
冬季事務局閉室に伴う業務お休みのおしらせ 

 

山梨県臨床心理士会会員のみなさま 

 

日頃お世話になっております。 

掲題について、お知らせします。 

山梨県臨床心理士会事務局は、冬季事務局閉室に伴い、12月 27 日～2019年 1月 8 日

まで業務をお休みします。 

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 

 

なお、通常の事務局業務は、主に水木金に行っていますので、併せて、よろしくお願い

します。 

 

山梨県臨床心理士会 

FAX ０５５－２２３－６１１０ 

psychoyamanashi@yahoo.co.jp 
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ワークショップ会場

山梨英和大学 101教室

住所：山梨県甲府市横根町888

参加申込期限 2018年12月27日（木）まで

お申込み・お問い合わせ先

山梨県臨床心理士会研修委員会

E-mail：
psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp

日時 2019 年 1 月 13 日（日）
10 時 30 分〜17 時 15 分

内容

【第一部】 10:30-12:00
森田美弥子先生のご講演
「心理アセスメントと治療関係
－継続面接におけるロールシャッハ法の活用」

【第二部】 13:00-17:15
事例検討会（助言者：森田美弥子先生）
事例内容「本音が言えない40代女性の事例」

（発表者：細川明子先生）

講師紹介

名古屋大学名誉教授。国際基督教大学を卒業後、
10年以上精神科病院で臨床実践を行い、名古屋大
学学生相談室の相談員等を経て、名古屋大学で長
年に渡り臨床心理学を教授。現在、中部大学人文
学部心理学科教授。主な専門は、ロールシャッハ
法。著書多数（『実践ロールシャッハ法』、『心
理アセスメント』いづれもナカニシヤ出版）。

平成30年度山梨県臨床心理士会研修委員会主催

冬のワークショップ

森田美弥子先生

締切延長！！



山梨県臨床心理士会研修委員会 

 

平成 30年度 山梨県臨床心理士会 冬のワークショップのご案内 

 

 爽やかな秋の風を感じる季節となりました。会員のみなさまにはますますご清祥のこととお慶び申し

上げます。 

 さて、毎冬恒例の山梨兼臨床心理士会研修会ですが、今年度は名古屋より森田美弥子先生（中部大学

人文学部教授・名古屋大学名誉教授）をお迎えし、年明け 1 月 13 日（日）にワンデイワークショップ

を開催いたします。森田先生の主なご専門はロールシャッハ法で、『実践ロールシャッハ法』、『心理アセ

スメント』（いずれもナカニシヤ出版）などご著書も多数出版されています。国際基督教大学卒業、10

年以上の精神科臨床、名古屋大学学生相談室と臨床を重ねられ、その後は長年にわたり名古屋大学で教

育と研究にあたられました。現在は中部大学人文学部心理学科で教授を務めておられます。 

 先日第 1 回公認心理師国家試験が実施されました。多くの会員のみなさまも様々な思いをもって試験

に臨まれたことと思います。臨床心理士においても公認心理師においても、目の前のクライエント一人

ひとりをどのように理解し関わっていくかが臨床そのものであり、その力を継続的に磨いていくことが

重要であることに変わりはありません。森田先生のご講演と事例発表を通じて、アセスメントから介入

までを丁寧に検討するワークショップといたします。 

 初心の方もベテランの方も、心理療法家としてご一緒に学びあいましょう。多くの方のご参加を心よ

りお待ちしております。 

山梨県臨床心理士会 研修委員長 設樂友崇 ・ 研修企画 田中健史朗 

 

