
201８年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

 

2019年２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 

今年度の研修会は、発表してくださった以下の先生方のもと無事に終えることができま

した。ありがとうございました。 

 

＊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（8回の事例検討会と 2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、また事例発表者は6pが取得できる予定です。 

＊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、3月 18日に行われる拡大委員会にてお渡しいたします。 

 

２. 201８年度継続研修会のお知らせ 

 委員会主催 2018年度研修会の詳細です。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「SCのための連携施設リスト」について 

 上記資料をご希望される方には、拡大委員会（下記）にてお渡しいたします。 

 

４．学校臨床心理士委員会「拡大委員会」のお知らせ 

 2019 年 3月 18日（月）山梨英和大学 202教室にて 18:20より拡大委員会を予定し

ております。今年度の振り返りとともに、来年度の運営について話し合います。ご参加い

ただきますよう、よろしくお願い致します。 

 

（松野） 

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 石原 SC 拡大委員会 

学校における自殺予防と危機介入 

講師：川本静香先生 

  （山梨大学大学院総合研究部教育領域／附属教育総合実践センター 准教授） 

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

場 所：山梨英和大学 208教室 

参加費：1000円（申し込み不要） 



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３月４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 今年度の活動報告 

② 参議院議員会館における院内集会（H31.1.21）の報告  

「法制審議会での刑法改正に関する審議についての要望書」について 

カウンセリングオフィス ハートフル  稲永 澄子 

 

☆ 守秘義務のある専門職の方も参加可能です。 

 

                     

第６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 

 



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(10:00～受付）

山梨県立大学 飯田キャンパス C号館 C103室

日

10:30～12:30

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

参加費
無料‼

お名前、臨床心理士登録番号を記入してお申し込みください。



山梨臨床心理士会のみなさまへ                2019.2.15  

 

文 献 を 読 む 会 の お 誘 い 
  

   

 今年もはや 2月半ば、寒暖の差が著しい昨今ですが、陽だまりにはフキノトウが顔を出して

います。今年もよろしくお願いいたします。 

 さて“文献を読む会”も皆様のご協力により、「夜と霧」からスタートして今回で 10 冊目

のお誘いとなります。 

 次回 3月からは以下のように「影の現象学」を取り上げます。河合隼雄先生の著書は 3冊目

になります。本書はユング心理学の概念の一つである『影』を、古今東西の物語や実際の夢体

験を引き合いに出して、様々な角度から解釈していく流れになっています。物語自体も大変興

味をそそられる内容です。 

 会では毎回、参加者が読後の感想や意見を、気軽に忌憚なく出し合う雰囲気で進めています。 

関心を持たれた方はぜひ一緒に読んでみませんか？ご参加をお待ちしています。                                   

世話人：設樂友崇，伊藤千永子 

 

Season １０                                    

        「影の現象学」 

河合隼雄著  初版 1976年／講談社学術文庫 1987 年 ￥1,274 
   「人間にとって影とは不思議なものである。それは光のあるところには必ず存在する。私の影

は常に私と共にあり……まぎれもなく私のものとして付き従ってくる」（冒頭より）                                     

                                                                   
 
 
 
 
 

 

◇日時：原則毎月第１月曜日 

(18：30～20：30) 

※ 6月以降 曜日変更の可能性あり 

◇会場：山梨英和大学  講義棟 1 階  

学生相談室（いこいのスペース） 

◇定員： 10 人程度  ◇参加費： 無料 

 

 

 

 

◇参加お申込み・お問い合わせ先 

伊藤千永子          

携帯電話：080-5495-8424 

Email:chie-itou901@ 

aurora.ocn.ne.jp 

                        

  



第７回 学校教育＆臨床心理 ワークショップのご案内 
 

学校臨床に役立つ勉強会を開催しています。 

学校での臨床は，小学校・中学校・高校・特別支援学校まで，学習や非行の問題から発

達の課題や疾患まで，進路の相談やアイデンティティの相談まで，個別支援から集団での

支援，学校・家庭・地域の様子の把握，相談室や教室の中で，カウンセリングからコンサ

ルテーション，心理教育まで。と，幅広く多様な視点での対人援助が求められる場です。 

私たちは，確かな対人援助ができるようになりたいと思い，職種や年齢，学派にとらわ

れず，多様で自由な発信と楽しく学び合える機会を企画しています。 

第７回は以下の内容を予定しています。どうぞご参加ください。 
 

 日 時： 平成３１年３月２４日(日) 10:00am ～ 16:35pm 5時間※ 
 

会 場： 山梨県防災新館 オープンスクエア （甲府市丸の内１－６－１） 
 

  内 容： 午前 高等学校における「通級による指導」の実際 
通級教室の背景や認知行動療法に基づくプログラム，生徒や授業の様子を 

画像で紹介しながら意見交換やこれからの在り方を検討していく予定です。 

      午後 「県民フォーラム 山梨県の高等学校での特別支援教育 

最新事情 ～発達課題に対する教育支援の実際～」 
 

                日本ストレスマネジメント学会主催研修会と共催です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 参加費：1,500円（当日集めさせていただきます） 
 

