
2018 年 12 月幹事会記録 

 

日時：平成 30 年 12 月 13 日(木) 18:30～20:30 

場所：山梨英和大学 会議室 B 

書記：佐野(産業) 

出席幹事：深沢(会長、学校)、設樂(副会長、研修)、小野(事務局長)、小林(福祉臨床)、比志(被害者

支援)、三澤(高齢者支援)、遠藤(子育て支援)、齊藤(倫理) 、細川（医療代理）、佐野(副

会長、産業) 

陪席：吉川(代議員)、今村(広報) 

 

Ⅰ 郵便物回覧 

関係機関からの便りなどを閲覧した。 

 

Ⅱ 会員動向 

 入会：なし 

 退会：なし  

 

Ⅲ 報告および審議事項 

1. 報告事項 

（1）医療・保健領域委員会 清水委員長より預かり報告（小野事務局長が代理報告） 

 ①山梨県精神保健福祉協会長表彰を古田広久氏が受賞した。 

 ②11/17 山梨県弁護士会・山梨県臨床心理士会共催で「子ども夫婦なんでも相談会」を開催。心理

相談員５名が参加し、相談数は２０件であった。 

③山梨県立中央病院で長年 HIV カウンセリングカウンセラーを担当していた長沼 CP より高齢のため

何方かに後任をお願いしたいとの依頼が、清水にあり、ＨＩＶカウンセリングに造詣がある、望月昌

恵ＣＰに後任者の推薦を依頼したので宜しくご協力をお願いします。（清水） 

④医療・保健領域委員会で 3 月 3 日（日）に研修会を開催予定。講師は一般社団法人日本臨床心

理士会医療保健領域委員会委員小林清香先生（埼玉医科大学総合医療センター）。会場・時間・

テーマについては検討中です。（清水） 

（２）佐野副会長より（報告） 11/3 全国都道府県士会会長懇談会へ代理出席したことが報告された。 

   日本臨床心理士会理事より、１０月７日の理事会で今後の方針として①研修会等の諸事業は継続 

②日本公認心理師協会（師協会）との連携・協力関係を構築 ③師協会が活動を開始するための支

援として、協賛ならびに事務局業務を支援する、などが決まったことが報告された。 

   今後の課題として、都道府県には①（従来の）臨床心理士会  ②公認心理師・臨床心理士協会 

③公認心理師協会（士を含む） の 3 パターンのいずれかの形ができるので、日本士会との関わりが

どうなるか、という懸念が理事より示された。 

（３）被害者支援委員会より（報告） 10/21「山梨福島県人会 結ぶ会主催 第 9 回避難者交流会」が

開催され、相談員として 3 名が参加した。4 件の相談があった。  

（４）深沢会長より（報告） 11/4 資格認定協会 30 周年記念式典に出席したことが報告された。 

（５）高齢者支援委員会より（告知）  「他職種から見た心理職」というテーマで研修会を開催予定。 

日時：H31 年 2 月 20 日（水）18:30～19:30  会場：甲州リハビリテーション病院 

講師：山梨リハビリテーション病院看護師（認知症認定看護師） 

（６）学校臨床心理士委員会より（告知） 「学校における自殺予防と危機介入」というテーマで研修会を

開催予定。講師は川本静香先生（山梨大学准教授）。 

  日時：H31 年 2 月 16 日（土） 14:00～16:30  会場：山梨英和大学 208 教室  参加費：1,000 円 



（７）研修委員会より（依頼） H31 年 1 月 13日（日）開催の研修会の参加者に余裕があるため、再度各

委員会で周知してほしい。 

（８）子育て支援委員会より（報告） 11/11（日）大河原美以先生を迎えて研修会を開催した。参加者は 

午前の部は一般の方を含め 100 名、午後の部は CP のみで 30 名だった。 

 