平成 30年度 山梨県臨床心理士会 冬のワークショップ 

【日時】2019 年 1 月 13 日（日）10:30〜17:15（受付開始 10:00） 

    第 1 部：10:30〜12:00 森田美弥子先生講演 

       「心理アセスメントと治療関係——継続面接におけるロールシャッハ法の活用」 

    第 2 部 13:00〜17:15 事例に学ぶ 事例提供者：細川明子会員 

【会場】山梨英和大学 101 教室（甲府市横根町 888） 

【申込】以下のいずれかの方法でお申し込みください。 

    申込ページ：https://goo.gl/forms/xkFmjD9joqp0uJSJ2 ☜オススメ 

    電子メール：psychoyamakenshuiinkai@gmail.com （次頁の申込書を添付してください） 

    ファックス：山梨箱庭研究所 055-223-5573 （次頁の申込書をお使いください） 

   ※申込サイト/電子メールでお申し込みの方は守秘義務誓約書に当日ご署名いただきます。 

【締切】12 月 15 日（土） ☞１２月２７日（木）まで延長いたします。 



平成 30年度 山梨県臨床心理士会 冬のワークショップ 参加申込書 

ふりがな 臨床心理士登録番号 

 
〔No.                 〕 

氏 名 

 

身分（下のいずれかに☑してください） 

□会員・準会員 □非会員 □大学院生 

所 属 

 

お知らせ送付先 

〒 

 

参加セッション（下のいずれかに☑してください） 

□午前・午後 8,000 円 □午前のみ 3,000 円 □午後のみ 6,000 円 ※院生はそれぞれ 1,000 円割引 

※ 本年度は午前と午後の両セッションに参加された方へ研修証明書をお渡しします。 

  それ以外の方は領収書のみとなります。 

事例発表希望（下のいずれかに☑してください） 

□あり       □なし 

※ 事例発表希望の方は 11月 24 日（土）までにお申し込みください。 

  後ほど研修委員会よりご連絡いたします。 

◆ ご記入いただいた個人情報は本ワークショップに関する手続きにのみ利用いたします。 

  誓約書 

   私は平成 30 年度山梨県臨床心理士会冬のワークショップにおいて扱われる事例について 

   守秘義務を負うことを承諾します。 

 

                    日付        年     月     日 

                    署名                       

事例発表の申込は締め切りました。次回にまたぜひご検討ください。 



201８年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

201８年 12 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 

今年度も継続研修会を開催しています。今年度は「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 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。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、ぜひご協力をお願いいたします。 

 

11 月は後藤義光 SC より、学校での行動観察で気になったこと・考えたことの報告をもとに討

議がなされました。12 月は 17日(月)に、小俣沙智 SC にお話していただく予定です。 

 

＊スクール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、スクールカウンセリング研究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. 「2018 年度継続研修会」のおしらせ 

 委員会主催 2018 年度継続研修会の詳細が決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 詳細は添付したチラシをご覧ください。 

 

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 佐野 T 鈴木 SC 後藤 SC 小俣 SC 未定 拡大委員会 

講師：川本静香先生 

（山梨大学大学院総合研究部教育領域／付属教育総合実践センター 准教授） 

テーマ：『学校における自殺予防と危機介入』 

日時：2019 年 2 月 16 日(土) 14:00～16:30 （受付 13:30～） 

会場：山梨英和大学 208教室 

参加費：1,000円（申込不要） 

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


3. 「SC のための連携施設リスト」について 

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。リストをご希望される方は、スクールカウンセリング研究会にてお配りします。よろしくお

願いいたします。 

 

4. 「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。スクールカウンセリング

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） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山梨県臨床心理士会学校臨床心理士委員会主催 

 
2018 年度第 2 回継続研修会 

 

 

問い合わせ：scyamanashi@yahoo.co.jp（石原） 

 

 

 

 



愛知県臨床心理士会第 6 回災害支援研修会案内 

 

一般社団法人 愛知県臨床心理士会 

 

  愛知県臨床心理士会での災害支援研修会も第６回を迎えます。これまでの経験と研修から，災害

時に臨床心理士が求められる役割も，少しずつ整理されてきました。今回は，「クロスロード・ゲー

ム」を用いた演習と，「支援者支援」をテーマにしたシンポジウムを行います。災害支援の実際につ

いて，意見を交わし，理解を深めていきたいと思います。ぜひご参加ください。 

 