※ ワークショップ終了後，『臨床心理士』研修機会ワークショップ（短期型研修会）［第

２条(4)］として申請する予定です。 

尚，第６回は承認されましたので参加された方は２P取得できます。 

参加希望やお問い合わせの方は，一瀬のメールまでご連絡ください。 
 

【申込み ＆ 問い合わせ】 

        山梨学校臨床研究会 一瀬英史 yks@qc4.so-net.ne.jp 



教 育フォーラム

山梨県の高等学校での

特別支援教育最新事情
～ 発達課題に対する教育支援の実際 ～

2019年 3/24(日) 12:30pm 受付

公開講演会＆シンポジウム

（保護者＆教員1,000 円/一般1,500 円）

会 場   山梨県防災新館 オープンスクエア（甲府市丸の内 1-6-1）

　現 代 の教育のキーワードは、「共生社会」「チーム
学校」「協働」です。
　新しい時代の学校には、誰もが社会に積極的に参加・
貢献することができ、相互に人格と個性を尊重し支え
合い、多様な在り方を認め合える「共生社会」を目指
すことが求められています。またそのためには、子ど
もや保護者、教員に加え、他職種の専門家も「チーム
学校」として「協働」することが不可欠だと言われて
います。
　山梨県の教育環境は、学校と地域との結びつきが強
くチームとして協働しやすい環境にあります。
　また、平成 30 年度から全国で高等学校における

主　催 　日本ストレスマネジメント学会
後　援 　山梨県教育委員会
共　  催 　 山梨県学校臨床研究会

「通級による指導」が始まりましたが、まだ準備段階
の都道府県も多い中、本県では既に授業を開始してい
ます。臨床心理学の専門家と協働し効果検証も行って
おり、全国的にも先進的な県だといえます。
　さてこの度、山梨県の高等学校での特別支援教育に
ついて現在進行中の取組を県民のみなさまに多く知っ
ていただき、これからの新しい学校づくりに向けての
可能性や課題をいっしょに考える県民フォーラムを企
画しました。
　保護者のみなさま、学校関係者のみなさまだけでなく、
山梨県での教育支援の最新事情にご関心のあるみなさま
のご参加をお待ちしています。

第１部

支援者＆保護者のための体験会 
第2部

13:00 ～ 15:30

15:45 ～ 16:35

・無料・

・有料・

どなたでも

ご参加いただけます

メールでの申込が必要です

yks@qc4.so-net.ne.jp



教育フォーラム

山梨県の高等学校での
特別支援教育最新事情
～ 発達課題に対する教育支援の実際 ～

～ 公開講演 ～

発達課題に対する認知行動療法による支援の実際
桜美林大学・日本ストレスマネジメント学会常任理事  小関 俊祐

第１部︓無料 （１部のみの参加も歓迎いたします。）

第２部︓有料 （当日、会場にて申し受けます。）
　　　  　　 日本ストレスマネジメント学会会員の方  無  料
　　　　   　県内の学校の保護者の方や教職員の方 1,000 円
　　　　  　 臨床心理士等支援者の方 / 一般の方 1,500 円

どなたでも、ご参加いただけます。
小中学校や高等学校での特別支援教育に関心のある方や心理療法の手法による
教育支援に関心のある方など、一般の方々の参加を歓迎いたします。
座席に限りがありますので（50 席程度）、お早めにお申し込みください。

2019年 3/24(日) 
12:30pm 受付

会場  山梨県防災新館 オープンスクエア

桜美林大学心理・教育学系、専任講師。
専門は子どもを対象とした認知行動療法。小学校から高校まで、学校での児
童生徒のストレスマネジメントや、その保護者および教員への支援、震災後
の岩手県での学校支援など、教育領域を中心として活躍。近年は、学校での
特別支援教育、通級指導の推進に尽力している。
2017 年４月より日本ストレスマネジメント学会常任理事（事務局長）を務める。
2017 年８月には、第１回ストレスマネジメント研究最優秀論文賞を受賞。
近著に「認知行動療法を生かした発達障害児・者への支援～就学前から就学
時、就労まで～」（2016 年 ジアース教育新社）、「いじめ問題解決ハンドブッ
クー教師とカウンセラーの実践を支える学校臨床心理学の発想」（2018 年  
金子書房）など。

