予定。そこで、病院臨床についての演者の歩、及び今後の在り

方を伺い）、公認心理師が生れたのちの会の組織化や役割について県士会員の意見を自由に語

http://www.jsccp.jp/suggestion/license/pdf/NewsLetter_gougai.pdf


り合いたい。 

5（研修委員会より）研修委員会より昨年 12 月 23 日（祝）に開催されたぶどうの丘ワーク

ショップの報告があった。今回は多数の参加者（55名）と学びの時を持つことができた。運

営補助費が不要となったので若干の収益分と併せて県士会へ返納することとした。 

 

審議事項） 

１（事務局および会長より）山梨県から、新規事業として「性犯罪・性被害者ワンストップ

支援センター（仮称）」構想が検討されており、その事業に関する協定と専門家研修の周知依

頼があった。県との協定については幹事会で承認された。専門家研修は被害者支援委員会を

通して会員に周知する。なお、臨床心理士によるカウンセリング支援の人選等については被

害者支援委員会・犯罪被害者支援部会で検討することになった。 

２（事務局より）会員より学位論文に関する調査研究協力のお願いが来ている件について 

 個人情報保護の観点より、総会資料送付時に調査協力アンケートや返信用封筒を同封する

形であれば協力できる旨を当該会員に伝えることとなった。その際、事務や送料にかかる負

担は当該会員に負担していただくこととなった。 

３（被害者支援委員会より）補正予算の申請について 

 今年度は、中部ブロック内の連携を中心に愛知県に２回、静岡県に 1回の出張と外部講師

を招いて研修会を開催したため、１万円の追加予算を申請したいと、被害者支援委より申請

があった。幹事会で申請が承認された。 

４（広報委員会より） 

（１）ホームページ（HP）の委員会紹介文について 

 広報委よりHPの委員会紹介ページに図やイラストを入れたらどうかという提案があった。

委員会ごとに作ると全体としてまとまりがなくなる可能性があるので、広報委で統一するの

はどうか、という意見が幹事より出たため、広報委に持ち帰り事務負担なども考慮して再検

討することとなった。 

（２）HP上の掲示板新設について 

広報委より、掲示板の新設に関する提案があった。何を掲示するかなど意見が多数あった。

掲示板についての反対意見はなかったが、それらの意見を広報委員会に持ち帰り、再度検討

することになった。 

（３）新規委員募集について  

現在の事務負担が大きいので新規委員を募集したいと広報委より提案があった。幹事から、

広報委の県士会組織内での位置づけ自体を見直した方がいいのでは、という意見が多数出た

ため、本件は継続審議となった。 

 

 ※ 次回幹事会は 平成 30年 3月 1日（木）午後 6時 30分～ 

                                 

書記輪番表（今期、医療（会長）は除く） 

産業→高齢者→研修→倫理→被害者→事務局長→学校→子育て→広報→こころ電話→福臨発        

 

以上                    



平成２９年度 子育て支援委員会 拡大委員会のお知らせ 

 

日 時：2018 年 3 月 25 日（日） 

10:00-12:00 山梨県立図書館 104 

（ 山梨県甲府市北口 2丁目8番1号 / TEL;055-255-1040 ） 

 

内 容：今年度活動の振り返り（会計報告も含む） 

  ：来年度活動の方向性と活動計画について 

（役割分担、予算案も含む） 

 

   ＊＊その他委員会へのご希望などありましたら、 

ぜひこの機会に ご意見等いただけたらと思います。 

 

*****みなさまのご参加をお待ちしております***** 

（＊申し込み不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援委員会  Mail: y.kosodate@gmail.com 



架空事例 資料２ 

申 立 人 13歳女子中学生（公立中学校 2年）の母親 

被申立人 公立中学校スクールカウンセラー 

 

＊ 参考 

臨床心理士へのクレームに対しては、一般的には次のとおり手続きが進められます。①まず、申立人から申

立書を出していただく、②申立人と面接し補足説明を聴く、③被申立人（当該臨床心理士）と面接し陳述を聴

く、④倫理委員会、県士会幹事で倫理問題を検討し（必要に応じて本会倫理委員会に判断を仰ぐ）、処遇内容

を決定、⑤被申立人に処遇内容の申し渡し、⑥申立人に対する説明、⑦被申立人に対して処遇内容に応じた処

遇を実施となります。 

今回は、前回の①の情報に続き、②の申立人である公立中学校２年の女子生徒の母親からの補足説明です。

今後の広報では、③被申立人であるスクールカウンセラーの陳述書を紹介しますので、会員各位は、被申立人

の言動が倫理綱領の何条のどこに抵触するのではないかと考えながら目を通していただければ幸いです。 

 

