
[日 時] ▶▶▶  毎月第3水曜日18:30～20:30 

▶▶▶  甲州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 会議室 
         〒406-0032 笛吹市石和町四日市場２０３１ 

[会 場] 

2019年度 山梨県臨床心理士会 

登録委員 

絶賛募集中！ 

高齢者支援委員会 事務局 お問い合わせ yamaageing@gmail.com MAIL 

高齢者支援に関する調査研究にご興味がある方， 
ぜひご協力ください。 

2019年度は調査研究（の下準備）を中心に活動します！ 

高齢者支援委員会  
      例会のお知らせ 

第1回 4/17 役割分担，先行研究収集，
調査方法の検討 第7回 11/14（木） ＊予定，変更の可能性あり 

第2回 5/15 先行研究収集，論文抄読 高齢者の倫理問題に関する情報共有 

第3回 6/19 〃 第8回 12/18 論文抄読，調査方法検討 

第4回 7/17 〃 第9回 1/15 〃 

第5回 9/18 論文抄読，調査方法検討 第10回 2/19 〃 

第6回 10/16 〃 第11回 3/18 今年度の振り返り，来年度
の活動計画 



平成 31（2019）年 4 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 31（令和元）年度 第１回 災害支援部門例会のご案内 

  

陽春の候、皆様には ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

昨年度の前半は長期に渡る豪雨や大地震他，各地でさまざまな種類の災害が起こりましたし，１

月は阪神・淡路大震災が 24 年，３月は東日本大震災が 8 年，そして記憶に新しい熊本地震はつい

先日の４月 13 日に早くも３年が経過いたしました。 

各地でも，少しずつ災害対策が進められておりますが，それすらも日常に紛れてしまうほどに，

私たちの身の回りでは何かしらの出来事が起こっており，せわしなさもあります。 

当会におきましては、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考えて

います。委員会では、少しずつではありますが、議論を進めて発信していきたいと思います。 

 

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：令和元年６月３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：『クロスロードゲームで考える災害支援』      担当：吉田 恵子 

今回は，平成 31年１月 27日に愛知県臨床心理士会主催で行われた「第６回 災害支

援研修」の研修報告を兼ねて，防災シミュレーションゲーム「クロスロード」について

紹介いたします。 

昨年度の 12月に行った当委員会災害支援部門の例会では平成 19年に静岡県で開発さ

れた「避難所 HUG」（避難所運営ゲーム）体験会参加の様子を紹介しましたが，今回の

「クロスロード」とは，阪神・淡路大震災を経験した神戸市職員へのインタビューを元

に作成された「ジレンマ場面で学ぶ災害対策カードゲーム」です。（「クロスロード」に

ついての詳細は こちら をクリックしてください。） 

 

「前回気になってたんだけど，行きそびれた！」「初めて見たけど，どんなものなんだ

ろう…」と少しでもアンテナにひっかかった方はこの機会にぜひ，お越しください。 

皆さまのご参加，お待ちしております！ 

サイコ--‐やま‐-‐支援 

http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h20/11/special_02_1.html
http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h20/11/special_02_1.html


令和元年度 
 

 

 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。 

 開催は、原則として奇数月の第一月曜日を予定しています。 

 

 

日  時： ２０１９年５月１３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 やまなし性暴力被害者サポートセンター（かいさぽももこ）の経過報告 

 被害者支援センターやまなしセンター長 

     佐々木 由紀 氏  

② DV加害者更生教育プログラム全国ネットワーク（PREP-JAPAN） 

キックオフ・カンファレンス(2019/3/24)の参加報告 

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 1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 



学校臨床心理士委員会 

 