2. 審議事項 

（1）県士会主催の研修会で参加証明書を発行する際、ポイント数と群を明記してはどうかという提案が

会員より出された件について 

   幹事会で確認したところ、子育て支援委員会及び産業領域委員会が担当して開催した研修会が

それぞれ「４群」と認定されていた。基本的には、県士会主催の研修会は「２群」となるはずだが、資

格認定協会へ報告する際に、書類の主催者欄に「山梨県臨床心理士会」と記載すると「２群」、「山

梨県臨床心理士会○○委員会」と記載すると「４群」に認定されることが判明した。今後、県士会主

催の研修会において資格認定協会へ報告する際は、主催者欄に委員会名は記載せず、「山梨県

臨床心理士会主催」と明記することが幹事会で確認された。 

   今回の会員からの提案については、参加証明書発行時点でポイント数も群も確定できないことや

明示義務がないことから、提案の実施は難しいという結論となった。 

 

（2）研修会講師謝金に係る源泉徴収税額の取り扱いについて 

  今後県士会で研修会を開催する場合、税引き後の金額を講師に支払い、委員会担当者が税務署

に納税手続きを行うこと、また、年間の合計表を県士会会計担当者が作成することが確認された。注

意点として、マイナンバーカード（通知書）を持参して頂くよう講師に事前に依頼する必要があることも

確認された。 

 

（３）県士会として公認心理師の職能団体との関係をどう考えるかについて 

  臨床心理士と公認心理師では、それぞれの固有性、独自性があるため、方向性として、それぞれの

職能団体を設けることが提案された。しかし現在は、日本臨床心理士会の動向が定まらない状況で

もあり、公認心理師協会についても未知数のため、それらを見据えつつ山梨県臨床心理士会の姿

勢を決めていくこととなった。さらに、こういった幹事会での話し合いの進捗状況を会員に報告し、意

見を聴くような集会を今後開いていくこととなった。 

 

（４）ニューズレターの発行について 

  従来広報委員会で発行していたニューズレターは、対外向けに大事な媒体であるので、幹事会が

主導し広報班が編集することで引き続き発行することを確認した。従来広報委員会で原稿依頼して

いたものを、今後は各委員会で執筆することが決まった。各委員会の割り当てはおおむね 500字とし

た。 

 

■次回幹事会日程：平成 31 年 2 月 28 日（木） 時間：18:30～ 書記担当：高齢者支援委員会 

書記輪番 

 産業→高齢者→研修→被害者→事務局(事務局長、会計、広報内で輪番)→医療→子育て→福祉

臨床発達 

  ※ 会長(学校)は書記は行いません 

 



 

平成31年1月20日 

会 員 各 位 

山梨県臨床心理士会医療保健領域委員会 

委員長 清水 隆善 

山梨県精神科病院協会臨床心理部会 

部会長 小川 優子 

 

医療保健領域研修会（山梨県精神科病院協会臨床心理部合同）のご案内 

 

拝啓 

中冬の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと拝察いたします。 

 さて、当委員会では山精協臨床心理部会との合同で、下記の内容にて２月例会及び3月には合同研修会を開催い

たします。 

 つきましては、業務ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご参加願いたくご案内申し上げます。 

 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当者からのひとこと＞ 

昨年10月～12月（1クール）に行った外来での集団認知行動療法について報告いたします。内容の

紹介とともに、回が進むなかで感じたこと、考えたことなどお話しさせていただけたらと思ってい

ます。1クールをじっくりとふりかえり、また次回に向かっていけたらと思いますので、様々なご

意見、ご感想などいただけますと幸いです。 

 

※後半の時間で、山梨県精神科病院協会の総会が行われますが山精協会員以外の方は退席いただいて構いません。 

 

3月 3日開催の合同研修会につきましては、別紙ご参照ください。 

沢山の皆様のご参加をお待ちしております。 

日   時 ： 平成30年2月12日（火）18:00～20:00 

 

場   所 ： 住吉病院 管理棟（旧棟）3階会議室 

 

内   容 ： 「外来での認知行動療法のとりくみ」 

」 

話題提供者 ： 関谷 真奈美 先生 

 

＊参加者は事前に医療保健領域委員会委員長にメール（s-miko@nns.ne.jp）でお申し込みください。 

 

mailto:＊参加者は事前に医療保健領域委員会委員長にメール（s-miko@nns.ne.jp


 医療保健領域委員会＆山梨県精神科病院協会心理部会 

  合同研修会 
臨床心理士ポイント承認申請予定 

2019年 

日 時 3月3日 10:30-16:45 

山梨県立大学 飯田キャンパス C号館 C103室 

日 

10:00～12:30 

講師:小林 清香先生 
(埼玉医科大学総合医療センター/かわごえクリニック) 