 

◇ 申立人面接における補足説明 

 

娘は、もともとあまり私にあれこれと話をする方ではなく、一人いる兄の方が社交的でわが家でも中心とい

う感じです。娘は兄にもあまり話をしません。夫は仕事中心の人で、今回のことにもあまり関心を持ってくれ

ませんので、私は、だれにも分かってもらえず、苦しい気持ちです。 

医師が「よほどのことがあったのだろう。」と言ったのが耳に残っていますし、好きだと言っていた担任の

ことを自殺未遂後は「嫌いだ」と言い出したことから、何か傷つけられるようなことがあったのではないかと

思っています。何があったのか知りたい気持ちです。 

担任は精神的に参っていると副校長が言っていますが、普通に仕事を続けています。何か事情があって、学

校が担任をかばっているとしか思えません。他のお母さんなどから話が聞ければ良いのですが、私はほとんど

つきあいがなく、どうにもできません。 

娘が、ひどく傷つき、学校にも行かず、私にもほとんど口をきいてくれない状態で私はほとほと参っていま

す。副校長は、私が電話をすると話を聞いてくれますし、あちらから様子を聞きに連絡をくれることもありま

すが、私は不信感があるので話す気持ちになれません。 

スクールカウンセラーの Bさんは、最初、私の気持ちも丁寧に聞いてくれたので、やっと理解してくれる人

ができたと思っていたのですが、その後、一転して関わってくれなくなったのはひどい裏切りと感じ本当に傷

つけられました。こういうときこそ関わってくれなくなくてはいけない専門家だと思いますから、責任放棄で

倫理違反だと思います。 

また、娘と直接話したこともなく、一度クラスに様子を見に行ったことがあるだけで、「発達障害」という

診断名を口にするのも医師でもないのに非常に無責任で倫理違反だと思います。 

そもそもうまく行っていない子がいて、観察を求められたわけですが、一度見ただけで、本人と面談する機

会も持たないままこのような事態になっていること自体が専門家としての職務怠慢だと思います。 

 



2017 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ  

 

2018 年２月 15日  

1. 2017 年度継続研修会（うち事例検討会）について 

 今年度の事例検討会は、発表して下さった 8 名の先生方のもと無事に終えることができました。 

 

4/22 5/22 6/26 7/22 7/24 9/25 10/23 11/27 12/18 2/10 3/19 

佐野ｔ 飯久保 sc 牛山 sc 研修会 深沢 sc 喜多川 sc 岩永 sc 河西 cp 山本 sc 研修会 拡大委員会 

 

＊事例検討会は例年通り、来年度も予定しております。いずれの日程も山梨英和大学 202 教室にて、

18:20～20:20 の予定です。  

＊年間 10回行われる継続研修（8回の事例検討会と 2回の研修会）のうち、7回以上の参加者は、資

格認定協会の研修にかかる 4p、また事例発表者は 6p が取得できる予定です。 

＊事例発表者には資料代として 1000 円が支払われます。 

＊お問い合わせは、学校臨床心理士委員会 scyamanashi@yahoo.co.jp（担当:石原）まで。 

  

2. 2017 年度継続研修会（うち SC のための研修会）について 

 去る 2月 10 日、山梨英和大学の飯田敏晴先生による「学校臨床における「性の多様性」を踏まえた

心理的支援」についての研修会が行われました。マイノリティ体験についてのグループワークや、講義

を通して、私たちの身近には思っていたよりも多様な性のあり方が存在し、そのような「性の多様性」

の中で、支援者として何ができるのかを考える機会となりました。 

今年度の継続研修会は無事終了いたしました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

3. 学校臨床心理士委員会 拡大委員会のお知らせ 

 今年度も例年年度末に実施しております学校臨床心理士委員会 拡大委員会を実施いたします。 

  日程：3 月 19 日(月) 18:20～20:20  場所：山梨英和大学 202 教室 

 今年度の学校臨床心理士委員会の活動報告等を行います。また、継続研修によるポイント取得対象の

方には修了書をお渡しできます。委員の方々は積極的にご参加下さいますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

４. 学校臨床心理士役員募集について  

 学校臨床心理士委員会では、役員を募集しています。  

 ご協力いただける方やお問い合わせは、学校臨床心理士委員会 scyamanashi@yahoo.co.jp（石原）

までご連絡ください。                                  

（中村）  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
『山梨県臨床心理士会とともに歩んだ 26年を振り返って』 