2019 年 4月 15 日 

1. 【重要】学校臨床心理士委員会登録の方々へのお願い 

 皆様のご協力のもと、去る 3月 18日(月)、2018 年度学校臨床心理士委員会拡大委員

会を開催することができました。 

 ご登録されている委員の皆様には拡大委員会の報告を添付ファイルにて送信させていた

だきました。しかし、一部、メールが戻ってきた方々がいました。もし学校臨床心理士委

員会よりメールが届いていない場合、お伝えいただいたアドレスの誤り／変更や、受信設

定の問題があるかも知れません。今後同様の事態を避けるためにも、メールが届いていな

い方は、scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：松野）にご連絡ください。 

 

2. 2019 年度 継続研修会のお知らせ 

 学校臨床心理士委員会では今年度も、年 10回の《継続研修会》を開催いたします。継

続研修会は、年 9 回の《スクールカウンセリング研究会》と、年 1 回の《スクールカウン

セラーのための内部研修会》から成ります。 

 10 回の継続研修会のうち、7 回以上の参加者は、更新に必要な 4 ポイントが、また事

例発表者／研究会ファシリテーターは 6 ポイントが取得できる予定です。 

 《スクールカウンセラーのための内部研修会》の日程および内容は現在検討中です。 

 

3. スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 昨年度の研修会は、発表してくださった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。 

 今年度のスクールカウンセリング研究会の詳細が決まりましたのでお知らせします。 

2019 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

2019 年度 スクールカウンセリング研究会（年 9 回） ※申し込み不要 

 場所：山梨英和大学 202 教室 

 時間：18:20～20:20 

 日程：5 月～翌年 1 月のおおむね第四月曜日（詳細は下記参照） 

 事例発表者／研究会ファシリテーター：下記の通り 

 

①5/27(月) ②6/24(月) ③7/22(月) ④8/26(月) ⑤9/24(火) 

未定 未定 未定 未定 未定 

⑥10/28(月) ⑦11/25(月) ⑧12/16(月) ⑨1/27(月) 2 月（予定） 

未定 未定 未定 未定 内部研修会 

 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp


学校臨床心理士委員会 

 

 スクールカウンセリング研究会は学校臨床の関する多様な発表形式を可能な研修会とす

るため、昨年度呼称を変更しました。 

【発表内容／形式の例】 

  ・事例検討 

  ・ご自身が参加した研修会の内容の発表 

  ・ご自身の研究発表 

  ・学校臨床に関連する書籍の解説 

 現在、事例発表者／研究会ファシリテーターを募集しています。スクールカウンセリン

グ研究会にて発表を希望される方は scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：石原）にご連絡く

ださい。上述の通り、事例発表者／研究会ファシリテーターは、更新に必要な 6 ポイント

が取得できる予定です。また資料代として 1000円が支払われます。 

 希望者がいない場合、学校臨床心理士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、松野）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。 

 

4． 「SC のための連携施設リスト」について 

 学校臨床心理士委員会では昨年度「SC のための連携施設リスト」を作成し、配布いた

しました。まだお手元にない方には、第 1 回スクールカウンセラー協議会にてお渡しでき

る予定です。 

 

5． 2019 年度「拡大委員会」日程決定のお知らせ 

 2020 年 3 月 16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。ご承知

おきいただき、ご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

6． 学校臨床心理士委員会 役員の募集 

 学校臨床心理士委員会では、一緒に活動してくださる役員を募集しています。役員は、

委員長、副委員長、コーディネーター、会計、緊急支援担当で構成されています。役員の

主な仕事は、《継続研修会》の企画運営、緊急支援対応 SC の派遣に関するコーディネー

ト等です。山梨県で活躍される SC の方がお仕事しやすいよう活動しています。ご理解と

ご協力いただけると幸いです。 

 お問い合わせは、学校臨床心理士委員会 scyamanashi@yahoo.co.jp（担当:松野）までお

願いいたします。 

 

（今村） 

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


 

平成31年4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会合同） 

及び令和元年度総会開催のご案内 

 

