
会員のみなさま 

 

山梨県臨床心理士会事務局です。 

日頃お世話になっております。 

会員のみなさまに、事務局への連絡方法について、お願いがございます。 

事務局へのご連絡やお問い合わせは、メールかファックス、または、ホームペ

ージのお問い合わせフォームをご利用くださいますようにお願いいたします。 

 

山梨県臨床心理士会事務局 

FAX 055－223－6110 

psychoyamanashi@yahoo.co.jp 

http://yamanashi-sccp.jp 

mailto:psychoyamanashi@yahoo.co.jp


2018 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

201８年５月 15日 

 

1.201８年度 継続研修会「スクールカウンセリング研究会」について 

 今年度も以下の日程で継続研修会を開催します。今年度より「スクールカウンセリング

研究会」と名前を改め、事例だけでなく、グループ SV、日常臨床での悩みや話題提供によ

るディスカッション、他の研修会で学んだことのシェアリング、自らの専門性を生かした

ミニ研修会等々、参加者の皆さまの研鑽の場としてより自由に活用していただける時間と

いたしました。次回 5月 28 日は、保坂三雄 SC のご発表です。SC委員会の方だけでなく、

ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。 

 なお、今年度も随時発表者を募集しております。希望者がいない場合は、SC 委員会に所

属されている方々に順番に発表をお願いしております。コーディネーター（石原）よりご

連絡させていただきますので、担当になった方はよろしくお願いいたします。 

 4/２３ 5/２８ 6/２５ 7/２３ 9/25 10/2２ 11/2６ 12/１７ １/２８ 3/1８ 

深沢 SC 保坂 SC        拡大委員会 

＊いずれも山梨英和大学 202 教室、18:20～20:20 です。 

＊年回10回行われる継続研修会（9回のスクールカウンセリング研究会と、1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、発表者は 6p が取得でき

る予定です。 

＊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（石原）まで。 

＊なお、2017年度に上記の条件を満たしポイントを取得された方で、まだ研修証明書を

受け取っていない方は、山梨県臨床心理士会総会にてお渡しいたします。 

 

2.「SC のための連携施設リスト」について 

 昨年度からお知らせしておりました上記リストがようやく完成いたしました。作成にあ

たってご理解とご協力をいただきました多くの施設、皆様には、大変感謝申し上げます。

ありがとうございました。 

SC の皆様には、先日行われた「第 1 回 SC研究協議会」にて配布させていただきました

が、山梨県配置スクールカウンセラー、また要請訪問スクールカウンセラーの方々に広く

お配りし、活用していただきたいと思っております。リストをご希望される方は、6 月に行

われる総会、第 2 回 SC 研究協議会にてお配りいたします。よろしくお願いいたします。 

 

 （石原） 



平成 30年度  
 

 犯罪被害者支援（DV含む）に関わっている方々の、情報交換と技
能研修、自助のための会が、被害者支援委員会の中に立ちあがりま
した。県士会の会員で、実務に携わっておられる方、研究をしてい
らっしゃる方、また、新たにその分野で活動したいという意欲をお
持ちの方は是非ご参集ください。 
 ＊開催頻度は、年６回程度。 
 ＊会場は山梨県立大学飯田キャンパス C棟。 

 本年度の開催は、奇数月の第一月曜日を予定しています。 

 

 

日  時： ２０１８年７月２日（月）１８：３０～２０：３０ 
場  所： 山梨県立大学飯田キャンパス C１０２教室 
内  容：  
「架空事例に基づくケースシミュレーションから性被害を考える１」 
     山梨大学 学生サポートセンター  
     カウンセリング・サポート室   
           伊藤 美佳 氏  
 

☆ 守秘義務のある専門職の方も参加可能です。 

                      

第２回犯罪被害者支援部会 

開催のお知らせ  

☆ 連絡先 ☆  

 被害者支援委員会犯罪被害者部会 

  稲永 澄子 

    （カウンセリングオフィス・ハートフル） 

      TEL  055-228-8590 

      E-mail  kokoronosoudansitsu@ybb.ne.jp 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