第1部 

第2部 

「心理教育について」 

13:30～15:30 

「コンサルテーションリエゾン」 

医療保健領域委員会 委員長 清水隆善 

E-mail:s-miko@nns.ne.jp 
 

お 申 込 み 
お問い合わせ 

平成31年 
山梨県 
臨床心理士会主催 

第3部 

15:45～16:45 

「フリーディスカッション」 申し込み
締め切り 
2月25日 



平成 31（2019）年 1 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 3回 災害支援部門のご案内 

  

寒冷の候、皆様には ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

6 月の大阪北部地震、7 月初旬の西日本豪雨に加え、9 月の北海道胆振東部地震や西日本の広範囲

における台風被害など、今年度の災害の数は自然に対し、ただただ人間の無力さを感じさせる事象

ではないかと思えてなりません。 

また 9 月に開催された公認心理師試験においても、災害支援に関する問題が出るなど、今後の活

動では重要視されてくる支援内容だと私たちは考えています。 

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、少しずつではありますが、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 31年 2月 4 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：『中部ブロック担当者研修会 参加報告』      担当：比志 真美 

     平成 31年 1月 6日，静岡市にて第１回中部ブロック担当者研修会が行われました。 

     「災害時，現地に送り出す心理士には何を伝えておくのか」 

     「自分たちが被災し，他県から心理士を受け入れる際にはどうすればよいのか」 

     などについて各県の状況を確認し，活発な意見交換が行われました。 

     当日の様子をご報告します。 

 

 

被災者支援のテーマでは，今年度最後の例会となります。 

近隣他県での動きも含めて情報が得られる機会となりますので， 

少しでもご関心がありましたら， 

日程調整の上，ご参加くださいますようお願いいたします。 

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 

 

201９年 1 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おり、ざっく

ばらんに日々困っていることなどをシェアする時間になっています。ぜひ皆様のご参加をお待ち

しております。まだ 1 月の発表者が決まっていませんので、日が近いですが、話題提供してくだ

さる方がいらっしゃいましたら、下記アドレス（石原）までご連絡ください。 

 

＊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。どうぞご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. 「SC のための連携施設リスト」と「スクールカウンセラー配置校一覧」について 

上記資料をご希望される方にはスクールカウンセリング研究会で配布いたしております。 

よろしくお願いいたします。 

（石原） 

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


    

       

産業領域委員会より   

    

県士会会員の方であれば、どなたでもお待ちしております。  

事前申し込みは不要です。  

  

日 時： 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 

発表者： 菅 弘康 さん 

テーマ： 「なにをやっても充たされない。何の為に生きているのだろうか。」 

との悩みで現在休職中の、２０代男性との継続中の事例 



   

  「失敗事例から学ぶ研究会」開催のお知らせ     2019.  1. 20. 

 

  新年あけましておめでとうございます。 皆様には新たなる思いで、この一年の活動

がスタートされておられること思いとます。 今年最初の「事例検討会」を開催いたしま

す。関心をおもちの方々の参加をお待ちしております。 

 

 ★日 時：２月 2日（第１土） 午前９時～12時 

 ★会 場：山梨県立大学 池田キャンパス 共同研究室 

 ★発表者：小林 薫 先生（市立甲府病院緩和ケア内科医長） 

 ★演 題：「精神腫瘍外来通院５年超になる、50代乳がん患者の一症例について」 

 

   Ｘ－１年に乳がんが発見され、Ｙ病院で手術施行後のＸ年、Ｓ病院緩和ケア科外来

初診受診され、以前より通院していたＡ精神科クリックから転院。その後実父を肺が

んで亡くし、一人息子が結婚するなどのライフイベントも起こるなか、５年以上にわ

たり通院を継続している。欲うつ症状悪化時には、不安焦燥で車の運転が出来ない、

炊事など家事も出来ない状態に陥る一方で、５年で２度の北欧海外旅行や頻回の県外

音楽コンサート外出など、一見すると双極性障害を疑われる状態像を呈した。今回は

外来精神療法中に語れた夢の紹介を中心に、薬物療法の位置づけや役割、心理精神的

な評価・治療方針について、改めて検討したい。  （小林先生記載文より） 

 