 
山梨箱庭研究所主宰 吉川眞理（学習院大学） 

 
私と山梨県臨床心理士会の出会いは、山角病院の会議室で幹事会が行われていた時代

でした。山梨大学に着任まもない頃、初代会長の故山田良一先生に連れられて、ご縁が始

まりました。1991 年頃だったと思います。同じく山梨大学の山口勝弘先生、児相にお勤め

だった保坂三雄氏、病院にお勤めだった菅弘康氏、古田広久氏、長沼勝利氏、山角壽氏、斉

藤光章氏、清水隆善氏、稲永澄子氏、武居栄子氏らが私の記憶に残っている当時の幹事会

メンバーでした。当時は毎年、山梨大学寮で佐野直哉先生を囲んで宿泊合宿を行っていた

こと、仲間である菅先生が開業されたこと、スクールカウンセラー活用事業が始まり山梨県

の中学校、高等学校で勤務させていただいたこと、士会メンバーの皆さんとともに、山梨県

臨床心理士会十周年記念の市民講演会に河合隼雄先生をお招きしたこと等々が、懐かしい

思い出です。 

 学習院に勤務先を移してしばらくは日程が合わず幹事会からすっかりご無沙汰していた

時期があります。その間も本会は、山梨英和大学の教員の先生方のお力添えを得て充実し

た臨床心理士会活動が営まれていたことを、心強く感じておりました。2015 年より、日本臨

床心理士会の山梨県代議員に選出いただき、オブザーバーとしてではありますが幹事会

出席が再開されました。そこでは多様な領域での各委員会の活発な活動状況に接すること

ができます。この小さな山梨県だからこそ実現できる、クリエイティブな心理専門職の職能

団体の在り方について、皆さんと一緒に考えていく必要を実感しています。 

私自身の臨床心理士会活動は、研修委員会での宿泊研修運営事業が中心でした。事例検

討を中心とした宿泊研修・湯村温泉ワークショップ→ぶどうの丘ワークショップをはじめと

し、ワークを中心とした臨床心理士の研修合宿としての清里ワークショップ（これは文珠先

生のお力添えで実現しています）など、一回、一回が、県内の臨床心理士の皆さんとの貴重

な交流の場であり、また臨床心理士としての学びの積み重ねとなっています。 

宿泊ワークショップの歴史を振り返ってみると、初回の湯村温泉ワークショップでの事例

提供は伊藤美佳氏と菅弘康氏で 27 名の出席でした。直近の第 17 回ぶどうの丘 WS の事例

提供は、中野友貴氏と望月昌恵氏で参加者は 55 名でした。このぶどうの丘ワークショップ

等、事例から学ぶ研修を山梨県で続けてくることができたのも、本会の皆さんの心理臨床

を学ぼうとする姿勢があればこそ、と感じています。 

 

 

 

 

 

 

裏面に続く 



臨床心理士は、どんなにキャリアを重ねようと、お会いする一人一人と、一期一会の対話

を重ねつつ、その対話の交流がお互いの人生に深く統合されていくことを実感できる存在

でありたいものです。臨床心理士として大切にしたいことは、成功や失敗といった「成果」

にとらわれることなく、その過程に生じていることから「心」について虚心に学ぼうとする

姿勢です。公認心理師資格が始まり、心理職が多様化する時代であればこそ、臨床心理士

としてクライエントにお会いする基本姿勢の共有を確認し、次世代に伝えていく場を、今後

も大切にしたいと考える今日この頃です。  

学習院大学では、臨床心理士養成を核としつつも、2018 年から公認心理師養成も開始し

ます。東京での教務と学会等の活動はますます激務となりますが、今後も心理臨床の「心」

の拠点として山梨箱庭研究所での心理臨床活動を大切にしていきたいと考えています。 

 

山梨箱庭研究所 HP  https://www.yamanashi-hakoniwa.com/ 

 

 

 
  

https://www.yamanashi-hakoniwa.com/


    『失敗事例から学ぶ研修会』のお知らせ   2018.  2.20. 