日 時： 平成 31年 1月 27日（日）9時 30分～16時 30分 

会 場： 栄ガスビル キングルーム （参加費：3000円 定員 100名 ）  

〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目 15-33 

 

午 前   9:30～12:00 

『クロスロードゲームで考える災害支援』   

心理的支援において，正解となる対応が一つとは言えない場面が多くあります。しかし，災害

支援の現場では，その場で取捨選択して対応をしなければならないこともあります。一つ一つ

をどのように判断するのか，ゲームを通して考えましょう。 

     

午 後  13:30～16:30  

シンポジウム『支援者支援―私たちに何ができるのか』 

話題提供：  矢島潤平先生（別府大学）  

狐塚貴博（名古屋大学 災害支援部会） 

座    長：  窪田由紀（九州産業大学 災害支援部会） 

    現在，臨床心理士の参加している災害支援活動は，「スクールカウンセラー派遣」が中心  

的なものといえますが，ほかに DPATや病院チームとの帯同による避難所訪問などがあり

ます。これらの活動においては，「支援者の支援」も臨床心理士に求められる重要な役割で

す。実際的な活動を踏まえて，支援者支援の在り方について，議論を深めていきたいと思

います。 

  

『安否確認用一斉メール』からも，申し込み用のアンケートを配信します。そのアンケートへ

の回答によって申し込むことが可能です。 

 

＊研修ポイント： 

参加者には臨床心理士資格認定協会にポイントを申請する予定です。個別の研修証明書は発行し

ません。 

 

＊申し込み・問合せ先：愛知県臨床心理士会 事務局 

           460-0002  名古屋市中区丸の内 3-17-29 丸の内 iaビル 2F 

E-mail    aee06255@nifty.com 

TEL&FAX  052-971-5564 

山梨県臨床心理士会で参加を希望される方へ 

 

被害者支援委員会 psychoyamashien@gmail.com 宛に 

「愛知県 1 月 27 日研修参加希望」と書いて 

12 月 23 日（日）までにご連絡ください。 

mailto:psychoyamashien@gmail.com


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： ２０１９年 １月 ７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：  1.性暴力救済センター全国連絡会 全国連絡会議報告 

       2.お互いを大切にしあう関係‐デート DV について‐ 

 性暴力救済センター 大阪 SACHICO の実践から見えてきた性暴力被害の実態

に関する報告と中高大学生を対象にしたデート DV に関する心理教育について 

 

   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 5回犯罪被害者支援部会  

 開催のお知らせ  

☆ 連絡先 ☆  

 山梨県臨床心理士会被害者支援委員会 

  副委員長 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 
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開業臨床心理士協会主催第 20回「心理臨床セミナー」のご案内            2018,11,16 

                                          主催：開業臨床心理士協会 

                                                                                                〒446-0031 愛知県安城市朝日町 2-1 

   

【全体テーマ】「開業心理臨床における対話 － 一人ひとりの持ち味を生かす ー」 
 

 公認心理師が誕生し、心理臨床の世界には大きな変化が起こり始めています。このような変動の時にはなおのこと、心理臨床

家は目先の動きにとらわれることなく、自己の原点に立ち返り、足下を確かめつつ未来への指針を得ていくことが必要でしょう。

心理療法はどのような理論に基づくものであれ、クライエントとセラピストとの対話を基盤として成り立つものです。理論や実

践法の知識は尊重されるべきですが、「学派よりも人間だ」とも言われるように、様々な局面でセラピストの個性や持ち味が生

きてきます。それはいま目の前にいるクライエントの言葉、話を傾聴し、地道に応答していくことによってもたらされるもので

しょう。その上でなお、予想外な、双方が思ってもいなかったような展開が生まれることがあります。 

 今年度のセミナーは、標記をテーマとして、開業か非開業かを問わず、私たち臨床家が、どのような「私」であり対話者であ

るのかを、振り返る一日としたいと思います。 

 現在開業されている先生方や、将来開業を考えている先生方はもちろん、心理臨床に真摯に向き合い、考えたいと思う臨床家

や大学院生のみなさんと、本質的、実践的、理論的な討論を通して、心理臨床を考える機会を持てたらと考えております。学派

を超えた多くの方々に是非参加していただきたいと思っています。 

 