 ★なお前回（10月 27日）は、予定されていた発表者の都合がつけられなくなる事態から、

菅（すげ臨床心理相談室）が変更することになりました。 そこでは、菅自身が１年

以上抱え、往きづまり感を抱いていた事例で、「患者の事故を契機に自己を見失い、休

職している医療者との面接」を検討して戴きました。 

   資料をまとめている段階で、当初は事故に纏わる話題から、自己責任を過剰に感じ

とり、責めることばかりでしたが、半年後にはそうした考えの背後に対両親像との葛

藤があることに気づき、さらには Cl自ら“何の為に生きているのか”と言った、真の

課題に行きつき、そこで絶望感に至る経過を示している、との理解することができま

した。当日はその他の視点での沢山のご意見を戴くことが出来、さらなる深まる面接

にもっていけそうな気持になりました。参加して下さった方々には有難うございまし

た。 
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伊勢二丁目バス停前

平成３０年度  第３回 講 演 会 

～思春期・青年期の危機とその援助～ 

『希望をつなぐことの大切さ』 ある女性の体験談より学ぶ            

講  師  高 橋 良 臣 登校拒否文化医学研究所所長 臨床心理士 獣医師 牧師 

司  会   清 水 隆 善 山梨メンタルフレンド研究会代表 臨床心理士 精神保健福祉士  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催：山梨メンタルフレンド研究会 

共 催：登校拒否文化医学研究所 

後 援：山梨県教育委員会 

    専門学校甲府医療秘書学院 

    山梨県臨床心理士会 

NPO 法人 山梨いのちの電話 

*今回は小学校で不登校をした後、大学 

 を卒業し手帳就労により地方公務員と 

 なられ、この度国家公務員試験に合格したＲＳさん(女性)の体験談を語って頂きます。 

日 時：平成３１年２月２３日（土）午後 1：30～4：00 

会 場：専門学校甲府医療秘書学院（甲府市幸町 18-12）2F 第６教室 

参加費：一般・保護者・・・1,000円 大学生・大学院生・・・500円 

    教育関係者・医療関係者・福祉関係者・相談関係者・・・300円（資料代） 

連絡先：担当 高橋洋文 スクールカウンセラー 

    （山梨県南巨摩郡富士川町平林２４９５ TEL・FAX 0556－42－7018）  

                 お電話での照会は午後７時過ぎに願います。 

＊駐車場に限りがありますので、バスか最寄りの有料駐車場をお借り下さい。 



 
当会主催の 2018年度研修会についてご案内します。今年度も，ゲシュタルト療法の中核である「気

づき」を主題とした研修会を行います。午前は倉戸ヨシヤ先生による全体講義，午後は 2つのコー

スに分かれて気づきを深めるための研修（個人ワーク・ゲシュタルト的エクササイズ）を展開しま

す。心理臨床やカウンセリングに関心をお持ちの方，対人援助職として自分自身を見つめ直したい

方，「今，ここ」の体験的アプローチを学びたい方などの参加をお待ちしています。なお，申請条件

がそろえば臨床心理士の研修ポイントを申請する予定です。奮ってご参加下さい。 
 

日本臨床ゲシュタルト療法学会 研修委員 細越寛樹・原谷直樹 
 
≪日時・場所・参加費≫ 

日時：2019年 2月 23日（土）10：00 ～ 17：30（受付 9：30～） 
場所：大阪女学院大学 〒540-0004 大阪市中央区玉造 2-26-54 

（JR環状線「玉造」下車 徒歩 8分 ／ 地下鉄鶴見緑地線「玉造」下車 徒歩 3分） 
参加費：学会員 5,000 円，非会員 7,000 円，学生 3,000円 