 

「失敗事例から学ぶ研修会」をご案内いたしました。 

共に学ぶ志のある方々のご参加を、喜んでお待ちしております。 

 

 

        前回の報告（事例発表された、小林 薫先生の記） 

 

          

 

 

 

 

 ◆今回の事例を紹介いたします  細川 明子 先生 記 

「がん患者との情緒的交流～食べものをめぐるやりとりの葛藤～」 

 今回は、情緒的深い交流をしたと感じる、がん患者の事例を取り上げ、患者と心理士

との間にどのような心の動きがあったのか、を振り返りたいと思います。この事例では、“一

緒に食べる”ことが繰り返されました。単に“一緒に食べる”という行為の是非を問うの

ではなく、文脈においてどのような意味合いがあったのかを、改めて考えてみたいと思い

ます。 

 

◆前回の報告から        内藤 京子 先生 記 

  私が前回事例提供をさせていただいた、「重い鬱病の６０代男性との面接」について、

参加者の先生方から貴重なご助言、感想をいただき本当にありがとうございました。また

ご都合により止む無く当日欠席された菅先生からも、後日丁寧なコメントをいただき、感

謝申し上げます。 

 今回は病院の心理相談という場の事例でした。私は面接の中でクライアントがより内省

でき、何が起きているのかに気付くことで、その人なりの課題を乗り越えられるという思

い込みがありました。しかし全く変わらない（と思えた）彼の頑なさにジレンマを感じ、

ややもすると面接から距離を取りたくなる逆転移を感じ始めていました。事例提供の後、

追加で行った心理検査の結果からは予想どおり、「自閉症スペクトラム障害」がかなり疑わ

れる結果となりました。特に「社会的スキル」「コミュニケーション」「想像力」などにお

いて苦手さが顕著であり、「大人の発達障害」への取り組みの難しさを自覚しました。 

 コメントをいただいた皆さんからは、支持だけではなく、時には現実的な環境調整が必

要なことを示唆していただき、面接者のできることの限界、「マネジメント」の理解などを

『失敗事例から学ぶ研修会(第 21 回)』 

 

◆日 時： 2018年 3月 24日（土） 午前９時～１２時 

◆会 場： 山梨県立大学池田キャンパス・１号館共同研究室 

◆発表者：  細川 明子 先生 （市立甲府病院/山梨英和大学） 

◆参加費： ￥５００円（当日お支払下さい） 

 

    

 

 

 

   

   

 



深めさせていただきました。一方でそのようなクライアントさんでも、対人関係でご自分

が「わからない」ことを分かっていない、その漠然とした不安に気付くこと、そこにどの

ように寄り添えるか、そのあたりにセラピストの力量の深さ、広さが求められること、ま

た彼なりに変容が起こっていたこと、を振り返ることができた機会となりました。 

 知らず知らずにセラピスト側の思いで、「人生の価値」を推し量っていたようです。その

方にとって何が必要かを振り返る、よい機会をいただきました。ありがとうございました。 
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山梨臨床心理士会のみなさまへ                 2018.2.15  

 

文 献 を 読 む 会 の お 誘 い 
  

   

例年にない厳しい寒さが続いていますが、木々の芽は確実にふくらみ、温かい日和が待たれる 

この頃です。 

さて、文献を読む会では本年 4月より以下の二つの書を取り上げる予定です。 

  関心のある方の途中参加も歓迎します。是非ご都合をつけてご参加ください。お待ちしています！ 

    世話人：設樂友崇，伊藤千永子  

Season 8                                     

           「自閉症の僕が跳びはねる理由」 
東田直樹著  初版 2007 年／角川文庫 2016年 ￥560+税 

 

本書は自閉症の著者が 13歳の時、文字盤やパソコンを使って率直に感じたこと、考え         

たことをつづった書です。当事者の生の声を発信したものとして、現在 30か国語に翻訳 

され世界的に反響を呼んでいます。自閉症の方の理解と援助の一助になれば、と思い 

ます。   以下の１回の日程で読後感など話し合う予定です。 
 

      ☆日程： 4月 2 日（18：30～20：30）  
 

      Season 9 

         「聴くことの力―臨床哲学試論」  

鷲田清一著  初版 1999年／ちくま文芸文庫 2015年 ￥1080+税 

       
哲学者である著者が、聴くという行為の持つ力、また聴くことで他者との具体的な関わ

りを持って生きることについて考え、哲学をより身近なものに近づけようと試みた書です。

哲学的な言葉の間に植田正治氏のモノクロ写真の数々が挿入され、人間の営みへの温

かいまなざしが感じられます。 

             心理臨床に携わる者として、聴くことについてもう一度考えてみたい、という思いで、ご

一緒に読み進めることができればと思います。 

          ☆日程： 5 月 7 日 第 1～2章 

               6月 4日 第 3～4章         

               7月 2日 第 5～6章 

               8月 6日 第 7～8章   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇日時：いずれも毎月第１月曜日 

(18：30～20：30) 

◇会場：山梨英和大学  講義棟 1 階  

学生相談室（いこいのスペース） 

◇定員： 10 人程度   

◇参加費： 無料 
 

 

 

 

 