主　催 　日本ストレスマネジメント学会
後　援 　山梨県教育委員会
共　　催 　　山梨県学校臨床研究会

講 演 者 プ ロ フ ィ ー ル

参 加 対 象

参 加 料

　　yks@qc4.so-net.ne.jpお申し込みは



JAGP36 TOKYO

日本集団精神療法学会
第36回大会

JAGP36 TOKYO

日本集団精神療法学会
第36回大会

The 36th Annual Meeting of the Japanese Association for Group Psychotherapy

「私たち」のグループを求めて
会　期会　期 2019年3月9日（土）～3月10日（日）

会　場会　場 国際基督教大学 東京都三鷹市大沢3-10-2

大会長大会長 西村　馨 （国際基督教大学）

特別講演特別講演 「日系人収容所の子どもたち：
　グループ体験による隠されたトラウマの発見」
サツキ・イナ （カリフォルニア州立大学サクラメント校名誉教授、

 サイコセラピスト、映画製作者、著述家）

シンポジウムシンポジウム 「『私たち』のグループを求めて～
　『心理学的になる』ことの意味」
シンポジスト  相田信男（群馬病院）・鎌田明日香（札幌市スクールカウンセラー）・
                         白波瀬丈一郎（慶応義塾大学）

指定討論者　 小宮敬子（日本赤十字看護大学）

司      会　 西村馨（国際基督教大学）・荻本快（相模女子大学）

http://jagp1983.com/jagp36tokyo大会ホームページ
大会事務局
国際基督教大学 心理学研究室内
〒181-8585 東京都三鷹市大沢3-10-2
e-mail : 36tokyo@jagp1983.com
＊お問い合わせはメールにてお願いいたします

後援：一般社団法人 日本臨床心理士会、一般社団法人 東京臨床心理士会 国際基督教大学湯浅八郎記念館所蔵



横浜高次脳機能障害診断法研修会のお知らせ 

知能検査・神経心理学的アセスメント入門 

―認知症を中心にー 

認知症とそのアセスメントの実際について学ぶ研修会です。 

午前中は認知症に関する講義を,午後は検査の演習です。医療で使用されているほぼ全ての検査器具

を備えてあります。 演習では皆様が希望する検査を何種類でも器具を触りながら体験して頂けま

す。 

経験者, 初心者を問わず認知症について勉強したい方の受講申し込みをお待ちします。 

１日のみの参加も可能です。臨床心理士の方は資格更新ポイント 2日で 4点, １日参加で２点獲得で

きます。詳しくは HPを参照して下さい。    http://members2.na.coocan.jp/index.html 

 全 コースとも講師は横浜高次脳機能障害診断法研究会 主宰 中野光子です。 

 

＜講義内容＞ いずれも 初日   認知症と記憶障害  

２日目  検査の選び方 所見の書き方  

＜演習可能なテストの種類＞ WAIS Ⅳ, WISC-Ⅳ，鈴木ビネーテスト, 標準失語症検査, 田中 Binet 

Ⅴ,  

WMS-R, リバミード行動記憶検査 ほか神経心理学的検査各種 

＜会場＞ 横浜高次脳機能診断法研究所 ( JR 根岸線 根岸駅より徒歩数分) 

＜時間＞ 10 時～17時       

 

＜日程＞ 来春の開講予定は以下の通りです。 

講座 NO 日程  講座 NO 日程 

71 期 1/13(日)～14(月休） 80 期 7/14（日）～15（月休） 

72 期 2/10(日)～11(月休） 81 期 8/11（日）～12（月休） 

73 期 3/2(土)～3(日) 82 期 9/15(日)～16(月休) 

74 期 4/6(土)～７(日) 83 期 9/22(日)～23(月休) 

75 期 4/28(日)～29 (月休) 84 期 10/5(土)～6(日） 

76 期 5/1(水休)～2(木) 85 期 10/13(日)～14(月休) 

77 期 5/5(日)～6(月休) 86 期 11/3(日)～4(月休) 

78 期 6/1(土) ～2(日) 87 期 12/7(土)～8（日） 

79 期 6/22(土）～23(日) ※各回とも定員：12名 

 

＜参考書＞ 拙著 「高次脳機能診断法」  山王出版  2,800 円 

＜参加費＞ 25,000 円（学割,  repeater 20,000円）, 

1 日コース 13,000 円（学割,  repeater 10,000円) 

<申し込み法> 住所・氏名・所属・本研修会参加を希望する理由等簡単な自己紹介とどこで本研修会

を 

知ったかの情報を添えて以下に申し込んで下さい。  

<申し込み先> 中野光子  m-naka27@jcom.home.ne.jp   



関係者各位 

 

 平素は格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。この度は JTA主催講習会を

下記により開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

 

 一般社団法人日本遠隔カウンセリング協会（JTA）は、昨年に引き続き、2019年も、文部

科学大臣及び厚生労働大臣より公認心理師現任者講習会実施機関のご指定を受けました。

昨年は、95%以上の受講者にご満足いただきました（JTA の担当講師と運営事務局に関す

る受講者アンケート「非常によかった」「よかった」の割合）。今回も現任者による現任者の

ための講習会をお届けいたします。 

 

 現在、Web申し込みの先着順でお申込みを承っています（昨年受講された方は再度ご受講

いただく必要はございません）。未受講の方のご応募はもちろん、お知り合いへのご周知も

歓迎いたします。 

 

-------------------------------------------------------- 

内容：平成 31年公認心理師現任者講習会（JTA） 

 