（学会員（年会費 5,000 円）は，年次大会や研修会が会員価格になり，学会誌が無料配布されます） 

 
≪スケジュール（予定）≫ 

9：30～10：00 受付 
10：00～10：10 開会の挨拶 
10：10～11：00 全体講義 「現代におけるゲシュタルト療法の魅力」 

倉戸ヨシヤ（大阪市立大学 名誉教授） 
11：00～12：30 昼食 
12：30～17：00 コース別研修（申込書にコースの希望順をお書き下さい） 

①個人ワークを中心としたコース 
②ゲシュタルト的エクササイズを中心としたコース 

＊①のコースでは，その場で個人ワークを受けたい方を数名募集します。②のコースでは，

グループ形式でのエクササイズを中心に，小グループでミニ個人ワークを行います。 

17：00～17：30 全体振り返り 
 

≪お申し込み方法≫  
①2019年 2月 16 日（土）までに，「申込書」を研修会事務局（学会事務局とは異なります）まで

メールにてお送り下さい。記入した申込書をメールに添付していただくか，申込書の内容を直

接メール本文にご記載下さい。メールが使用できない場合のみ，郵送にてお送り下さい。 
②「申込書」の確認後，研修会事務局からメールでご案内をお送りします。 
③上記でお申し込み手続きは完了です。参加費は当日に会場でお支払い下さい。 

 
研修会事務局 〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35 関西大学 社会学部 
（兼問い合わせ先）  細越寛樹研究室 気付 日本臨床ゲシュタルト療法学会 研修会事務局 

メール clinical.gestalt.ws@outlook.jp 

    2018年度 日本臨床ゲシュタルト療法学会主催 研修会のご案内 

     「気づきと体験の心理療法 —ゲシュタルト療法入門—」 

 

mailto:clinical.gestalt.ws@outlook.jp


≪プログラム概要≫ 

 

全体講義：「現代におけるゲシュタルト療法の魅力」 倉戸ヨシヤ（大阪市立大学 名誉教授） 
 
現代の心理療法として展開したゲシュタルト療法は，ベトナム戦争や民族紛争，人種差別，

貧富の差で自分を見失いかけ，また”勝ち組”に価値がおかれる社会の中で空虚で生きがいを

感じられずにいた米国の若者に「自分らしく生きていますか」と問いかけた。心理臨床の領域

においても，専門用語や言葉だけの実存や薄っぺらい共感を批判し，過去に執着するのではな

く，「今，ここ」という場，それは現象学的場であるが，その場での気づき，すなわち観察さ

れるクライエントの“生き様”の気づきに注目し関わるというアプローチを提唱している。ま

た，ライヒ譲りの“からだ”に注目し，“からだ”から観察されるものから心身症への関わり

を提示している。演者が最初にゲシュタルト療法のワークショップに参加したとき，それはも

う半世紀前にもなるが，いまでもその衝撃は忘れられない。衝撃とは，上に挙げた問いかけや

丸々人間を全体で見る人間理解に加えて，方法論も明快であったからである。クライエントに

関わる方法であるが，気づきを可能にする方法で，むしろ多くの人は知らずしらず日常で実践

しているものとも思った。IT 化が進み，ややもすれば人間性が疎かにされる現代にゲシュタル

ト療法は何を問うてくるのか。日本での研究や実践，留意点も踏まえて，仲間とともに，考え，

またエクササイズを通して有意義な研修会の発題としたい。 
 

 

コース別研修（申込書にコースの希望順をお書き下さい） 

 