◇参加お申込み・お問い合わせ先 

伊藤千永子          

携帯電話：080-5495-8424 

Email:chie-itou901@ 

aurora.ocn.ne.jp 

                        

 

 

 

 



第3回 臨床行動分析 
カンファレンス
臨床行動分析 
カンファレンス

日時：2018年5月20日 10:30~16:45 
場所：ウィンクあいち (愛知県産業労働センター) 

部屋未定

日時：2018年5月20日 10:30~16:45 
場所：ウィンクあいち (愛知県産業労働センター) 

部屋未定

ワークショップ 　(10:40~12:30)

講師：瀬口 篤史（犬山病院） 

クライエントの行動は本当によくなったのか? 
-精神科臨床における行動指標の活用-

事例検討 　(13:30~16:45)
司会：柳澤 博紀（犬山病院）

申し込み方法
以下のメールアドレスまで氏名，所属，連絡先住所，
電話番号，メールアドレスをお知らせ下さい 

cba_conference@yahoo.co.jp
事務局：柳澤 博紀 (犬山病院)

アクセス
●JR名古屋駅桜通口から 
　  ミッドランドスクエア方面　徒歩5分 
●ユニモール地下街　5番出口　徒歩2分

研究会趣旨説明　(10:30~10:40)
今野 高志（東海中央病院）

参加資格
心理・医療関連領域の 

専門職および大学院生に限ります 
※事例検討を含むため，守秘義務のある資格（臨床

心理士，医師等）を持たない方には，個人情報保
護誓約書を当日受付で記入していただきます

3,000円

50名
定員となり次第締め切らせていただきます

参加費

定員

ホームページ
https://sites.google.com/site/cbaworkshop/

事例発表者の募集
事例検討１，２にて事例の発表を希望する方は、
「臨床行動分析研究会ホームページ」にて、申し
込み方法や応募条件等の詳細をご確認ください

事
例
①

事
例
②

事例提供者：募集中 
コメンテーター：権上  慎 (松田病院)

事例提供者：募集中 
コメンテーター：髙橋 稔 (目白大学)