 事業者：一般社団法人日本遠隔カウンセリング協会（JTA）※ 

 

会場と日時： 

 

・東京・神奈川講座 3-06（新宿区*・横浜市）平成 31年（2019年）3月 2日（土）*・3日

（日）*・16日（土）・17日（日）9:30-19:20（全日） 

 

 費用：70,000円 

 

 詳細：https://kouninshinrishi.jtaonline.or.jp/  

 

 ※JTA は、公認心理師現任者講習会（2018-2019）指定事業者、ストレスチェック実施者

養成研修の法定研修実施事業者、公認心理師 100 人力の運営事業者です。心理専門職の職

能団体として、公認心理師（候補者）の育成に取り組んでおります。 

-------------------------------------------------------- 

 

何卒よろしくお願い申し上げます。 









DMM理論をふたたび学ぶ

2018年11月に札幌で開催された「DMM理論入門」と「DMM理論講習会」に参加でき

なかった、子どもと家族に関わる専門職者の皆さんのために、東京で上記2つの講習会

のダイジェスト版講義をご提供することになりました。是非ご参加ください。

講師： 北海道教育大学保健管理センター 准教授 三上 謙一 先生

日時： 2019年 3月 21日（春分の日）10:00-16:00

場所： 東京有明医療大学（地図参照）

参加者： 子どもと家族に関わる専門職者

受講料： 専門職者 8,000円

大学院生 5,000円

申し込み： 乳幼児看護研究所ホームページから申し込み,

振込先に入金をお願いいたします

期限と参加者数： 3月16日（土）まで 先着50名

＊臨床心理士資格更新ポイント申請を予定しています



 

‖開催概要‖ 
開催⽇：2019年5⽉17⽇（⾦）〜19⽇（⽇） 
会 場：貸別荘 ポニーテール ＆ 貸別荘 サンタフェ（静岡県伊東市富⼾） 
対 象：精神科病棟、デイケア、施設などのスタッフ 
   （看護師、精神保健福祉⼠、作業療法⼠、医師、公認⼼理師、臨床⼼理⼠、⽣活指導員など） 
定 員：30名（先着順） 
参加費：68,000 円（⾷費・宿泊費込） 
お申込：reflective.tc@gmail.com 

 参加費は
安くはない
ですが、価値
のある体験
ができます 

主催：治療共同体について考える会 学術協⼒：IL Nodo Group (Italy) 
協賛：京都集団療法研究会・⼀般社団法⼈⽇本集団精神療法学会・東京集団精神療法研究所など 
 

 

LfA 
Japan 

2019 

   会場 : ポニーテール＆サンタフェ (静岡県伊東市) 

 日程 : 201９.５.17 (金) 〜 ５.19 (日) 



 

 Learning from Action (LfA) は、治療共同体と 
グループ・リレーションズ・カンファレンスの設定
を混合させた体験型ワークショップです。重篤な精
神疾患や⼦どもなど、⾔葉が⼗分に機能しない⼈た
ちと現場で仕事をするスタッフを主な対象として
います。 
 イギリスの Robert Hinshelwood とイタリアの
Enrico Pedriali が 2000 年代はじめに考案し、それ
以降、毎年 1 回イタリアで国際的なワークショップ
として開催され続けています。 
 LfA では、参加者が 2 泊 3 ⽇の泊まり込みで⼀
時的なコミュニティを形成し、その中で様々な活動
グループにおけるアクションを体験し、それを⾔葉
でリフレクトすることを通して、無意識的で⾮⾔語
的なコミュニケーションが、意思決定のプロセスや
⾔葉で説明する責任などの多様な側⾯にいかに影
響するかを探究し、重篤な精神疾患をもつ⼈たちの
アクションを通した表現への理解や気づきを深め
ることを⽬指しています。 

治療共同体のメンバー体験ができます！ 

プログラムの⼀例 

コミュニティ・ミーティング 
意思決定のためのミーティング 
アクティビティグループ 
レビューミーティング、アプリケーショングループ 
緊急ミーティング   など 

 生活や活動を共にする入院やデイケア、施設などを、心理的回復や成長が可能な環境にするためには、
どのようなことが必要かについて「治療共同体」を軸に勉強し、考える会です。何らかのコミュニティで
行われている精神的ケアが、より精神療法的になる環境について、諸外国の取り組みを勉強し、日本の現
状を確認し、それぞれの臨床現場での体験を振り返り、私たちに何ができるのか、その可能性を探ること
を目指しています。 

 その活動の一環として、2017 年 8月に、日本で初めて Learning from action (LfA)を開催し、こ
のようなワーキングカンファレンスが臨床現場で働くスタッフの精神的ケアの質を高める機会になること
を実感しました。そこで、引き続きこのような機会を提供したいと考え、この度、日本で 2回目となる「LfA 
Japan 2019」を開催することを決定し、準備を進めています。「LfA Japan 2019」に参加することは、
有益な体験となるに違いありません。この機会に、是非「LfA Japan 2019」にご参加ください。 
 みなさまのご参加をこころよりお待ちしております。 