コース１ 「個人ワークを中心としたコース」 

担当者：倉戸由紀子（追手門学院大学 名誉教授） 

中西龍一（京都橘大学 教授） 

上述の如く，個人ワークはゲシュタルト療法の人間論及びエンプティチェアー法やイメー

ジ法などの方法論を駆使し，「今・ここ」で，ワークをしたい方にあわせて行われます。心残

りの体験，生きづらさ，新しい生き方の模索など，日頃の課題を見つめることによって納得

のいく自分らしい生き様への気づきを得たい方はご参加ください。 
 

コース２ 「ゲシュタルト的エクササイズを中心としたコース」 

担当者：中西美和（大阪女学院大学 教授） 

細越寛樹（関西大学 准教授） 

遠藤美穂（ライフバランスラボ カウンセラー） 

原谷直樹（大阪府中央子ども家庭センター 児童心理司） 

金子周平（九州大学 准教授） 

藤野智子（熊本県 スクールカウンセラー） 

自己への気づきを深めるための手がかりとして，ゲシュタルト療法では様々なエクササイ

ズが考案されています。コース 2 では，新旧の様々なエクササイズを通じて，小グループを

組みながらその体験を深めていきます。普段の自分の姿や在り方への気づきを得たい方は，

ぜひご参加下さい。ゲシュタルト療法を初めて体験する方にもおすすめします。 
 



 
2018年度 日本臨床ゲシュタルト療法学会主催 研修会 申込書 

（2019年 2月 16日（土）必着） 
＊学会員の方は，変更等なければ，太枠の中の下線部のみで結構です 

ふりがな  

氏名  

参加枠 
□学会員として参加（5,000円）  □非会員として参加（7,000円） 

□学会に入会し，学会員として参加（10,000円：学会誌もお渡しします） 

午後の希望コース 
①個人ワークを中心としたコース 

②ゲシュタルト的エクササイズを中心としたコース 

第一希望：     .  第二希望：     . 

連絡先 

住所：（〒  -   ） 

 

メール ： 

電話番号： 
＊連絡は基本的にメールを通じて行いますので，読みやすい字で正確にお書き下さい 

資格 
□臨床心理士（臨床心理士番号：        ） 

□公認心理師（2018年度の試験に合格した方） 

□その他（                           ） 

性別  

年齢  

所属 
（現職・職位等） 

 
 

例：〇〇病院□□科心理カウンセラー 

最終学歴 
（具体的に） 

 
 

例：〇〇大学□□学部△△学科 

所属学会など 
（複数ある方は主たるもの） 

 

紹介者  

参加動機 

 
これまでにゲシュタルト

療法に関する研修会等の

参加経験や，個人セラピー

を受けた経験があれば，差

し支えない範囲でご記入

下さい 

参加動機： 

 

 

 

参加経験のあるワークショップ等 

□当会主催の過去の研修会 

□当会（以前は日本ゲシュタルト療法研究所）主催の高野山ワークショップ 

□その他（                        ） 

□個人セラピー（                     ） 

 

連絡事項  

当会からの情報提供 
（大会や研修会案内等） 

□希望する 

□希望しない 

＊提供された個人情報は本研修会のみに使用し，それ以外には使用いたしません。 
以下は記入不要（事務局用）  

受付日 案内送信日 備考 受付 No. 

 



一般社団法人東京臨床心理士会主催 学校臨床委員会企画 
 

 

東京学校臨床心理研究会 

スクールカウンセラー研修会（アドバンスト）のご案内 

 

  
 東京学校臨床心理研究会では、東京都公立学校スクールカウンセラー（以下、東京都ＳＣ）を中心

とした研修会を実施しています。 

 この度、「スクールカウンセラー研修会（アドバンスト）」を下記のように開催いたします。 

 今年度は、テーマ①を「人間家族の由来～ゴリラの社会から考える～」として講師に山極壽一先生

を、テーマ②は「心理臨床における倫理について」として講師に川邉譲先生を、それぞれお招きする

予定です。午前午後ともに講義形式での研修となります。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

記 

 

日時：平成 31年 2月 3日（日）  10：00 〜 16：00  
  

会場：国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス 

 （〒107-8402 東京都港区赤坂４丁目１−２６） 
     東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅下車 徒歩 5 分 

     東京メトロ有楽町線・半蔵門線 永田町駅下車 徒歩 6 分 

   東京メトロ千代田線 赤坂駅下車 徒歩 10 分 

 

参加対象：東京臨床心理士会会員、東京学校臨床心理研究会会員、 

     東京臨床心理士会会員以外の臨床心理士、心理職を目指す大学院生 

 

テーマ①：「人間家族の由来 ～ゴリラの社会から考える～」 

講師： 山極
やまぎわ

 壽一
じゅいち

先生 （京都大学総長） 
 
テーマ②：「心理臨床における倫理について」 

講師： 川邉
か わ べ

 譲
ゆずる

先生 （駿河台大学教授） 
詳細につきましては今後 HP等でお知らせいたします。 
 

〜・〜・〜〜・〜・〜・〜・〜 〜・〜・〜 〜・〜・ 〜・〜・〜 
・参加申込は東京臨床心理士会 HP（ http://www.tsccp.jp/）からお願いします。 

  東京臨床心理士会 申込 HP http://www.tsccp.jp/event/detail.php?id=2003 

 

