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見失いたくない臨床心理士のこころ

会員の皆様、新たな年を迎え、

本年 9 月に最初の公認心理師試

日々、業務にご活躍のことと拝察申し

験が行われます。ふりかえってみると

上げます。

昭和 63 年に臨床心理士が誕生して

本年 9 月には、我々の悲願であっ

以来、3 万 5 千人近い臨床心理士

た心理職の国家資格である「公認心

が多様な現場で活躍してきました。

理師」の第 1 回目の試験が実施され

平成 30 年間の臨床心理士の活躍の

る予定です。それに先立ち、公務繁多の中、受験資格

実績が、公認心理師という新たな国家資格を生み出す

を得るために 2 月から現任者講習会を受講しなければ

原動力となったことを喜びたいと思います。そして同時

ならない会員もいます。そのような状況下で、我々心理

に、臨床心理士が国家資格になったのでないという事実

職は国民の皆様に対してどのような形で寄与していくの

もしっかり認識しておかねばなりません。日本精神病院

か？ また、現在の職能団体である「一般社団法人日

協会は、当時の日本臨床心理士会会長らに、資格の

本臨床心理士会」との関係、及び臨床心理士以外の

名前に「臨床」を用いないこと、医療の場における医師の

諸学会・団体等の資格をお持ちの方々が公認心理師

指示を明記することを条件に国家資格化に協力する申

となられた場合、今後山梨県臨床心理士会はどの様

し入れをしたことを公表しています（林,2015）。この協

な組織づくり・運営をしていくのか？ 会員の皆様は当

力を背景に国家資格公認心理師が誕生した今、「臨

事者として、この問題に真摯に向き合いそれぞれの想い

床」という言葉に込められた心理臨床の本質は、今後も

やお考えをはっきり自己の問題として捉えて頂きたいと考

存続する臨床心理士資格の核となります。

えます。

心理臨床の本質とは、こころの問題の相談において来

昨年 12 月、公認心理師法の施行を受け、今後の

談者自身が独自の解決を見出す過程を尊重しつつ、

職能組織の在り方等を考えることを目的とした代議員・

全人格をかけて「一緒に考える」営みです。心理職多様

全国都道府県臨床心理士会会長懇談会に吉川代議

化の時代に、臨床心理士の職能の養成と社会への発

員と参加し、山梨の現状及び今後の方向性について、

信を継続する臨床心理士会の役割は非常に重要であ

述べてきました。日本臨床心理士会は「日本で暮らす

ると考えています。

人々、心理支援を受ける方々が必要なときに適正な心
理支援をうけられる未来のために」と今後の方向性を示
しています。本会も新たな組織づくりを模索しながら検

林道彦（2015）公認心理師法成立，日精協誌
第 34 巻・第 12 号，pp.3f.

討することは我々の使命ではないかと考えます。
まずは、国家試験突破を目指し、会員相互の情報
交換を密にして協働しましょう。
新たな年が、皆様にとって更に飛躍の年となりますよ
う、祈念申し上げます。
山梨県臨床心理士会会長 ・ 清水隆善

山梨県代議員，
学習院大学，山梨箱庭研究所 ・ 吉川眞理
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福祉臨床発達委員会の
設立経緯と入会案内
障害福祉・児童福祉・特別支援教育など福祉領域
で働いている臨床心理士・心理職の方々が日ごろの業

公式ホームページ完成！

山梨県臨床心理士会にとって待望の公式ホームペー
ジが完成しました。ホームページの URL は

務に関しての情報交換ができ、スキルアップを目的とし

http://yamanashi-sccp.jp/

て、福祉臨床発達委員会を昨年発足いたしました。
福祉領域では、心理療法や心理アセスメントの他、
必要な相談を行うためのアクセシビリティ機能や、相談
援助関係自体を作りにくい時のアウトリーチ機能が重要