2018.10 

治療共同体について考える会 世話人 古賀恵里子・川合裕子 



日常臨床のための対象関係論横浜セミナー第三期参加申込書 

 

  お申込みは、次ページの申し込み書にご記入いただき、添付ファイルにて下

記事務局メールまでお送りくださるか、もしくは下記事務局の住所宛てまで郵

送にてお送りください。 

 

 ＜メール添付ファイル＞ 

メールアドレス：seminar@yokopsy.com 

メールの件名に「第三期参加申込書添付」と表記下さい 

 

住所：〒222-0021 横浜市港北区篠原北 2-4-17 ライラック 103号 北川清一郎 

 

なお、参加申込書のご送付をもちまして、受講の確認とさせていただき、事

務局より振込先口座等ご連絡いたします。 

 

＊書籍に関しては、下記 6点を販売いたします。セミナーご参加のための基

礎的知識として、よろしければお求めください。 

 

・『公認心理師のための精神分析入門――保健医療、福祉、教育、司法・犯

罪、産業・労働領域での臨床実践』 

 （祖父江典人著）誠信書房（予定価格 3456 円のところ、セミナー特別価

格 3000円にて販売） 

・『日常臨床に活かす精神分析――現場に生きる臨床家のために』 

 （祖父江典人・細澤仁編著）誠信書房 

 （3456円のところ、セミナー特別価格 3000円にて販売） 

・『対象関係論に学ぶ心理療法入門――こころを使った日常臨床のために』 

 （祖父江典人著）誠信書房（3456 円のところ、同じく 3000 円にて販売） 

・『ビオンと不在の乳房』 

 （祖父江典人著）誠信書房（3240 円のところ、同じく 2500 円にて販売） 

・『新装版 ビオンとの対話』 

 （祖父江典人訳）金剛出版（4536 円のところ、同じく 4000 円にて販売） 

・『新装版 ビオンの臨床セミナー』 

 （松木邦裕・祖父江典人訳）金剛出版（4860円のところ、同じく 4000円

にて販売） 

 

なお、お渡しはセミナー当日にお渡しします。4月以降のご希望のセミナー

月となりますので、お渡し希望月を参加申込書にご記入ください。 

代金はセミナー参加費と併せてお振込みください  



日常臨床のための対象関係論横浜セミナー第三期参加申込書 

フリガナ 

お名前 
  

男・女 

（年齢    ） 

勤務先（大学）名・所属   

職種   経験     年 

右記に該当する場合は、

下線を記入 
臨床心理士、公認心理師 

日本精神分析学会所属 

連絡先 

住所 
〒  

PC メールアドレス   

携帯メールアドレス 

（緊急の場合使用します） 
  

症例（事例）発表の可否 

（可能な場合右欄に〇をお

付け下さい） 

 
発表可の場合 

（可能な日に下線を

ご記入ください） 

4/7、5/19、6/2、7/7、8/4、10/6、

11/3、12/1、2/2、3/1 

書籍 ご購入の場合は下に〇を お渡し希望月 

『公認心理師のための精神分析入門』（本体税込 3000円）  月 

『日常臨床に活かす精神分析』（本体税込 3000 円）          月 

『対象関係論に学ぶ心理療法入門』（本体税込 3000 円）          月 

『ビオンと不在の乳房』（本体税込 2500 円）          月 

『新装版ビオンとの対話』（本体税込 4000 円）          月 

『新装版ビオンの臨床セミナー』（本体税込 4000 円）        月     

 

代金：セミナー参加費 4 万円（院生、研究生 3万円）＝ 

書籍代                   ＝ 

合計                       ＝ 
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皆様方には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

横浜精神分析研究会では、これまでフロイト、クライン、ウィニコット、フロイトのその他の弟

子の論文を取り上げ、議論してきました。7 年目となる今年は、転移と逆転移に関する一連の論文

を取り上げます。転移と逆転移は精神分析的なセラピーを実践していくうえで、欠かすことのでき

ない重要な観点です。しかし、その理論は時代によって移り変わり、また学派によっても異なって

います。さらに、その扱い方も随分と違っていたりします。こうした転移と逆転移についての理解

を深め、臨床や実践に結び付けていくことが本年度の目的です。取り上げる論文はフロイトを始め、

クライン派や対象関係論の主要な分析家による転移や逆転移を主題としたものを集めました。 

文献講読の方法ですが、発表者がそれぞれの論文を要約した上で、疑問や批判を提出してもらい

ます。その上で講師が講義を行い、それを元に参加者全員で議論します。ちなみに現在では絶版に

なってしまっている書籍もありますが、そうした書籍については研究会で用意します。 

症例検討については、精神分析の症例には特に限りません。一般的な普通のカウンセリングを行

っている症例発表で構いません。ただ、可能なら頻度や時間、方法などがある程度構造化された症

例にしてもらえたらと思います。発表の方法は、最終 2セッションの逐語記録やプロセスノートを

持ってくるだけです。症例の概要やこれまでの経過をまとめてくる必要はありません。これによっ

て発表者の負担が減ると同時に、実際のやり取りを細かく検討することができます。 

文献講読と症例検討は、どちらかだけの参加でも構いません。ただ、実際の臨床では両方が密接

に絡み合っているので、両方参加することで、より理解が深まると思います。また、2019年 11月

17日には館直彦先生をお招きして「英国独立学派第三世代の精神分析」をテーマに特別セミナーを

開催予定です。研究会参加者は無料で参加できます。 

 