拝啓 

春陽の候、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5月例会及び令和元年度総会を開催いたし

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＞ 

当院として初めて常勤心理を配置したことで、発表者、病院ともに「常勤心理士に求める役割」は手探り状態で

の2年間でした。勤務開始から２年経過したこのタイミングでこれまでの活動を振り返り、今後について検討して

いきたいと思います。また皆さんからご意見を頂ければ幸いです。 

 

日   時 ： 令和年5月14日（火）18:00～20:00 

 

場   所 ： 回生堂病院 大会議室 

山梨県都留市四日市場270 

 

内   容 ： 1．研修・話題提供 

「当院初の常勤心理士として2年間の取り組み」 

担 当： 斉木 克哲 先生（回生堂病院） 

 

2．医療保健領域委員会令和元年度総会 

平成30年度事業報告、決算報告 

令和元年度事業計画、予算案審議 

 

3．その他 

＊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。 

今回は医療保健領域委員会総会を開催致しますので、会員の皆様は是非ともお越しください。 

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


 県士会医療保健領域委員会＆山梨県精神科病院協会合同研修会報告 

                              清水隆善 

 平成 31年 3月 3日に標記合同研修会を開催しました。参加者は 19名の（医療保健領域

に携わる）会員でした。 

後日、（公財）日本臨床心理士資格認定協会短期型承認研修会（ワークショップ）に承認

されました。（第２条４項） 

講師として招聘しました小林清香先生は、（一）日本臨床心理士会医療保健領域委員会委

員であられ、パワーポイントを用いての明解な講義及びワークを織り交ぜての進行により、

医療保健領域に携わる者としての、基本的な知識・技能・技術・態度・姿勢等を、講師と

受講者が一体となり楽しく学ばせて頂きました。 

参加者の感想を提示し、今年度も開催予定ですので、開催案内が届きましたら、御多用

とは存じますが、多くの会員の皆様、奮ってご参加をお待ちしています。 

 

「参加者の感想」 

2019年 3月 3日に、県立大学飯田キャンパスにおいて、医療保健領域委員会主催の研修

会に参加させていただきました。講師である埼玉医科大学総合医療センターの小林清香先

生の講義は、丸 1日かけて行われ、テーマは「心理支援としての心理教育」「医療における

コンサルテーション・リエゾン」の 2 本立ててでした。どちらの講義も、先生が大きな総

合病院で心理の専門性を持って柔軟に実践している様子が伝わるわかりやすい内容でした。

私は今自分の実践の中で、試行錯誤しながらこれで大丈夫かなと思っていたことが、こう

いう方法でいいのかと明確になったり、精神科疾患だけでなく、様々な身体疾患を持つ患

者さんへの関わりや心理教育のあり方など多くを学ぶことができました、心理士の働き方

の幅広さや大切なポイントを具体的に教えてもらった気がします。とても充実した研修で

した。 

 講師の小林先生、主催してくださった委員会の皆さま、ありがとうございました。 

 

山梨県立中央病院 齊藤千里 



 

現場で役立つ 
実践的スキル 
&理論

＜Web Online セミナー＞ 
心理職のための実践的プロセスワーク講座 

2019

＜Web Online セミナー＞ 
心理職のための実践的プロセスワーク講座 

2019
「理由はよくわからないけれど、クライエントがどんどん良くなっていく」。心理臨床の場面では、実はよくみられる
現象ではないでしょうか。心理職はクライエントや家族、あるいはチームに対して実際には様々な援助を行っているに
も関わらず、自分のしていることに意外と気づけていないことも少なくありません。 
　この連続講座では、個人の内面だけでなく、人間同士の関係性、集団や組織などの様々なレベルについて「何が起き
ているのか」を詳細に見立てていく「プロセスワーク」をベースに、「既にできている事」にもしっかりと目を向けな
がら、「さらにここから何ができるのか」ということについて、プロセスワークの視点（理論）やスキル（介入）を学
んでいきます。