13:30-15:00

15:15-16:45

ウインクあいち
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土

日

福島県福島市金谷川１番地

ワークショップ

◆ワークショップA

◆ワークショップB

◆認定資格基礎研修（CPCS-1-B）

講 師 有住 洋子 他1名

10：30～ 受付

11：00～18：00

日 8：30～ 受付

仙台市児童相談所

講 師 佐藤　豊

「アセスメントを活かす
～治療計画から治療介入へ」

防衛医科大学校

懇親会 19：30～21：30

講 師 西田 泰子

「ロールシャッハ・テストに見る
虐待による傷付きからの回復」

児童心理治療施設　静岡県吉原林間学園

研究発表 口頭発表 9：00～10：55

ポスター発表 13：00～14：00

基調講演

講 師 アン・アンドロニコフ
「ロールシャッハの今、そしてこれから」

11：00～13：00

13：00～14：00

Anne Andronikof／パリ・ナンテール大学名誉教授、CSIRA会長

シンポジウム

シンポジスト 須藤 康宏

「福島の今、そしてこれから」
15：00～16：55

メンタルクリニックなごみ

 北島 正人
秋田大学

 山本 佳子
いわき明星大学

◆指定討論

 アン・アンドロニコフ
パリ・ナンテール大学名誉教授、

CSIRA会長

包括システムによる日本ロールシャッハ学会（JRSC）
第24回福島大会特設サイト

http://www.jrsc2018.com/

【お問い合わせ先】

包括システムによる日本ロールシャッハ学会（JRSC）第24回福島大会事務局
E-mail: 24th@jrsc2018.com

申込方法・プログラム等の詳細は今後の案内や大会ホームページでご確認いただけます。

CPCS-1の取得について詳しくは、学会HPをご覧ください。

場所／福島駅西口「ザ・セレクトン福島」
※事前予約が必要です。詳しくは大会HPにてご確認ください。

○昼休み／ポスター発表
14：00～14：50○総 会



包括システムによる日本ロールシャッハ学会 第24回 福島大会

参加のお申し込み

事前申込の期限

＊＊入金が無い場合、お申し込みは完了していません、ご注意ください＊＊

「参加申込フォーム」へお進みください

以下の必要事項をご記入の上、メールをお送りください。

件名／「福島大会申し込み」

本文／①氏名　②所属　③参加区分（会員・非会員・大学院生）

　　　④本大会参加の有無

　　　⑤認定資格基礎研修（CPCS）または
　　　　ワークショップ（WSA or WSB）受講希望の有無※

　　　⑥懇親会参加の有無

　　　⑦お弁当予約の有無（1日目・2日目）

　　　⑧Eメールアドレス

　　　⑨資料郵送先の郵便番号および住所

https://jrsc2018.com/

●郵便払込口座／02260-4-122722
●加入者名／JRSC第二十四回大会準備委員会

24th@jrsc2018.com

2018年4月21日（土）

大会ホームページ又はEメールにて受付1

諸費用の払い込みをもってお申し込み完了2

参加費

研究発表のお申し込み

【 会期 】2018年6月23日（土）〈11：00～18：00＋懇親会〉・24日（日）〈9：00～16：55〉　【 会場 】福島大学

PC

※携帯電話・スマートフォンのメールアドレスを記入された場合、「jrsc2018.com」からのメールを
　受信できるように設定をお願い致します。

※同封の払込取扱票をご利用の場合、印字してあるチェックボックスに を入れてくだ
さい。郵便局備付の払込取扱票を使用する場合は、住所、氏名、連絡のつきやすい電
話番号を明記の上、通信欄に払込金額の内訳〔①参加区分（会員・非会員・大学院
生）、②本大会参加の有無、③認定資格基礎研修（CPCS）またはワークショップ
（WSA or WSB）受講希望の有無、④懇親会参加の有無、⑤お弁当予約の有無（1
日目・２日目）〕を、払込取扱票に明記してください。

※認定資格基礎研修（CPCS）とワークショップ（WSA・WSB）は、予約参加のみとな
ります。先着順に受け付けますので、お申し込み多数の場合は受け付けを締め切らせ
ていただくこともございます。その際はホームページにてお知らせします。

※昼食について：６月23日（土）は学内の購買・食堂が営業していますが、24日（日）は購買
のみ9：00～14：00の営業でパン類やお弁当の類はほぼ無く、食堂は休業です。大学の
最寄り駅近隣にはコンビニエンスストアがありますが、十分とはいえませんので、あらか
じめご自身で準備していただくか、お弁当の予約をお勧めします。
※なお、非会員の方は、原則として医療・福祉・司法・矯正・教育などの領域で守秘義務の
ある方、臨床心理学専攻及び関連分野の大学院生に限ります。

本大会への全日参加、認定資格基礎研修（CPCS）・ワークショップへの参加は、（公財）日
本臨床心理士資格認定協会の規定に従って研修ポイントになります。また、当学会への参
加は、日本精神神経学会精神科専門医制度における精神科専門医資格の更新に必要と
される取得単位を得る方法の一つとしても認定される予定です。

※CPCS、ワークショップ（A or B）はいずれか1つの受講となります。

  予約 当日

本大会参加費 （会員） 7,000円 8,000円

 （非会員） 9,000円 10,000円

 （大学院生） 4,000円 5,000円

認定資格基礎研修 （会員） 8,000円 

 （非会員） 16,000円 

ワークショップ （会員） 6,000円 

 （非会員） 8,000円 

 （大学院生） 3,000円 

懇親会参加費  5,000円

お弁当予約（1日目・2日目各日） 1,000円

（CPCS）

諸費用

（WSA／WSB）

※CPCS／WSA
／WSBは、いず
れか一つのみの
受講となります。

※予約参加のみと
なります。

※CPCSの受講費
は大学院生も同
じです。

臨床心理士研修ポイント・精神科専門医資格ポイントについて

①発表者氏名（ふりがな）と所属
②発表者連絡先（住所、電話番号、Eメールアドレス）
③演題　④400字程度の発表要旨
⑤プロジェクター使用機器の有無（各会場にPCが設置してあります）
⑥下記（１）（２）のうちご希望の発表形態
　（１）口頭発表（①調査研究、②事例研究）
　①調査研究は、一発表あたり30分（発表20分、質疑10分）を予定しております。
　②事例研究は、一発表あたり60分（発表45分、質疑15分）を予定しております。
　（２）ポスター発表
ポスター発表は2日目（24日）の9：00～9：30の間に所定の場所にポスターを貼
り、大会終了まで掲示します。筆頭発表者の責任在席時間は、当日の13：00～
14：00のうち一部を割り当てさせていただく予定です。なお、ポスターは、縦
180cm×横120cmのスペースに収まるように作成してください。

※研究発表を申し込まれた方には、2018年3月17日（土）必着で「大会プログラム・抄録集」の
原稿を提出していただきます（原稿の作成要領についてはお申し込み後にお知らせします）。