●スケジュールと取り上げる論文 

日時 文献講読 症例検討 

2019年 

4月 14日 

S,フロイト 転移の力動（1912） 症例発表 1 

5月 12日 S,フロイト 想起すること、反復すること、ワークスルー

すること（1914） 

症例発表 2 

6月 16日 S,フロイト 転移性恋愛についての観察（1915） 症例発表 3 

7月 14日 J,ストレイチー 精神分析の治療作用の本質（1934） 症例発表 4 

8月 11日 D,W,ウィニコット 逆転移のなかの憎しみ（1947） 症例発表 5 

9月 8日 P,ハイマン 逆転移について（1950） 症例発表 6 

10月 13日 M,リトル 逆転移とそれに対する患者の反応（1951） 症例発表 7 

11月 10日 M,クライン 転移の起源（1952） 症例発表 8 

11月 17日 特別セミナー「英国独立学派第三世代の精神分析-A.グリーンと C.ボラス以後-」 

12月 8日 R,モネー=カイル 正常な逆転移とその逸脱（1956） 症例発表 9 

2020年 

1月 12日 

W,ビオン 連結することへの攻撃（1959） 症例発表 10 

2月 9日 D,メルツァー 精神分析過程 第 1章 転移の集結（1967） 症例発表 11 

3月 8日 B,ジョセフ 転移：全体状況として（1985） 症例発表 12 

 

（裏面に続く） 

2019年度 横浜精神分析研究会（文献講読と症例検討）のご案内 
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●日時 

毎月 第 2日曜日（6月は第 3日曜日） 文献講読：13:00～14:55、症例検討：15:00～17:00 

 

●会場 

(1)港北区社会福祉協議会 

〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町 13-1吉田ビル 3F（東急東横線 大倉山駅から徒歩 7分） 

(2)菊名コミュニティハウス 

〒222-0011 横浜市港北区菊名 4-4-1（東急東横線 JR横浜線 菊名駅から徒歩 5分） 

（会場は上記 2ヵ所の他、横浜市内の会場となります。また月によって会場は変わります。） 

 

●参加資格 

臨床心理士や医師、公認心理師などの守秘義務をもつ専門家、臨床心理系大学院生など 

 

●臨床心理士のポイント 

日本臨床心理士資格認定協会の臨床心理士更新のためのポイントを申請する予定です。 

 

●日本精神分析学会 

文献講読については、日本精神分析学会の認定グループに指定されており、認定資格を得るため

の要件を得ることができます。 

 

●費用（支払い後の返金は応じかねますのでご了承ください。） 

(1)通年での参加 一般 22000円（講読会か検討会のどちらかだけ 16000円） 

院生（修士） 18000円（講読会か検討会のどちらかだけ 12000円） 

(2)単発での参加 一般 3000円（講読会か検討会のどちらかだけ 2300円） 

院生（修士） 2400円（講読会か検討会のどちらかだけ 1800円） 

 

●申し込み方法 

(1)名前 (2)所属 (3)メールアドレス (4)講読会と検討会のいずれの参加か (5)通年参加か単発参

加か (6)臨床心理士資格の有無、の 6 点を明記して、下記の問い合わせにあるメールアドレスま

でご連絡ください。銀行口座をお知らせしますので、振込をしてください。振込を確認できた時

点で申し込み確定となります。 

 

●問い合わせ・申し込み先 

横浜精神分析研究会事務局 info@yokopsy.com （ https://yokopsy.com ） 

北川清一郎（所属：心理オフィスK、臨床心理士、日本精神分析学会認定心理療法士） 

 

●力動的グループスーパーヴィジョンの案内 

文献講読と症例検討と同じ日時で、毎月 1回、第 2日曜日（6月は第 3日曜日）の午前中にグル

ープスーパーヴィジョンも行っています。詳しくは https://yokopsy.com/index.php/groupsv をご覧

ください。 

 

●アドバイザー 

岡達治 先生（岡クリニック院長、日本精神分析学会認定精神療法医・認定スーパーヴァイザー） 

 

●後援 

心理オフィスK （ https://s-office-k.com ） 

mailto:info@yokopsy.com
https://yokopsy.com/
https://yokopsy.com/index.php/groupsv
https://s-office-k.com/


力動的アプローチを実践したい初学者のための 

グループ・スーパーヴィジョン 
 

皆様方には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、力動的アプローチをこれから実践しようとしている方、実践しつつある方のためにグループ・スーパーヴ