臨床場面 
についての 
ケース検討

体験的理解 
を助ける 

エクササイズ

受講料（全10回） 
　一般／87,500円　　学生／75,000円 
　再受講割引（一般）／43,750円 
　再受講割引（学生）／37,500円 
　（再受講割引の対象となるのは、2018年度に5回 
　　位以上受講の方となります）

主催 
（社）日本プロセスワークセンター

お申し込み先 

http://ptix.at/8WtWjC 
＊Peatixでのお申し込みが難しい方は、　　 
　entry@jpwc.or.jpまでメールでお申し込みください。

✴ 原則として全10回のご参加を前提としてお申し込みください。 
✴ 定例型研修のポイントは出席率（70%以上）も目安となります
のでご注意ください。 

✴ 単発でのご参加もお受けしておりますので、ご希望される方は
entry@jpwc.or.jpまでご連絡ください。 

＜キャンセルポリシー＞ 
やむを得ない事情で欠席される場合には、セミナー開始の48時間
前までに、entry@jpwc.or.jp までご連絡ください。1回あたりの
セミナー料金から振込手数料を引いた金額を返金いたします。
（JPWC主催の他セミナーの受講料に振替も可能です） 
48時間前までにご連絡がいただけない場合、1回分のセミナー料金
をキャンセル料としていただきます。

Web Online セミナー 

• インターネットにつながるPCやタブレット、
スマートフォンなどとカメラとマイクがあれ
ば、どこからでもご参加していただけます。 

• ZOOMの利用料金は無料です。 
• 講座の第1回目では、ZOOMの使い方について
の時間も設けております。

✤ 日本臨床心理士会の定例型研修（４ポイント）への申請を予定しています。

【プロセスワークとは？】
1970年代にユング派の分析家であったアーノルド・ミンデルと同僚たちによって生み出され
た心理療法。ユング派は「夢には意味がある」と考えるが、プロセスワークでは「生じてくる
ことはすべてに意味がある」と考え、クライエント自身がその意味を探っていくことで、自分
の知らなかった一面（影）に出会い、より全体的なシステムへと成長していくことをサポート
する。クライエントの見ている現実世界やどのように世界を捉えるか（チャンネル）に気づき
を向けながら、クライエントが生体として発する反応（フィードバック）を手がかりに心理療
法を進めていくため、深く倫理的で非侵襲的である。また、現在では個人カウンセリングから
発展し、カップル（二者関係）、家族関係、小集団（組織）、国家や世界の問題へその対象を
広げ、国家間の葛藤や組織開発におけるファシリテーション技法としても用いられている。

参加しやすい 
WebOnline 
セミナー

• このセミナーは、「ZOOM」という
Web会議システムを使って行います。

申込締切 
5月15日(水)



講座の紹介講座の紹介
日時／タイトル 講師 扱うテーマ

2019年5月24(金) 
20:40~21:00 佐野浩子 ZOOMの使い方

第1回 
2019年5月24日(金) 
21:00~23:00 
オープニング 
「プロセスワーク理論と構
造」

坂元仁美

講師の紹介／自己紹介 
ケースの「地図」作り～「構造」という捉え方 
• プロセス指向心理学の基本的な考え方 
• ケースを理解するために、クライエントの言葉や非言語のシグナルを構造と
してみて、仮説という「地図」を作る。 

• クライエントのフィードバックを見ながら地図を修正する。

第２回 
2019年6月21日(金) 
21:00~23:00 
「シグナルに気づく」

村松康太郎
心理面接における非言語シグナルの活用の仕方 
• クライエントの表情や姿勢、声のトーン（シグナル）に気づき、整理するた
めの方法。 

• シグナルの意味をクライエント自身が気づくための方法。

第３回 
2019年7月26日(金) 
21:00~23:00 
「身体と心」

坂元仁美
臨床現場で役立つ身体へのまなざし 
• ケース理解のために知っておくと良い身体や身体症状への視点。 
• クライエントから身体に対する体験が見られたり語られたりした時にできる
こと（実例や体験をもとに）。