※提出された原稿は、査読の上、結果を追って連絡させていただきます。発表形式について
は、発表申込数や発表内容により、変更をお願いすることがあります。

※発表者は、2018年3月の時点でJRSC会員である必要があります。

お申し込み期限

口頭発表（①調査研究、②事例研究）及びポスター発表

大会への参加、研究発表へお申し込みいただいた方には
2018年5月上旬（予定）に大会プログラム・抄録を
発送いたします。

●大会ホームページ又はEメールにて受け付けしております。
●メールでお申し込みの際は下記必要項目をご確認ください。

2018年2月28日（水）必着



「ゆりかごから墓場まで」発達する人間の健やかな育ちを支えるアタッチメント。それは、児童福祉の領域のみならず、
人の生きること、そして病むことの支援に関わる人々から、大きな注目を向けられています。全国各地ではさまざまな
研修会、講演会が行なわれてきました。
しかしながら、安心感にもとづく支援の糸口を与えるその理論を学び、アセスメントの観点を自分のものとし、実践に
活かす方法を探すことは、長く時間のかかることです。
本セミナーは、こうしたアタッチメント理論の研究と実践について、我が国の第一人者を始めとする人々が集まって、
年６回の系統講義を提供し、学習に役立ててもらおうとするものです。本セミナーを通して学びが深まることが日々の
支援の手がかりとなり、何より支援を受ける子ども、大人、そして親子の安寧に寄与することを願っています。
アタッチメント理論の研究と実践に関心のある皆様のご参加をお待ちしています。

アタッチメントセミナー
Attachment Seminar

【対象】
アタッチメント理論に関心のある大学院生、研究者、福祉・医療・
教育・司法などの現場で働いている方

【定員】
通年参加：50 名　１日参加：各日10 名程度

【費用】
通年参加：48,000 円／年　１日参加：10,000 円／日

【会場】
東京大学本郷キャンパス（予定）

受講者
募集中
2018 年度

in TOKYO



お申し込み方法

主催
アタッチメントセミナー　工藤晋平　　　　　　contact@attachment-seminar.jp

協力
NPO法人チャイルド・リソース・センター (CRC)　宮口智恵・河合克子

内容とスケジュール

■　メールにてお申し込みください
contact@attachment-seminar.jp
メール本文に、お名前（ふりがな）、住所、電話番号、職種、職域をご記入下さい。

申し込み締切は２月 23 日（金）（通年参加者）です。
申し込みが多い場合には先着順とさせていただきます。また、定員に満たない場合は中止となりますので、
ご了承ください。１日参加者の募集は、通年参加者の募集後に行ないます。

■　受講料をお振り込みください
受講が決定しましたら所定の期日までに受講料をお振り込みください。振込先、期日は別途ご連絡します。
なお、キャンセル、欠席がありましても返金は出来かねますのでご了承下さい。

■　詳しくはウェブサイトをご覧下さい
変更や情報の更新はウェブサイト上にて行なう予定です。
http://attachment-seminar.jp

　６月 16 日（土）　13:30-16:45 司会　工藤

　【理論 ①】　　遠藤利彦（東京大学） アタッチメント理論
　【理論 ②】　　数井みゆき（茨城大学） アタッチメントと乳幼児期

　７月 21 日（土）　13:30-16:45 司会　工藤

　【査定 ①】　　梅村比丘（広島大学） ストレンジ・シチュエーション法
　【査定 ②】　　福田佳織（東洋学園大学） アタッチメントＱソート法

　９月 22 日（土）　13:30-16:45 司会　工藤

　【理論 ③】　　中尾達馬（琉球大学） アタッチメントと児童期
　【実践 ①】　　北島歩美（日本女子大学） アタッチメントの青年期・家族関係

　11 月 10 日（土）　13:30-16:45 司会　工藤

　【査定 ③】　　数井みゆき 成人アタッチメント面接法
　【理論 ④】　　工藤晋平（京都大学） Ｄタイプと行動問題

　１月 26 日（土）　13:30-16:45 司会　工藤

　【実践 ②】　　森田展彰（筑波大学） DV の臨床
　【実践 ③】　　徳山美知代（静岡福祉大学） 社会的養護における関係支援

　３月 16 日（土）　13:30-16:45 司会　工藤
　【実践 ④】　　北川恵（甲南大学） アタッチメントに基づく親子関係の理解と支援
　【実践 ⑤】　　久保信代（関西福祉科学大学）　　  自閉症をもつ子どもと親の関係支援



