
2018 年 6月18 日 
会員のみなさま 

山梨県臨床心理士会研修委員会 
 
 
「勉強会・研究会・グループスーパーヴィジョン機会情報データベース 2018」発行のお知らせ 

 
 
拝啓 
 梅雨の只中ですがみなさまいかがお過ごしでしょうか。 
 さてこのたび、会員のみなさまのご協力をいただき、本年度の研修機会情報データベースを発行する
ことができました。情報をお寄せいただいた方々には深くお礼申し上げます。非常にささやかな試みで
はありますが、日頃より楽しく充実した研修を重ねていただきたいとの思いで毎年お届けしている冊子
です。ご活用いただければ幸いです。 
 なお、研修機会に関する情報は随時募集しております。年度途中でも下記フォームからご入力いただ
ければ、冊子を適宜更新いたします。 

敬具 
 

記 
 

【最新冊子】会員向け研修委員会ページ（要会員ログイン） 
     http://yamanashi-sccp.jp/about-us-members/kenshu/ 

 
【情報提供】Google フォーム 
     https://goo.gl/forms/0IMToQrYAgyndkkJ3  
 
 

以上 



公認心理師試験直前 
勉強合宿@清泉寮

2018.8.25㊏14:00 - 8.26㊐12:00 
今年の清泉寮ワークショップは9月9日の公認心理師試験に向けて実力確認とラス
トスパートのための勉強合宿です。模擬問題の持ち寄りや情報交換でしっかり勉
強しつつ、美味しい食事とゆったりしたお風呂も楽しみましょう。 

《参加費》全日程(1泊2食付)8,000円（勉強セッションのみは2,000円） 

お申し込みはこちらか☟こちらで☞ 
https://goo.gl/forms/v0mCjHMqTaVe5N9r2	

締切：7.28㊏ 
主催：山梨県臨床心理士会 研修委員会 

25-26
AUGUST

山梨県臨床心理士会研修委員会では、山梨県臨床心理士会メンバー相互の交流を大切にしながら、体験的なワークショップを持ち、
それぞれの臨床観を広げ、また深める機会として、文珠先生にご尽力いただき毎年夏の清里清泉寮で合宿を企画運営しています。

メールでお申し込みの方 

件名を「清泉寮WS申込」、
本文に氏名、所属、臨床心理
士登録番号を明記し以下まで
お送りください。 

takarahakoken@yahoo.co.jp



事前準備 
【内容】 
1. 参加者は各自、ネットで公開されている精神福祉士の国家資格問題の形式
と公認心理師資格試験ブループリントを参考に、ブループリントの大項目
から3つを選んで1問ずつ、計3問の模擬問題を作成してください。 

2. 問題の解答は、記入しないで、印刷し、各自で30枚のコピーを作成してお
持ちよりください。 

【参考リンク】 
• 公認心理師試験出題基準（ブループリント） - 日本心理研修センター 
　http://shinri-kenshu.jp/wp-content/uploads/2018/04/exam_blueprint.pdf 
• 精神保健福祉士国家試験（過去問） - 社会福祉振興・試験センター 
　http://www.sssc.or.jp/seishin/past_exam/index.html 
• 公認心理師ドットコム：試験対策・勉強法カテゴリー 
　https://kounin-shinrishi.com/category/study/ 

スケジュール 
【8月25日(土)】 
13:30　受付 
14:00　模擬試験セッション 

• 集めた問題を元に模擬試験を行います。問題数に対して本番相当の
時間設定をします。 

• 時間終了後、作成者が口頭で解答を発表し、自己採点します。 
18:00　夕食 
20:00　情報交換：各自の勉強法についてなど 
【8月26日(日)】 
07:30　朝食 
08:30　自習時間 
11:30　各自今後の勉強計画について宣言 
12:00　解散 

ご一緒に9月9日を越えましょう!!