第４回 
2019年8月23日(金) 
21:00~23:00 
「逆転移」

佐野浩子

逆転移（ドリームアップ）を現場で活かす 
• 個人セッション、組織、あらゆる現場で起きていることを理解して活かすた
めの逆転移の考え方。 

• セラピスト自身が感じたことを排除するのではなく、“活かす”。 
• 逆転移を有効に活かすための工夫（事例などから）。

第５回 
2019年9月20日(金) 
21:00~23:00 
「ロールプレイ」

村松康太郎

プロセスワーク的ロールプレイの活用法 
• プロセスワークにおけるロール理論（場の理論）、展開と介入。 
• トレーニングとしてではなく、臨床現場に活用するコツ。 
• ロールプレイを活用した、共感的理解に基づくコンサルテーションや事例の
紹介。

第６回 
2019年11月22日(金) 
21:00~23:00 
「プロセスワーク流瞑想」

國本貴久

プロセスワークの瞑想法～インナーワーク 
• セラピストの中に湧いてくる“ひっかかり”や感情などを、傍に追いやるので
はなく、むしろそれを扱うことで、クライエントをより理解したり、介入の
手がかりとしたりするプロセスワークの瞑想法について実践的に学ぶ。 

• セラピストが非難されたり混乱した場面で役に立てる方法。

第７回 
2019年12月20日(金) 
21:00~23:00 
「会議におけるファシリテ
ーション」

佐野浩子

臨床心理士がケース会議や他職種連携会議で役立つために 
• 会議におけるコミュニケーションプロセスそのものを深め、参加者が充実し、
腑に落ちる形で会議が終われるようなファシリテーションの方法について。 

• ファシリテーションの観点を学ぶことで、個人の内界や家族・カップルなどに
起きていることを読み取り、整理しやすくする。

第８回 
2020年1月24日(金) 
21:00~23:00 
「二者の関係性」

國本貴久
臨床心理士が出会う“関係性”～二人の物語を読み解くファシリテーション～ 
• ＜二者の関係性＞について、プロセスワークの見立てを学ぶ。 
• 見立てに基づいた介入と、実際の事例における介入後の展開を知る。 
• セラピストが自分自身の関係性をファシリテートできるようになること。

第９回 
2020年2月14日(金) 
21:00~23:00 
「通常でない意識状態の人
への関わり」

佐野浩子

通常ではない意識状態の人をどう見立て、どのように関わるか？ 
• プロセスワークでは、“意識状態”をどのように見るか。 
• 昏睡状態の人への関わり～コーマワーク 
• 精神病状態の人への関わり～シティシャドウ

第10回 
2020年3月13日(金) 
21:00~23:00 
クロージング

全講師

これまで学んだことの振り返り 
• 未消化な部分や質疑応答など。 
• ミニスーパービジョン。 
• インテグレーション（統合）



  

講師の紹介講師の紹介

國本貴久（くにもと　きく）
JPWC認定プロセスワーカー（ディプロメイト） 
日本プロセスワークセンターファカルティ 
臨床心理士 
山形大学大学院教育学修士 
千葉県スクールカウンセラー 
基礎絵本セラピスト 
二児の母

坂元仁美（さかもと　ひとみ）
PWI認定プロセスワーカー（ディプロメイト） 
日本プロセスワークセンターファカルティ／監事 
臨床心理士 
米国ユニオン大学博士（心理学／死生学） 
慶應義塾大学大学院社会学修士 
Technosophics,Ltd. 代表

佐野浩子（さの　ひろこ）
PWI認定プロセスワーカー（ディプロメイト） 
日本プロセスワークセンターファカルティ／センター長 
臨床心理士 
米国プロセスワーク研究所プロセスワーク修士 
文教大学大学院人間科学学修士 
湘南藤沢徳洲会病院臨床心理士 
Presence Bloom 代表