ィジョンを開催いたします。力動的アプローチに興味はあるが、どのように実践したら良いのか分からない、もしく

はこのような実践で良いのか、等々の不安や悩みをもちながら日々の臨床をしている人も多いでしょう。 

このようなことを学んでいく上で、実際に個人でスーパーヴィジョンや訓練分析を受けることがまずは非常に重要

です。さらにその上で、このように似たような経験を持つもの同士が集まったグループでスーパーヴィジョンを受け、

仲間がどのように実践をしているのかに触れることも良い訓練になります。 

年間 12回開催し、それぞれで一人が発表してもらいます。定員は 5名ですので、必ず 2回以上は発表できるよう

にしています。発表する事例は特に構造化されていなくても構いません。そこからどのように力動的にしていけば良

いのかを検討していきますので。是非この機会に参加していただければと思います。 

 

★日時：2019年4月から毎月 第2日曜日の9:30～11:30（6月のみ第3日曜日の6月16日） 

 

★会場： 

心理オフィスK（〒222-0021 横浜市港北区篠原北2-4-17 ライラック103号） 

（東急東横線 JR横浜線 菊名駅から徒歩2分） 

https://s-office-k.com/access 

 

★参加資格：臨床心理士や医師、公認心理師などの守秘義務をもつ専門家、臨床心理系大学院生などで、自分自身の

ケースを2回以上は発表できる人。概ね力動的な臨床経験が約5年以下の方を対象としています。 

 

★スーパーヴァイザー： 

北川清一郎（心理オフィスK  臨床心理士 日本精神分析学会認定心理療法士） 

関西大学大学院を修了後、主に精神科領域で仕事をしてきました。精神分析の中でもクライン派や独立学派

の立場に共感しています。関心対象としては境界例や精神病といった重症の患者に対してどのように分析的に取

り組めるのかについてです。 

 

★費用：通年50,000円（修士課程の院生は40,000円） 

 

★定員：5名 

 

★臨床心理士のポイント：日本臨床心理士資格認定協会の臨床心理士更新のためのポイントを申請する予定です。 

 

★申し込み方法：(1)名前 (2)所属 (3)メールアドレス (4)臨床経験年数 (5)臨床心理士資格の有無、の5点を明記して、

横浜精神分析研究会事務局 info@yokopsy.com までご連絡ください。銀行口座をお知らせしますので、振込

をしてください。振込を確認できた時点で申し込み確定となります。 

 

★問い合わせ：info@yokopsy.com にメールをください。 

 

★研究会案内：GSVを開催する日の午後には横浜精神分析研究会の文献講読と症例検討も行っております。ご希望の

方はhttps://yokopsy.com/index.php/meeting をご参照ください。 

 

★後援：心理オフィスK（ https://s-office-k.com/ ） 

https://s-office-k.com/access
mailto:info@yokopsy.com
mailto:info@yokopsy.com
https://yokopsy.com/index.php/meeting
https://s-office-k.com/
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日常臨床のための対象関係論第三期のご案内 

――日常臨床のための対象関係論(独立学派)入門―― 

              講師：愛知教育大学 祖父江典人 

事務局代表：北川清一郎（心理オフィスK 代表） 

 

本横浜セミナーも三期目となりました。二期目より、本セミナーの主旨をより明確

にするために、セミナー名を「日常臨床のための対象関係論」に変更しました。その

意図は、精神分析を自由連想や解釈などの原理的な枠組みの中で純粋に実践すること

は、今日の日常臨床においてはもはや現状にそぐわなくなり、精神分析の叡智をいか

に現状に即した形で活かすことができるかをセミナーのテーマとするからです。 

公認心理師の誕生と共に、現実支援や関係機関との連携の波はさらに広がりを見せ

ることが予想され、今後精神分析の考え方は応用分野にいかに活かされうるかが、ま

すます問われることになるでしょう。精神分析のテーゼである「自己を知る」前に、

自我サポートが必要になったり、「生きる希望」が見出されたりする必要があるのが、

発達臨床やパーソナリティ障害に基づく不適応事例の多い、今日の日常臨床です。し

たがって、毎日分析を原則とする、自由連想、解釈などの精神分析の方法論はもはや

無条件に採用されるものではありません。精神分析の叡智は、そうした方法論ではな

く、応用分野に活かされる時代が到来したと考えられるのです。 

今期は、対象関係論の独立学派がテーマとなります。始祖フェアバーンに始まり、

今日のオグデンやボラスに繋がる独立学派の系譜をひととおり概説し、そのうえで独

立学派の精神分析を私たちの日常臨床の中でいかに活かしていくかを解説したいと考

えます。独立学派は、もともとウィニコットやバリントなど、精神分析を原理的に実

践していた分析家というよりは、一般の臨床医や臨床家として仕事をしていた人たち

も少なくありません。したがって、私たちの日常臨床にも大いに参考になる臨床理論

や技法が学べるものと考えます。 

なお、当日ご都合等によりセミナーに参加できなかった方には、講義部分の録音CD

の貸し出しを行います。 

どうぞ今期も皆様のご参加をお待ちしております。 

  