『臨床心理士という仕事』 

 
田中彩乃 

 
初めまして。田中彩乃と申します。山梨県に引っ越して来て 3 年目になりました。

臨床心理士としては 6 年目になりますが，山梨県へ来てからは妊娠・出産・子育てと，

臨床心理の現場からは離れています。それ以前は，愛知県で臨床心理士として働いて

いました。 

愛知県では，公立小中学校のスクールカウンセラー，メンタルクリニックの臨床心

理士，個人オフィスの臨床心理士，愛知県学校臨床心理士会の運営委員など，ほぼ毎

日のように臨床心理に携わっていました。抱えているケースも多く，次から次へと生

じる事案に臨機応変に対応することに一生懸命だったように思います。そのような

日々の中で，スーパービジョンを受けたり，研修会に参加したりして，自分なりに抱

えているケースを振り返り，考える時間を作るように心がけてきました。臨床心理士

という仕事に対して，とても悩み難しいなと感じる時もありましたが，どこか臨床心

理士として日々働いている自分に充実感を得ていたところもあったように感じます。 

 そんな日々から一転，山梨県へ来てからは時間がゆっくりと流れているように感じ，

ポカンと空いた時間をどのように過ごそうか迷う日々でした。新たな土地での生活や，

妊娠・出産という経験，家事や子育てに追われている時間，その時々で得られるもの

はたくさんありました。しかし，働いている時のような充実感とはどこか違うように

感じました。特に子育てに関しては，母親として子どもの成長に喜びを感じつつも，

常に心配や不安がつきまとっていました。 

 このような時間を過ごす中で，働いていた時の充実感とは何だったのかと考えるよ

うになりました。そして感じたことは，臨床心理士という仕事を共有しサポートして

くれる存在が常にあったということでした。スーパービジョンやクリニックのドク

ター，同僚の臨床心理士の先生，研修会もその一つだと思います。常に支えとなるも

のがあったからこそ，臨床心理士という仕事に向き合うことが出来ていたのだと思い

ました。山梨県へ来てからの生活は，新たな土地で頼るところもなく，その中で始まっ

た子育ては力が入りすぎていたように思います。だからこそ，心配や不安といった気

持ちがつきまとっていたのではないかと思います。その時々の気持ちを共有し支えと

なるものがあるからこそ，目の前のことに向き合い，充実感ややりがいを得るのでは

ないかと思いました。 

そして同時に感じたことは，臨床心理士という仕事こそ心理的支援を必要とする人

たちの支えとなっていくものだということでした。山梨県に来てからの生活は以前の

生活と比べると一変しましたが，私にとっては自分の仕事を振り返る大切な時間だっ

たと感じています。子育てが一段落するころには臨床心理の現場に復帰したいなと考

えていますが，この期間で感じて考えたことを忘れずに，今後の臨床活動に活かして

いきたいなと思っています。 

 
 



    「失敗事例から学ぶ研究会」のお知らせ     2018. 5.20. 

 

     「失敗事例から学ぶ研究会」を、ご案内いたします。 

      共に学ぶ志のある方々のご参加を、お待ちしております。 

 

     『失敗事例から学ぶ研究会（第 22回） 

 

▲日 時： 2018 年 6 月 16 日(第３土)  午前９時～12 時 

▲会 場： 県立大学池田キャンパス・１号館共同研究室 

▲発表者： 渡邊 詩織 先生（県立北病院） 

▲参加費： ￥500 円 （当日お支払下さい） 

 

 

 ★今回発表の事例を紹介します  渡邊 詩織 先生 記 

  『引き籠り状態にある、青年のケース』 

  両親の離婚、再婚、白血病の罹患、不登校、乳がんによる母の死など、複数の問題を 

 抱え、現在は引き籠りの状態が続いている 10代後半のケースです。 当初は複雑な状況 

 に圧倒されていましたが、現状としては好転せず、“ジリ貧”状態にある事例です。 

 

 ★前回の発表者から       細川 明子 先生 記 

  今回は「一緒に食べる」ということが印象に残っている、がん患者の事例を検討させ 

 ていただき、非常に刺激的な時間を過ごすことができました。参加者の皆様から、様々

な視点からご意見、ご感想をいただき、まさに魂が揺さぶられるような体験でした。 

 或る方にこの体験を話したところ、「それはサイコセラピーなのか？」と問われ、ハッ

としました。参加者の皆様には、「一緒に食べる」ということを、肯定的に解釈していた

だきましたが、いわゆる行動化と言われることをしていたわけですから、その意味は慎

重に扱わなければなりません。こうした厳しい意見も含め、がん緩和ケア領域の全人的

ケアにおける、心理臨床のあり方を考え続けることが、Ｃさんから託された宿題だと感

じました。 

 



日本学校教育相談学会山梨県支部 

入 場 
無 料 

日 程 

時 間 

会 場 

講 師 

201８年 ５月２６日 （土） 

1４:00～16:３0 

韮崎市民交流センター ニコリ 

菊池裕義氏（臨床心理士、心理学博士） 

研修内容 
・最近注目されているメンタライゼーションとは 

・心により沿うコツを体験を通して学ぶ  

お問い合わせ：日本学校教育相談学会山梨県支部 

kyouikusoudan.y@gmail.com 

甲府市国母4-21-6 

http://rusume.3zoku.com/cms/htdocs/ 

mail 

住所 

URL 

ニコリ 

会場のニコリは韮崎駅から歩いて１分です。駐車場もあります。 



セクシュアル・マイノリティ事例研究会主催 第6回ベーシックレクチャー 

「セクシュアル・マイノリティ支援のための基礎知識」  

 