村松康太郎（むらまつ　こうたろう）
JPWC認定プロセスワーカー（ディプロメイト） 
日本プロセスワークセンターファカルティ／教育担当 
臨床心理士 
武庫川女子大学大学院臨床教育学修士 
山梨県、神奈川県スクールカウンセラー 
Earth Dreaming 主催

プロセスワーク（プロセス指向心理学）は、独自の資格「認定プロセスワークディプ
ロメイト」に基づいて心理療法・ファシリテーションを行っており、現在世界約30カ
国の認定機関がこの資格を発行しています。日本プロセスワークセンターは、IAPOP
（国際プロセス指向心理学協会）に認定された日本で唯一の資格発行機関です。

お問い合わせ 
一般社団法人 日本プロセスワークセンター 
東京都品川区上大崎３丁目１０－６４ 
        : 03-6409-6558             : entry@jpwc.or.jp 
        : https://jpwc.or.jp/

お申し込み 
http://ptix.at/8WtWjC  
Peatixでのお申し込みが難しい方は、
entry@jpwc.or.jp まで、メールにて 
お申し込みください。

申込締切 
5月15日(水)
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第１号通信 2019年 2月 

日本コラージュ療法学会第 11回大会 

＜大会テーマ＞ 

アートセラピーの広がりの中で 

―コラージュ療法の可能性と発展― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大会の概要＞ 

会場：金城学院大学 〒463-8521 名古屋市守山区大森 2-1723 

日程：2019年 8月 3日（土）～4日（日） 

大会内容： 

☆ワークショップ：全 7コース 

☆特別講演： Dr. Janek Dubowski (英 University of Roehampton)  （通訳あり） 

Art Psychotherapy: Providing a creative approach within the psychological therapies 

 対  談：今村友木子 （金城学院大学） 

 司  会：牧 田 浩 一 （北星学園大学） 

 日本コラージュ療法学会は今大会で第 11回を迎えます。前回，愛知県で開催したのは第 6

回大会で，5回の節目の次の一歩をテーマにしていました。今回も 10年という節目の「次」に

あたります。愛知県は当学会の新しい一歩とご縁のある場所なのかもしれません。 

 これまでの 10年間，学会は設立の精神に則り，『コラージュ療法』の確かな知識に基づいた

実践と研究が活発に議論されることを目指して努力してきました。そして，各大会での貴重な

事例発表，基礎研究発表によって，学会の発展が支えられてきました。 

 コラージュ療法が，広いアートセラピーの中の一つの技法として十分に定着した現在，「コラ

ージュ療法」のことだけを議論するのではなく，さまざまな他のアートセラピーとの柔軟な交流を

持つことは，クライエントの心を理解し，心理的援助を行っていくうえで，貴重な学びにつなが

るのではないでしょうか。また同時に，コラージュ療法そのものについても，これまでにはない発

見があるかもしれません。 

 今回，特別講演には，イギリスからヤネック・デュボスキー博士（ローハンプトン大学）をお招き

します。デュボスキー博士は，長くアート・セラピストとして活躍され，多くの臨床家を指導してい

ます。その経験に基づいた「心とアート」についてのお話を，皆さんと共にお聞きできるのを楽

しみにしています。 

 また，会員の中には，コラージュ療法をほかの非言語的アプローチとともに実践されている方

もいらっしゃるのではないでしょうか。活発なご発表やご参加を期待しています。 

 

日本コラージュ療法学会第 11回大会 大会長 今村 友木子（金城学院大学） 
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☆研究発表：事例研究・基礎研究 

☆総 会：学会員の方はご出席ください。 

☆懇 親 会：8月 3日（土）に金城学院大学にて開催予定です。皆様のご参加を心よりお待

ちしております。 

 