      日 時  2019年 2月 11 日（祝日・月曜日）10 時 00 分～16時 15分 

  会 場  AP 品川 10 階 A＋B 部屋（東京都港区高輪 3-25-23 京急第二ビル Tel03-5798-3109 品川駅～徒歩 3

分）  

 

＜プログラム＞                   ※当協会会員は敬称略。 

９：３０ 受付開始 

１０：００ 開会の挨拶：会長 宮地幸雄（岐阜カウンセリング研究所）        

１０:１０ 午前の部；基調講演『臨床における対話と個々の持ち味』 

     講師  ：手束邦洋（手束心理言語臨床研究所・目白台心理相談室） 

                司会  ：浅井真奈美（日本福祉大学・小泉心理相談室） 

     指定討論：平井正三（御池心理療法センター）               

           『「自分の考えを持つこと」と、他者との対話』 

１２：００ 昼休み 

１３：００ 午後の部「臨床素材を通じて『開業心理臨床における対話 － 一人ひとりの持ち味を生かす ー』について考える」 
          臨床報告① 報告者 ：吉岡彩子先生（御池心理療法センター）          

                                    『被虐待経験を持つクライアントとの心理療法―ー対話の困難さをめぐって』 

                司会  ：廣藤奈津子（豊川心理相談室・小泉心理相談室） 

                討論者 ：栗原和彦（代々木心理相談室）          

１４：１０ 休憩 

１４：２０     臨床報告② 報告者 ：小澤和輝先生（こころのドア船橋） 

                      『20代女性との心理療法過程を振り返って： 

わがままであることと正直であることをめぐって』  

                司会  ：重宗祥子先生（さちクリニック・代々木心理相談室）    

               討論者 ：小泉規実男（小泉心理相談室） 

１５：３０  休憩 

１５：４０     全体討論  全体を振り返って：亀井敏彦（はこ心理教育研究所） 

                司会  ：早川すみ江（日本福祉大学・小泉心理相談室） 

１６：３０ 閉会の挨拶：宮地幸雄（岐阜カウンセリング研究所） 

 

参加資格・参加費：臨床に携わっている専門家(9,000円)、臨床系大学院生(6,000円)。 

申込方法；参加を希望される方は、住所、氏名、所属、職種、臨床心理士資格の有無、パソコン・メールアドレス、電話番号を明記の上、事務

局までパソコン・メールにてお申し込み下さい。仮受諾返信と共に参加費の振込先をお知らせします。定員（90 名）に達し次第、

締め切らせていただきます。日本臨床心理士認定協会への研修申請を予定しています。 

Email：koizumi0@amber.plala.or.jp 

※当協会へのご入会を検討されている方は、事務局までメールにてお問合わせ下さい。 



2018年11月吉日 

各 位 

セクシュアル・マイノリティ事例研究会 

宮腰 辰男 

 

研修会のご案内 

 