平成 30（2018）年 7 月広報 

 

企画・運営：山梨県臨床心理士会 被害者支援委員会 

Mail：psychoyamashien@gmail.com    

 

平成 30 年度 第１回 災害支援部門のご案内 

  

酷暑の候、皆様には ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 過日、平成 30 年度山梨県臨床心理士会総会にて実施されました「安否確認・プレ訓練（以後：

第 1 回プレ訓練）」では、総会に出席された多くの皆様にご協力をいただきました。この場を借り

て御礼申し上げます。誠にありがとうございました。 

6 月の大阪北部地震、7 月初旬の西日本豪雨と、ほんの数カ月のうちに痛ましい災害が起こって

います。当会におきましても、発災時の対応に関する体制について議論を進めていくのが急務だと

思っています。委員会では、少しずつでも議論を進めていきます。 

 

発災時、どこに何をすれば良いのか、臨床心理士会の体制はどの様になっているのか等を知っている

ことで、いざという時の不安が軽減できます。災害支援を身近なものにするために、こうしたことを一

緒に考えましょう。被害者支援委員会に所属していない方の参加も大歓迎です。一度だけでも足を運ん

でみませんか？皆様のご参加、お待ちしております。 

 

 

日時：平成 30年 8月 6 日（月）18：30～20:30 

場所：山梨県立大学 飯田キャンパス C102 室（〒400-0035甲府市飯田 5丁目 11-1） 

 

内容：1：平成 30年度第 2回中部ブロック会議の概要  

     ・H30.5.13に名古屋にて行われた会議の概要について 報告：吉田 

    2：第 3ブロック（中部地区）における、 

各県の災害等段階対応研修プログラムについて  

・自然災害発生時の予防・準備・対応・回復の段階別研修プログラムの概要  報告：吉田 

    3：第 1回プレ訓練の実施報告、今後の災害支援部門の活動について  

・H30 年度山梨県臨床心理士会総会（H30.6.30）にて行われた第 1回プレ訓練について、     

実施時の様子、報告、振り返り、次回開催に向けての課題の検討等  報告：比志、望月 

     ・第 1回プレ訓練の結果を踏まえ、今後の災害支援体制づくりについて意見交換 

 

 

サイコ  やま 支援 



201８年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

201８年7月15日 

 

１. 201８年度継続研修会 「SCカウンセリング研究会」について 

今年度も継続研修会を開催する予定です。今年度は「SCカウンセリング研究会」と名前を改

め、事例だけでなくSCの活動について気軽にお話のできる場として会を進めていく予定です。皆

様のご参加をお待ちしております。 

つきましては、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する予定です。特に、コーディネーター（石原）よりご連絡させて

いただいた方は、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 7/23は特別編として公認心理師試験対策（主に教育分野）の学習会を実施いたします（ファシリ

テーター：今村SC）。参加者の皆様と意見交換しながら出題傾向の検討やキーワードの理解を深める

ことを予定しております。 

 

＊SCカウンセリング研究会は、山梨英和大学202教室、18:20～20:20に実施します。 

＊年間10回行われる継続研修（メンバーで行う９回の研究会と、講師の先生をお招きする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、また発表者は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。 

＊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。 

＊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. 「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、SCカウンセリング研究会および第

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。 

 

3. 「スクールカウンセラー配置校一覧」配布について 

 今年度のスクールカウンセラーと配置校の一覧を作成いたしました。SCカウンセリング研究会

で配布いたします。よろしくお願いいたします。 

（今村） 

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 石原SC 今村SC      拡大委員会 

mailto:学校臨床心理士委員会scyamanashi@yahoo.co.jp


    

２０１８年７月   

 

 平素より産業領域委員会の活動にご理解とご参加をありがとうございます。 

 総会資料にも載せましたが、２０１８年度の活動をお知らせいたします。 

 現在、産業領域で活動されていない方も大歓迎です。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

◆2018年7月31日（火） 18：30～20：30  

会場：県立青少年センター本館 第 4会議室（当初予定より会場を変更しました。） 

内容：事例検討会①  発表者：橋本和仁 さん 

全国担当者研修会報告 ：橋本和仁 さん  

  

 

◆2018年10月30日（火） 18：30～20：30  

会場：県立青少年センター リバース和戸館 第５会議室 

 内容：事例検討会②  発表者：竹居栄子 さん 

 

 

◆2019年１月29日（火） 18：30～20：30  

会場：県立青少年センター リバース和戸館 第５会議室 

内容：事例検討会③  発表者：菅弘康 さん 

 

 

◆2019年3月19日（火） 18：30～20：30 

会場：県立青少年センター リバース和戸館 第５会議室 

 内容：今年度のまとめと次年度の計画策定 

 