です（以下に QR コードを記載します。ぜひご活用くださ
い）。
これまで年に 2 回発行しておりました『News Letter』

であり、また医療・教育などの多くの機関と連携していく

のみしか，山梨県臨床心理士会の会員以外の方々へ

必要があるためグループダイナミクスの視点も必要となり

情報を発信させていただく機会がありませんでした。しか

ます。このような状況の中、福祉領域で働く皆さんの多く

し，今回ホームページを開設したことで，随時情報を発

が孤軍奮闘し、試行錯誤している姿を目の当たりにしま

信できるようになりました。地域の皆様や他職種の皆様

す。また、福祉領域で働く公務員心理職の皆さんは、

にも「臨床心理士が何をしているのか？」，「どんなところ

多くの事務業務に追われると共に、数年に 1 度行われ

で臨床心理士は働いているのか？」といったことがご理解

る人事異動のため、継続的な心理療法の実践もままな

していただけるようにしていき，臨床心理士会が企画す

らない現状であり、「心理職としての専門性は何か」とい

る研修会などについて情報発信できるようにしていきたい

う課題にもぶつかっているものと思われます。福祉領域で

と考えております。

は、心理職の技術が役立つ業務が多彩であるが、他の

現在のホームページに掲載されている基本的なコンテン

心理分野と比べて体系的に学ぶ機会は少なく、その

ツは，「山梨県臨床心理士会について」，「臨床心理

上、実践現場では、多問題をもつ事例に悪戦苦闘して

士とは？」，「会長挨拶」です。「山梨県臨床心理士

いる心理職の皆さんもいらっしゃるものと思います。

会について」では，山梨県臨床心理会の組織図を掲

そのような福祉領域で働く臨床心理士・心理職の皆

載し，各委員会の紹介を行っております。「臨床心理

さんのために、この委員会では、2 ヶ月に 1 回のペース

士とは？」では，臨床心理士の主な活動について紹介

で、県内の中堅心理職をスーパーバイザーに、事例検討

しています。「会長挨拶」では，山梨県臨床心理士会

を中心とした定期的な研修会を行っていく予定です。ま

会長である清水隆善からのご挨拶を掲載しております。

た年に 1 回は福祉領域で県内外で活躍されている心

まだホームページが開設されたばかりであり，コンテンツが

理職・精神科医などを招いて拡大研修会を実施してい

少ないですが，山梨県臨床心理士会と地域の皆様と

くことも予定しています。

の交流を促進していくツールとして今後様々なコンテンツ
を充実させていきたいと考えております。ぜひ一度ご覧く

山梨英和大学 ・ 小林真理子

ださい。
山梨大学 ・ 田中健史朗
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✿清里清泉寮ワークショップに

参加しました✿

2017 年度ぶどうの丘ワークショップ
に参加して

―
山梨県臨床心理士会恒例の冬のぶどうの丘研修会
では、京都大学こころの未来センターから河合俊雄先生
をお迎えして、1day ワークショップを開催しました。県内だ
けでなく近隣都県からも総勢 55 名が参加し、河合先
生の講義と二つの事例検討に取り組みました。

平成 29 年 8 月 19 日と 20 日の 2 日間、清泉寮で
「アンガーマネジメント講座」が開かれました。講師は、企
業で重責を担う傍ら、日本アンガーマネジメント協会コン
サルタントとしても幅広い分野でご活躍の土田英文先
生。
「アンガーマネジメント」は認知心理学と解決志向アプ
ローチの考えをベースにした、怒りの感情と上手に付き合
うための心理教育プログラムで、怒る必要のある事には
怒り、怒る必要のない事には怒らず、人を傷つけず、自

まず、河合先生の講義『発達の非定型化と心理療

分を傷つけず、物を壊さず、上手に怒っていることを表現

法』では、時代の変遷と並行した症状やこころの有り様

できる事を目指すものである、との事で、そうできるように

の変化として現代における発達障害への注目を同定

なるための考え方や工夫を講義とグループワークから沢

し、発達障害の方との心理療法では主体の成立と発

山、学ばせて戴きました。

生とが治療目標となり融合からの分離と垂直性とが治
療上のポイントとなることが説明されました。また、今日で
は典型的な発達障害とはみなされず発達の非定型化
と理解するほうがよい方がいること、心理療法過程で彼
ら/彼女らの弱い主体が明瞭になっていくためには治療
者自身が自発性・主体性を表現していく思い切った関
わりがポイントとなることを教わりました。
続いて、臨床心理士による二つの事例検討では、い