 平素より大変お世話になっております。 

私ども「セクシュアル・マイノリティ事例研究会」は、セクシュアル・マイノリティ（レズビア

ン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー等）の心理臨床に関心を持つ心理臨床家が集ま

り、2009年より定期的に事例検討を中心とするセミクローズドな研修会を開催しております。当

会では、事例検討会やレクチャー（ベーシック、アドバンス）を行なっており、この領域に関心の

ある皆様方に広く参加していただければと思い、本案内をお送りしている次第です。 

 このたび、2019年1月に、「バイセクシュアル・性分化疾患の理解と心理的支援」と題した研

修会を開催します。内容は、柘植道子先生（一橋大学特任准教授、臨床心理士）による「バイセ

クシュアル：不可視化されるセクシュアリティ」、ヨヘイル先生（ネクスDSDジャパン 臨床心理

士）による「DSDs：体の性の様々な発達（性分化疾患／インターセックス）の正確な理解と支援

について」の2つのテーマとなります。 

LGBTという言葉が広く知られるようになりましたが、バイセクシュアルは、ゲイやレズビアン

と共に扱われるためバイセクシュアル単体で話されることは少なく、バイセクシュアル特有の困難

や支援についての理解は不足しているように思います。また、セクシュアリティの4軸で生物学

的性のマイノリティとして性分化疾患が挙げられることが多いわけですが、その概念や実際につい

て学ぶ機会は少なく、専門職の中でも誤解が多いように感じております。振り返れば、当会のレク

チャーも同性愛やトランスジェンダーに偏っておりました。そこで、これまで周辺に追いやられて

いたバイセクシュアル、性分化疾患について学びを深めたいという思いから本レクチャーを企画い

たしました。なお、本レクチャーは、基本的なセクシュアリティの概念等はご理解いただいた上で

のアドバンスレクチャーとなりますことをご了承ください。 

 お手数をおかけいたしますが案内をご周知いただけると幸いです。ご不明な点などありました

ら、下記連絡先までお問い合わせください。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

＜連絡先＞   〒198-0036  東京都青梅市河辺町10-6-1 トミタワー302号 

平（たいら）カウンセリングルーム内 

セクシュアル・マイノリティ事例研究会 事務局 

               MAIL ： smcs2013@yahoo.co.jp 

※ セクシュアル・マイノリティ事例研究会についてのお問い合わせはメールでご連絡ください。 



 

 

 

 

日 時：2019年1月13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。 

定 員：100名 

参加費：（一般）6,000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 1号館2階 大会議室（〒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 

 

 

＜プログラム＞ 

10:00～10:05 司会挨拶 

司会：宮腰 辰男（大正大学カウンセリング研究所、SMCS代表） 

10:05～12:00 「バイセクシュアル：不可視化されるセクシュアリティ」 

   講師：柘植 道子（一橋大学 特任准教授 臨床心理士） 

 

 

 

 

 

 

12:00～13:00 （昼 食）各自でお取り願います。【 会場内では昼食をお取りいただけません 】 

13:00～16:15 「DSDs：体の性の様々な発達（性分化疾患／インターセックス）の正確な理解と支援について」 

   講師：ヨ ヘイル（ネクスＤＳＤジャパン 臨床心理士）  

※ 途中15分の休憩 

 

 

 

 

 

16:15～16:30   休憩 

16:30～17:00 質疑応答 

   本日の講義全体を振り返り、質疑応答やディスカッションの時間とします 

17:00  終了 

※ 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。 

セクシュアル・マイノリティ事例研究会主催 第６回アドバンスレクチャー 

「バイセクシュアル・性分化疾患の理解と心理的支援」  

不可視化されやすく、マイノリティの中でも偏見や差別を受けやすいバイセクシュアルは、支援者

からも理解が得られにくいことが報告されています。限られた時間ですが、バイセクシュアルとい

うセクシュアリティの定義、アイデンティティ、他のセクシュアリティとの関連、バイセクシュア

ル特有の困難などの基礎知識から、臨床家に求められる態度、グループやコミュニティのファシリ

テーターに期待される役割、米国の最新の研究までをご紹介いただきます。 

LGBTQ の皆さんでもアカデミズムの領域でも未だ誤解の多い DSDs（体の性の様々な発達：性分化

疾患）。今回は長年海外の各種 DSDs 患者家族会や人権支援団体と協力し，DSDs の正確な情報を発

信しているネクスDSDジャパンのヨヘイル氏より、様々なDSDs、当事者家族の困難、LGBTQとの

関係、心理臨床が関わる場面、DSDsへの誤解やモノ化（objectification）がなぜ起きるのか？などに

ついてお話しいただきます。 



＜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。下記メールへお申込みください。 

 

 

② お申し込みいただいたメールアドレスに、「申し込み用フォーム」をお送りしますので、必要事項をご

入力ください。 

 

 

③ ご入力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。 

 

 

  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。 

 

 

 

＜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。 

＊ 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 ： 2019年1月 6日（日） 

 

 

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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