「子どもに、私たちはどう対応
したらいいのでしょう？」

治療的アセスメントを用いて
思春期の子どもと家族の投影同一化をシフトする
“What is My Teenager Doing to Me?!”
Using Therapeutic Assessment to Shift Projective Identification
 in Adolescents and Their Families                   

講師：スティーブン・E・フィン、中村紀子
共催：ACTA,SPA(The Society for Personality Assess-
ment),TAI(the Therapeutic Assessment Institute )

1日目：2018年11月2日（金）10時～17時
2日目：2018年11月3日（土）  9時～18時
3日目：2018年11月4日（日）  9時～18時
場所：浅草橋ヒューリックホール ＆ ヒューリックカンファレンス
（〒111-0053 東京都台東区浅草橋１丁目２２−１６
 ヒュー リック 浅草橋 ビル／JR総武線浅草橋駅西口より徒歩1分）

●ライブで学ぶ治療的アセスメント
この秋、ACTA設立5周年特別企画として、スティーブン・E・フィンと中村紀子が
コラボでライブ・セッションを東京で開催することとなりました。
　ライブ・セッションのワークショップでは実際に思春期の子どもと家族のクライアントにおいで頂き、
治療的アセスメントのセッションを受けて頂きます。参加者の皆様にはスティーブン・E・フィンと中村紀子のセッションの様子を
別室のライブ映像で見ていただきます。10代の子どもを持つ家族のケースをどのように理解するか、介入セッションやまとめと
話し合いのセッションを家族に対してどのように行うかなど、治療的アセスメントの一連の流れをその場で体験できる貴重な機
会となります。
　日本にいながら、スティーブン・E・フィンの生のセッションを同時通訳付きで見て学ぶことができるチャンス、是非皆様のご参加
をお待ちしています。※ライブ以外の講義も逐次通訳付きです。
　またTAIのメンバーは受講費用が10%割引されるだけでなく（超早割・早割は除く）、TAIメンバーの若手研究者、駆け出し専
門家を対象に与えられる、フィッシャー基金の奨学金制度を利用して受講料全額免除に応募していただけます(2名）。
TAIメンバー及びフィッシャー基金について詳細をお知りになりたい方はasiancta@gmail.comにご連絡ください。

3日目：2018年11月4日（日）  9時～18時
場所：浅草橋ヒューリックホール ＆ ヒューリックカンファ
（〒111-005353 東東京都京都台東台東区浅草橋１丁目目２２−１６
 ヒュー リック 浅浅草橋 ビビル／ル／／JRJRJR総武線浅草橋橋駅西口

●ライライイブブブで学ぶ治療的アセアセアセスメスメスメンンントトト
この秋、ACTA設立5周年特別企企画として、スティーーブン・ンン E・フ
コラボでライブ・セッションを東京で開催することとなりりましまま た
　ライブ・セッションのワークショップでは実際に思春春期期ののの子ど
治療的アセスメントのセッションを受けて頂きます。参加加加者の
別室のライブ映像で見ていただきます。10代の子どもをもをもを持つ
話し合いのセッションンを家を 族に対してどのように行うかなかなかなど、治
会と会 なります。
日日本に本にいない がら、ス、スティテ ーブン・E・フィンの生のセッッショショョンを同

をおをおお待ち待待ちしていまいます。す。※ライブ以外の講義も逐次通通通訳通訳訳付付き付 で
ままたTたTAIのメの ンバンバーはーは受講受講受講費用費用が1が 0%0%%割引割 されされされるるだる けでな

門家門門家を対を対象に象に与え与えられられられる、る、る、フィフィフィッシッシッシャーャーャー基基基金の奨学金金制度を利
TAIメンバンバー及ー及びびフびフィッィッッシャー基基金に金に金 ついて詳細をお知りにな

事前開催！

治療的アセスメント入門in東京
＜日本語のみ＞

主催：ACTA
講師：中村紀子、ACTAメンバー

2018年10月21日（日）10時～17時　
場所：飯田橋レインボービル

（〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町11
／飯田橋駅より徒歩5分）

治療的アセスメントの基本的な構造について学びます。
初めて治療的アセスメントを学ぶ方も、ライブ前にもう一度学

びたい方にとっても充実した内容となっております。

Asian-Pacific Center for
Therapeutic Assessment 
第9回2018年秋のライブ・セッションワークショップ



中村紀子：治療的アセスメント・アジアパシフィックセンター（Asian-Pacific Center 
for Therapeutic Assessment（ACTA））のクリニカル ディレクターであり、中村心
理療法研究室の共同ディレクターとして30年以上臨床実務に携わる。