山梨県臨床心理士会担当者様 

NPO 法人メンタルコミュニケーションリサーチ 

団体 HP https://www.mcr-npo.com 

事務局 新屋恭子 

平素よりお世話になっております。不登校・ひきこもり専門支援をしております、NPO

法人メンタルコミュニケーションリサーチ事務局長新屋と申します。当団体では、臨床心理

士・支援者対象向けに不登校・ひきこもり支援者研修会を今年度も開催することになりまし

た。 臨床心理士資格更新ポイント申請予定としておりますので先生方に周知していただけ

ると有難く存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。 

詳細の内容は下記の通りで札幌の第 4 回と東京の第 5 回の 2 講演になります。 

 

■「第 4 回 不登校・ひきこもり支援者研修会－トラウマ、発達障害事例の家族対応－」 

 日時：２０１８年３月１１日(日)１０:００～１６：００ 

 会場：札幌市産業振興センター セミナールーム A 

定員：60 名程度（先着順）  

 対象：臨床心理士、不登校・ひきこもりの支援者、教員等  

 参加費：事前:4,000 円(2/28(水)まで申込)  当日:5,000 円 学生:2,000 円  

○プログラム 

１０：００～ トラウマ事例の家族対応 佐々木智城(星槎道都大学 特任講師) 

１３：００～ 不登校事例の家族対応 齋藤暢一朗（NPO 法人メンタルコミュニケーション

リサーチ理事長／北海道大学 講師） 

 １４：００～ 発達障害事例の家族対応 岡田智（北海道大学 准教授） 

○申込方法 

 件名に「3/11 研修申込」と記載の上、1,氏名 2,所属 3,電話番号 4,メールアドレス 5.臨床心

理士番号を記入の上、メール申し込み。 

メール： mentalcr@yahoo.co.jp 

○その他 

 臨床心理士資格研修ポイント申請予定 

 

■「第５回 不登校・ひきこもり支援者研修会 アタッチメント から紐解く 不登校・ひきこ

もり」 

 日時：２０１８年３月 24 日(土)１０:００～１６：００ 

 会場：お茶の水女子大学 共通講義棟１号館３０４ 

 定員：60 名程度（先着順）  

 対象：臨床心理士、不登校・ひきこもり支援者  

 参加費：事前:8,000 円(入金手続き 2/28(水)まで)  当日:10,000 円 学生:3,000 円  



○プログラム 

１０：００～ アタッチメント臨床入門 工藤晋平 (京都大学特定准教授） 

 １４：００～ トラウマ治療とアタッチメント 藤本昌樹  (東京未来大学准教授) 

司会：齋藤暢一朗（NPO 法人メンタルコミュニケーションリサーチ理事長／北海道大学 講

師） 

○申込方法 

 件名に「3/24 研修申込」と記載の上、1,氏名 2,所属 3,電話番号 4,メールアドレス 5,臨床心

理士番号を記入の上、下記アドレスへメール申し込み。mentalcr@yahoo.co.jp 

 ○その他 

 臨床心理士資格研修ポイント申請予定 

 （以上） 
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横浜精神分析研究会 

 北川清一郎 

info@yokopsy.com 

http://yokopsy.com/ 

 

 こんにちは、いつもお世話になっています。横浜精神分析研究会の北川と申します。この

度、以下の 3 つの研修会を平成 30 年度に開催することとなりました。 

 （1）横浜精神分析研究会（文献講読と症例検討） 

 日時：毎月 第 2 日曜日の 13～17 時 年間 13 回 

 場所：港北区社会福祉協議会 他（神奈川県横浜市） 

 講師：北川清一郎 

 費用：22,000 円 

 内容：文献講読と症例検討 

http://yokopsy.com/index.php/meeting （html 版） 

http://yokopsy.com/guide/h30youkou.pdf （pdf 版） 

 （2）少人数グループスーパーヴィジョン 

 日時：毎月 第 2 日曜日の 10～12 時 年間 12 回 

 場所：心理オフィス K（神奈川県横浜市） 

 講師：北川清一郎 

 費用：50,000 円 

 内容：グループスーパーヴィジョン 

http://yokopsy.com/index.php/groupsv （html 版） 

http://yokopsy.com/guide/h30gsv.pdf （pdf 版） 

 （3）日常臨床のための対象関係論 

 日時：日曜日の 13～17 時 年間 10 回 

 場所：八洲学園大学（神奈川県横浜市） 

 講師：祖父江典人 

 費用：40,000 円 

 内容：講義と事例検討 

http://yokopsy.com/index.php/objectrelations （html 版） 

http://yokopsy.com/objectrelations/seminar2018.pdf （pdf 版） 

 そこで、もし可能であれば研修情報として貴会のホームページに掲載したり、会員にメー

リングリストに流したりしてくだされば嬉しく思います。不躾なお願いで恐縮ではござい

ますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

それでは失礼いたします。 
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