定員：約 50名 

（ただし、30名以上で開催予定です。30名以下の場合、開催を取りやめさせていただ

くこともありますので、よろしくご了承ください） 

 

会場：八洲学園大学（〒220-0021 横浜市西区桜木町 7-42） 

アクセス：横浜駅（東口）から徒歩 10分 

横浜市営地下鉄「高島町」駅から徒歩 1分 

横浜高速鉄道みなとみらい線「新高島」駅から徒歩 5分 

京浜急行「戸部」駅から徒歩 5分 

※都合により会場が変更する場合もありますが、その際には必ず連絡させていただき

ます。 

 

日程：毎月 1回平成 31年 4月より原則第一日曜日（午後 1時から 5時まで 4時間） 

（計 10回） 
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受講料：4万円（院生、研究生 3万円） 

受講資格：臨床心理士、公認心理師、医師、臨床心理系の大学院生、守秘義務を持つ

専門家 

締め切り：平成 31年 3月 31日 

 

お申し込みは別添の「第三期参加申込書」に記入の上、下記事務局までメールか郵送

でお申し込みください。振り込み口座等は，お申込のご連絡とともにメールにてご返

事させて頂きます。 

 

※なお、本セミナーは、日本臨床心理士資格認定協会、定例型（継続型）研修会（4ポ

イント）に認定されております。 

 

事務局：北川清一郎 

住所：〒222-0021 横浜市港北区篠原北 2-4-17 ライラック 103号 

メールアドレス：seminar@yokopsy.com 

 

※なお、祖父江典人著『公認心理師のための精神分析入門――――保健医療、福祉、教育、司法・

犯罪、産業・労働領域での臨床実践』が 2019年 3月に誠信書房から刊行されます。日常臨床

に精神分析をどのように活かすかの実践的知識から、副題にあるような公認心理師のすべての

職域に亘って、精神分析が具体的にどのように活かされうるのか、臨床素材をもとに解説して

います。本セミナーの基礎知識としてよろしければお求めください。これを含め、計 6冊をい

ずれも特別割安価格にて販売いたしますので、ご希望の方は、「第三期参加申込書」の中の該

当欄にご記入ください。 

  （なお、以前に予告しておりました書名は、出版社の意向で今回のものに変更になりました） 

 

次ページにセミナー予定を掲載します。 
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日常臨床のための対象関係論横浜セミナー第三期 

前半：講義（講師祖父江）：13時より 15時 

「テーマ：日常臨床のための対象関係論（独立学派）入門」 

 

セミナー 講義スケジュール 平成 31年度（2019） 約２時間 

月日 テーマ 講師 

2019/4/7（日） 
対象関係論の源流フェアバーン――孤

高の人のスキゾイド論 
祖父江典人 

2019/5/19（日） 
ウィニコットと対象関係論（1）――

生死と遊ぶウィニコット 
同 

2019/6/2（日） 
ウィニコットと対象関係論（2）――

乳児的依存とホールディング論 
同 

2019/7/7（日） 
ウィニコットと対象関係論（3）――

脱錯覚論と移行対象論 
同 

2019/8/4（日） 
ウィニコットと対象関係論（4）――

被分析者からみたウィニコット 
同 

2019/10/6（日） 
バリントと対象関係論（1）――一次

愛と新規まき直し論 
同 

2019/11/3（日） 
バリントと対象関係論（2）――基底

欠損と退行論 
同 

2019/12/1（日） 
現代独立学派――オグデンと沈黙の解

釈＋自閉隣接ポジション論 
同 

2020/2/2（日） 
現代独立学派――ボラスらと自己開示

論 
同 

2020/3/1（日） 
学派を超えて――アルヴァレツのここ

ろの再生論 
同 

※なお、上記講義を欠席された方は、希望により、録音 CDの貸し出しを行います。 

 

後半：症例（事例）検討：15時より 17時まで 

・参加者による症例（事例）提供と祖父江によるスーパービジョン方式です。症例（事

例）発表者は、希望者の中から調整します。 

なお、司会者を参加者の皆さんの中から順に立てる方向で調整します。後日事務

局から問い合わせのメールをさせていただきます。 

・症例（事例）検討の方法は、通常の検討会のやり方とあまり変わりません。事例の

概要を A3 用紙 1枚程度でまとめていただき、あとは初回からの面接経過をまとめ

てください。 

  まとめたものは、一週間前ぐらいに、事務局の方まで添付ファイルにてお送りく

ださい。当日人数分用意します。 

・なお、事例検討では、面接時間、面接頻度などの面接構造がはっきりしているセラ

ピーのみならず、児童養護や精神科病院での取り組み、さらには 30分面接などのケ

ースも歓迎します。たとえ枠がはっきりしない構造の中でも、対象関係論の見立て

や考え方や工夫が充分貢献しうるからです。 
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