近年、メディアでもセクシュアル・マイノリティに関するトピックが取り上げられる機会が増え、心理職が関わる

各領域でもセクシュアル・マイノリティの方への心理的支援について関心が高まっています。本レクチャーでは、セ

クシュアル・マイノリティの方々を支援する際に知っておいた方がよい基本的な事柄、概念の整理や情報提供を行い、

また支援を考えていくための視点を養います。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

日 時：2018年7月8日（日） 10：00～17：00（受付開始 9：30～） 

対 象：心理臨床家、精神科医、精神保健福祉士、臨床心理学専攻の大学院生など、各機関・現場で、 

セクシュアル・マイノリティの心理的支援・心理療法に関心があり、守秘義務を守れる方。 

    ＊ 本レクチャーは、基本的な概念・知識を学びたい初学者を対象としております。 

定 員：50名（先着順） 

参 加 費：（一般）5,000円 （大学院生）3,000円 

 ＊ 事前に振替口座にご入金いただきます。口座番号は、申込への返信メールに記載致します。 

会 場：大正大学巣鴨校舎 ２号館８階 講義室（〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1） 

 ＊ 都営三田線「西巣鴨駅」下車徒歩3分、JR埼京線「板橋駅」下車徒歩10分 

申 込 み：本紙裏をご覧下さい 

 

※本研修会は、要件を満たした場合、臨床心理士資格更新のためのポイントを取得できるワークショップとして臨床

心理士資格認定協会に申請予定です。 

時 間 テーマ  講 師（敬称略） 

10:00～ 
11:00 

セクシュアル・マイノリティとは？ 
特定非営利活動法人SHIP カウンセラー 

       臨床心理士   長野 香 

11:00～ 
12:00 

トランスジェンダー・Xジェンダーの基礎知識 
特定非営利活動法人SHIP カウンセラー 

       臨床心理士   片桐 亜希 

 
12:00～13:00 （昼 食）各自でお取り願います。持参された昼食を会場内で召し上がることもできます。 

13:00～ 
14:30 

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル（LGB）の

アイデンティティ発達の過程 

一橋大学学生支援センター 

特任准教授 臨床心理士 柘植道子 

      臨床心理士   柘植 道子 14:45～ 
17:00 

架空事例を用いての事例検討、質疑応答 
架空事例を用いて、事例検討をおこないます。小グルー

プでのディスカッションも行う予定です。 

※ 時間割・テーマ等については、多少内容が異なる場合があることをお含みおきください。 



＜申し込み方法＞ 

① 参加申し込みは、事務局へのメールにて受け付けております。下記の必要事項をご記入の上、メール

にてお申込みください。 

 

必要事項    ①氏名、フリガナ  ②ご所属  ③職名 

        ④参加区分（一般・学生） 

        ⑤講座名、開催日（例：ベーシックレクチャー、7月8日） 

        ⑥臨床心理士番号（お持ちの方） 

 

事務局E-mail  smcs2013@yahoo.co.jp 

＊ ドメイン指定されている方は上記アドレスからの受信設定を行ってください。 

 

② ご記入いただいた内容を確認の上、事務局より、郵便振替口座番号をご案内いたします。申し込みは

郵便振替への振り込みをもって完了となります。 

＊ 直前に入金された方は念のため、郵便振替の半券をご持参ください。 

 

＜注意事項＞ 

＊ 定員を超えた場合にはお断りすることがございます。 

＊ 振込後、参加者のご都合によるキャンセルの場合、受講料をお返しすることができません。 

＊ 複数回同時に申し込まれる際は、⑤講座名、開催日にすべての研修会名、開催日をご記入ください。 

＊ 事務局からの返信や振込口座のお知らせなどがしばらくお待ちいただいても届かない場合は、通信障

害等の可能性がございますので、お手数ですが再度メールにてお問い合わせください。なお、その際

には、ドメイン指定などの解除をご確認ください。 

＊ 領収書が必要な方は、事務局まで事前にお申し出ください。 

＊ お申し込みの際にいただいた個人情報は厳正に取扱い、本会研修会の目的以外に使用いたしません。 

 

申し込み締め切り ： 2018年6月30日（土） 

 

 

問い合わせ先：セクシュアル・マイノリティ事例研究会 事務局 

                   E-mail  smcs2013@yahoo.co.jp 

 

＊ セクシュアル・マイノリティ事例研究会のメーリングリスト（今後の研修のお知らせや、登録者同士

の情報交換にご利用いただけます。）への登録を希望される方は、メールにその旨もご記載ください。  
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