一日目の最後に、予めネットを通して受けていた「怒り
のタイプ別診断」の結果が返ってきました。夕食後、宿
泊組は、その各自のタイプの話で多いに盛り上がった
後、土田先生の弾くギターに合わせて歌って英気を養い
翌日に備えました。
二日目は「怒りのタイプ別診断」から自分の怒りの癖
について考え、最後に「叱り方教室」という事で、上手な
叱り方や、叱る際の NG ワードなどについて学びました。
日々の臨床に、そして私自身の生活に、とても役に立

ずれも社会との折り合いに悩まれている成人クライエント
との心理療法過程に向き合いました。講師の河合先生
は断定的なコメントを慎重に避けつつ、発表者と我々参
加者とが曖昧さを抱えながら事例について考え続けるこ
とを刺激されていました。事例を拝聴し討議しながら私た
ち参加者も心理療法過程を追体験する中で、面接過
程が進むにしたがい治療者の実存性や主体性がますま
す問われてくることを痛感しました。今年も心理臨床の
面白さと奥深さを実感できる冬の一日でした。

つヒントを一杯頂きました。楽しみながら、学び、そして自
分を振り返る事ができた充実した２日間でした。
山梨箱庭研究所 ・ 西村由記子

研修委員会委員長，
山梨英和大学 学生相談室 ・ 設樂友崇
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臨床心理士による臨床心理士のための書籍紹介 その 16

BOOK レストランへようこそ ～おすすめの一冊～
『自閉スペクトラム症を抱える子どもたち
－受身性研究と心理療法が拓く新たな理解』
著 者：松本拓真（岐阜大学）
出版社：金剛出版（3,800 円＋税）

自閉スペクトラム症を抱える子どもたちに対する心理療法はどのような意味をもつのでしょうか。本書は，この問い
への一つの答えを与えてくれ，現在行われている支援の課題を提示してくれます。
近年，学校領域・福祉領域を中心に自閉スペクトラム症を抱える子どもたちへの支援が注目を集めています。自
閉スペクトラム症は，「社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応」に特徴をもち，行動や興味が「反復的な
様式」であるという特徴をもちます。そのことにより，様々な社会的・職業的難しさを抱えています。自閉スペクトラム
症の根本的な治療法は確立されておらず，その子どもたちへの支援は，いかに社会適応を高めるかに焦点が当てら
れています。そのために「TEACCH プログラム」や「応用行動分析」などが有効であるとされ，自閉スペクトラム症を抱
える子どもたちへの支援として実践されています。これらの支援は，その子どもたちが社会的に適応した行動をとるこ
とができるような工夫が理論化されています。
自閉スペクトラム症の子どもたちは，社会的に適応した行動をとれるようになることで「幸せ」を感じているのでしょう
か。本書はこのことについて「受身性」という観点から論じています。受身性とは，自発的に行動するのではなく，他
者の期待に応えるように行動する性質のことです。筆者は，親や支援者が自閉スペクトラム症を抱える子どもたちの
社会的な適応を期待するあまり，その子たちの「自分」という感覚を奪ってしまっているのではないかということを危惧
しています。そのことを事例から丁寧に説明しています。また，様々な受身性研究の知見を，図表を交えてわかりや
すく提示し，その子どもたちの受身性を考えることの重要性を示唆しています。
心理療法は自閉スペクトラム症を治療することはできません。しかし，その子どもたちの「こころの世界」を丁寧に観
察し，その子どもたちの「自分」すなわち主体的な体験を理解することができます。どのような原理でそれが可能なの
か，心理療法では何をすべきなのか，その点について対象関係論の理論だけでなく，豊富な事例を交えて丁寧に
解説されています。
この本を読んで，自閉スペクトラム症を抱える子どもたちをどのように支援できるのか，改めて考えてみてはいかが
でしょうか。
田中 彩乃

● 編集後記 ●
今年度は念願でありました山梨県臨床心理士会のホームページが完成致しました。これまでも臨床心理士会の情
報を他職種の方々や地域の方々に広報していくことは重要でありましたが，公認心理師が誕生する今，より一層広
報の重要性が増しているように感じます。「臨床心理士とは何者か」，「臨床心理士の強みとは何か」など，しっかり伝
えることが求められる状況となっているでしょう。広報委員の一人としてだけではなく，臨床心理士の一人として，私た
ちの存在価値をしっかりと広報し，他職種の皆様と連携して，地域の皆様の支援へとつなげていきたいと思います。
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