・一日参加の方は臨床心理士研修ポイント（２ポイント）を申請予定です。 

・申込多数の場合は、東京臨床心理士会会員及び東京学校臨床心理研究会会員を優先とさせていただ

きます。 

・参加費は次の通りとなります。 

東京臨床心理士会会員（4,000 円）、東京学校臨床心理研究会会員（4,000円）、 

東京臨床心理士会会員以外の臨床心理士（6,000円）、心理職を目指す大学院生（3,000円） 

 
問合せ：東京臨床心理士会事務局  メール：sc-info@tsccp.jp FAX：03（3818）1176 



災害臨床心理実践研究会
設立の集い

～災害時の心理臨床の実践活動のあり方を考える～

お申込みは下記アドレス宛に件名「災害臨床心理実践研究会研修申込」、本文に「御名前」「メー
ルアドレス」「ご所属の機関または施設名」「臨床心理士有資格者は『臨床心理士番号』」を記載
してお申し込みください。※本大会ではこれまで被災地での支援経験がある方による、一人もしく
は一グループあたり約１５分程度の実践報告を募集いたします。当日発表を希望される方（グルー
プ）はその旨明記の上、２００字程度で発表の概要を添えてお申し込みください。
E-Mail：disastercp@gmail.com（災害臨床心理実践研究会設立準備事務局 吉村 仁）

お 申 込 み
お問い合わせ

第１回

2019年3月3日 (日) 13時～18時（受付12時30分～）

事前振込：3,500円（大学院生は3,000円）
当日：4,000円（大学院生は3,500円）

（事前振込／2019年2月24日〆切）

日時

参加費

●第1部 シンポジウム（１３～１６時）

話題提供者（50音順）

臨床心理士
研修ポイント
申請予定

●第２部 座談会（１６～１８時）

小俣和義（青山学院大学）

木村佐宜子（若楠療育園）

中内祥子（かなめクリニック）

中津大介（東京視覚障害者生活支援センター）

野満育朗（愛媛大学大学院生）

村本邦子（立命館大学）

吉村 仁（福岡県スクールカウンセラー）

東洋学園大学 本郷キャンパス 4・5号館 4階 4404教室
（住所：東京都文京区本郷1-26-3）

会場

コーディネーター

参加対象者 臨床心理士、臨床心理士や公認心理師を目指す大学
院生ほか資格取得予定者

アクセス 最寄り駅：東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅（改札を出て左）徒歩4分
都営大江戸線「本郷三丁目」駅（改札を出て右）徒歩6分
JR総武線「水道橋」駅（東口）から徒歩7分
都営三田線「水道橋」駅（A6出口）から徒歩3分
東京メトロ丸ノ内線/南北線「後楽園」駅（1～3番出口）から徒歩7分

mailto:disastercp@gmail.com


この研究会は以下の目的で設立を計画しているものです。

① 被災地の支援に関心がある臨床心理士をはじめとする心理職を中心として、被災地においてどのような支援が有効と
なるか、学派や立場などにとらわれず自由な立場でそのアプローチについて検討を重ね、心理職による被災地支援の向上
を目指す。

② いざ災害が起きた時のために、全国規模で情報共有や支援のためのゆるやかなネットワークを組織し、研究会内部の
みならず各心理士会や行政等関係諸機関ともスムーズに連携して支援にあたるための体制を整える。

③ 災害が起きた時、一個人としての思いから、「何か役に立ちたいが、初めてのことでどうすればよいかわからない」という
心理職がスムーズかつ有益に活動に参加できるための組織的受け皿となる。

臨床心理士による被災地支援につきましては、各心理士団体や学会など様々な実践の蓄積や刊行物がございます。また
全国のさまざまな組織におきましては、災害時の支援に関するマニュアル作成など進める動きもあるようです。

しかしながら、心理職による災害支援の在り方について、実際に動ける体制作りも含めて専門的に研鑽を深めるような全
国規模の組織体は今のところ存在せず、そのような横のスムーズな連携の重要性を、特にここ数年の災害を経験して感じ
ております。

さらには、これまでのいくつかの災害では、人知れず個人としての思いからコツコツと手探りでさまざまな支援をされた心理
士さんが全国に居られると思います。また、「“心理士として”という前に一個人として何か役に立ちたい」と思いながらも、何
ができるのかがわからず葛藤された心理士さんも居られるかもしれません。