●治療的アセスメント入門について

2018年10月7日（日）まで

　　　　　　　　　　 

●申し込みについて

●ライブ・セッションワークショップについて

（通常料金についてはTAIメンバーは10%割引されます。）
※本ワークショップはクライアント様とスティーブン・E・フィンのライブのセッションを同時進行で

観ながら学ぶため、同時通訳者や同時放映機器の設備が必要となり、その分参加費用が通
常よりも高めの設定となっております。

※定員に達し次第、申し込みは締め切らせていただきます。
※ライブ・セッションのワークショップは3日間参加できる方が対象となります。

【ライブ・セッションのワークショップ】は中級（レベル２）の内
容となっているため、過去に治療的アセスメントのワークショ
ップに参加されている方が対象となります。初めての方は、
10月21日に開催される「治療的アセスメント入門」を受講
されることをお勧めいたします。
【大学院生について】守秘義務を遵守できる心理アセスメン
トを学んでいる大学院生を指します。

2018年10月19日（金）

【治療的アセスメント入門】は様々な対人援助職の専門家
の方に参加していただけます。
【大学院生について】守秘義務を遵守できる心理アセス
メントを学んでいる大学院生を指します。

対 象 者

申 し 込 み 締 め 切 り 料 金 に つ い て

申 し 込 み 締 め 切 り

参加者情報について

対 象 者

料 金 に つ い て

事務局へメール（asiancta@gmail.com）でお申込みください。メールの件名に「2018年ACTA秋のワークショップ申し込み」
と記入し、本文に参加者情報と参加を希望するワークショップについてご記入ください。間違いを防ぐためにワークショップ名も
併せてご記入ください。
※メールによるお申し込み後2週間を経過しても事務局から返信がない場合は、お手数ですが再度ご連絡を
お願い申し上げます。

①氏名（ふりがな）②姓名のローマ字表記（例：TARO ACTA）③所属　④郵便番号・住所　⑤電話番号　⑥専門家（臨床心理士
資格の有無）、大学院の別　⑦E-mailアドレス　⑧お支払方法※（口座振り込み／クレジットカード払い（Visa、MasterCard、
American Express、JCB対応））
⑨TAIメンバー資格の有無
※お申し込み後、選択された参加費のお支払方法をメールでご連絡いたします。参加費には資料代も含まれます。参加費お支払い
の確認をもって正式な受付と致します。（お納めの参加費の返金には理由に関わらず応じられません。）

スティーブン・E・フィン：アメリカ・テキサス州オースティンに治療的アセスメント・センタ
ーを創設、認定臨床心理士として臨床実務に携わる。テキサス大学臨床心理学准教授
、イタリア・ミラノのカトリック大学にある( European Center for Therapeutic 
Assessment(ECTA)の上級研究者およびトレーニングのディレクターとして活躍。

講師略歴

超 早 割

早 割

通 常 料 金  

  6月30日（土）　　￥90,000　

  9月20日（木）   ￥97,000　

10月19日（金）   ￥105,000　

申込締切 一般 大学院生

￥50,000

超 W 早 割

早 割

通 常 料 金  

6月30日（土）　　　￥99,000　

9月30日（日）     ￥10,000　

10月７日（日）     ￥12,000　

申込締切 一般 大学院生

￥7,000

＊

（通常料金についてはTAIメンバーは10%割引されます。）

＊ライブセッション3日間の超早割と治療的アセスメント入門の同時申込み

【主催・お申込み・お問合せ】
Asian-Pacific Center for Therapeutic Assessment（ACTA）事務局　 HP ：http://www.asiancta.com/　

Email：asiancta@gmail.com　 住所 ：〒113-0033　東京都文京区本郷4-12-16-618
【共催】

The Society for Personality Assessment（SPA） HP :http://www.personality.org/
the Therapeutic Assessment Institute (TAI)  HP :http://therapeuticassessment.com/

　　ACTAでは専門家向けの短縮版治療的アセスメントも行っています。詳細は事務局までお問合せください。
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