そのようなご経験も含め様々な立場の方が隔たりなく支援について検討し合うことによって、より現場に即した実のある支
援の形を模索し、“志ある”心理士さんが実りある支援に参加できるような組織作りを行っていきたい、という思いから、この
ような会を企画するに至りました。

小俣 和義（おまた かずよし） 青山学院大学教育人間科学部心理学科教授

精神科クリニックや大学学生相談での勤務を経て、2001年青山学院大学に就任。専任講師、助教授（准教授）を経て、2011年より現職。親子面接、精神科臨床、

心理査定、初級者養成をおもな臨床実践・研究のテーマとして行っている。2011年に東日本大震災心理支援センター運営委員となり、被災地宮城県での交流

の場を介した心理支援活動に携ってきた。

木村 佐宜子（きむら さきこ） 社会福祉法人若楠療育園

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院で多岐わたる心理臨床業務を33年続け、現在は社会福祉法人若楠療育園に勤務して4年目。東日本大震災後の2011年

から７年間、春と夏の１週間、岩手県宮古市で「臨床心理士の専門性を持つ社会貢献」として、福岡女学院大学の大野先生、奇先生、鹿児島大、九州大、広島

大、神戸の支援学校の先生方とたくさんの学生さんと一緒に被災地での支援活動を行った。当初は常勤職員としては「何をさておいても被災地に行き支援をす

る」希望があっても躊躇したが、強くこころを動かされて、被災地の震災支援に参加したことを思い出す。

中内 祥子（なかうち しょうこ） かなめクリニック

広島大学教育学部（初等教員養成コース）在学中に東日本大震災が発生。2012年より大学を１年間休学し、宮城県気仙沼市唐桑町にてボランティア活動を行う。

ボランティア団体「からくわ丸」に所属し、がれき撤去、学習支援、仮設住宅支援、まちづくり支援、ボランティアコーディネートなどに従事した。

中津 大介（なかつ だいすけ） 東京視覚障害者生活支援センター生活支援員

専修大学大学院を卒業。東京視覚障害者生活支援センターで視覚障害者の相談支援に携わる。東日本大震災の発災時、東日本大震災心理研修センターの自

治医科大学同窓会プロジェクトに参加し、宮城県南三陸町支援に参加してから継続的に震災支援に関わる。現在まで、電話相談やアウトリーチ支援、熊本地震

時には視覚障害者の安否確認等に参加。2016年より、東京臨床心理士会災害対策委員会で、会員の研修や他組織との連携、組織化に携わっている。

野満 育朗（のみつ いくお） 愛媛大学大学院臨床心理学コース２年

学業のかたわら精神科のデイケアでマインドフルネスのグループセッション、個人セッションを担当している。農家でもあり、西日本豪雨では自身の農園の災害復

旧後に、被災地の泥出しや家財道具の運びだし、足湯＆傾聴の支援に関わった。また実家も熊本地震にて被災している。地域の消防団員として活動、近年は台

風、豪雨も多く、地元での消防や水防にも携わっている。

吉村 仁（よしむら じん） 福岡県スクールカウンセラー

福岡県内の小中学校および高校でスクールカウンセラーの職に就く。また、少年院などの矯正施設で在院少年たちの矯正教育にも携わる。ほか職域は保護観

察所、専門学校講師、精神科クリニックなど。熊本地震や九州北部豪雨災害では発災直後から手探りで支援活動を展開し、臨床心理士有志を中心とした被災地

支援団体「Project九州」を設立、現在はその代表も務める。

村本 邦子（むらもと くにこ） 立命館大学教授

Ph.D. 1990年。女性ライフサイクル研究所設立、女性や子どものトラウマ、コミュニティ／歴史のトラウマなどをテーマに取り組む。1995年の阪神淡路大震災の支

援に関わり、2011年、立命館大学に１０年の「東日本・家族応援プロジェクト」を立ち上げ、毎年東北４県に通っている。成果は、女性ライフサイクル研究所

（1995）『阪神淡路大震災〜女性の視点から捉えなおす』、村本邦子他編著（2015）『臨地の対人援助学〜東日本大震災と復興の物語』（晃洋書房）など。

話題提供者・コーディネーター紹介（50音順）

ご案内 「災害臨床心理実践研究会」について

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsshs/sinsaiproject.html
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