＜大会スケジュール＞ 

8月 3日（土） 

9:30 10:00-12:30 12:30-14:00 14:00−16:30 17:00−19:00 

受付 ワークショップ 昼休み・理事会 特別講演 懇親会 

※昼食時に理事会が開催されますので，理事の方はご出席願います。 

8月 4日（日） 

9:00 9:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:15 13:30-15:30 

受付 

研究発表（事例） 昼休み 

司会者・指定討論者 

打合せ 

総会 

研究発表（事例） 

研究発表 

（基礎） 

研究発表 

（基礎） 

研究発表 

（基礎） 

研究発表 

（基礎） 

        ※会員の方は，総会にご出席ください。昼食持ち込み可。 

 

 

＜大会参加申し込み＞ 

 

☆予約参加：下記の要領で手続きを行ってください。メールでの申し込みは一切受け付けま

せんので，ご了承ください。6月 20日までは早期申し込み料金となります。6月

21日以降の予約は，7月 20日まで受け付けますが当日参加と同じ料金です。 

１）参加費の振込み 

同封の払込取扱票の通信欄に参加の詳細と金額を記入し，下記口座へお振込ください。 

ゆうちょ銀行 

口座番号： 00850-4-73295 

加入者名： 日本コラージュ療法学会大会準備委員会 

２）申込み 

  参加費のお振込みを済ませた上で，同封の「ワークショップ・大会・懇親会 申込書」

（往復ハガキ）に必要事項を記入し往信返信ともに切手を貼付の上，お送りください。

振込みが確認できませんと受付が完了したことになりませんのでご注意ください。 

３）受付完了のお知らせ 

  後日，大会事務局から領収書・予約参加証のハガキを返信いたしますので，大会当日ご

持参ください。参加受付の際に必要になります。 

☆ご注意：払い込まれた諸費用は事情の如何に関わらず返金できませんので，ご了承くださ

い。 
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☆当日参加：できるだけ予約での参加をお勧めしますが，当日参加も受け付けます。なお，ワ

ークショップ及び懇親会への参加は予約が必要です(人数に余裕がある場合に

限り，当日受付を申し受けます)。 

４）参加費（早期申込料金） 

 

 会員 非会員 

一般 大学院生 一般 大学院生 

ワークショップ 5,000円 3,000円 6,000円 4,000円 

大会参加 7,000円 5,000円 8,000円 6,000円 

懇親会 一般 5,000円，大学院生 4,000円 

※早期申込締切日（6月 20日（木））までに申し込まれた方には，上記早期申込料金が適用さ

れます。当日参加を含む 6月 21日（金）以降にお申し込みの方は，ワークショップおよび大

会参加費のそれぞれに 1,000円をプラスした金額となりますので，ご了承ください。 

※大会参加費には，ワークショップ受講料は含まれませんのでご注意ください。 

 

◎参加資格について 

大会の参加には，原則として日本コラージュ療法学会会員であることが必要です。ただし，

非学会員でも臨床心理士・公認心理師の有資格者，臨床心理学を学んでいる大学院生，心理

臨床・医療・教育・福祉・産業・司法（矯正）領域等で対人援助職に従事されている方は参加

可能です。なお，事例に関する守秘義務を守れる方に限ります。 

 

＜研究発表の申し込み＞ 

１）研究発表は，口頭発表とします。 

２）口頭発表には，事例研究発表と，基礎研究発表を含みます。 

◇事例研究：１発表あたり討議を含めて 2時間。 

◇基礎研究：１発表あたり討議を含めて 1時間。 

場合によっては発表形式の希望に添えないことがありますのでご了承ください。 

また，会場や時間の都合により多少の変更があり得ますことをお許しください。 

３）発表事例の条件 

発表事例は「継続中の事例」ではないもの（ただし，中断の事例や経過が長期にわたらざ

るを得ない場合にはこの限りではありません），原則としてクライエントの了承を得た

ものとします。 

４）研究発表者は本学会の会員でなければなりません。発表希望者で会員でない方は，至急

入会の手続きをお取りください。 

５）研究発表の申し込み手続き 

研究発表を申し込まれる方は同封の発表申込書（コピー可）にご記入の上，3 月 25 日

（月）までに郵送（封筒任意）あるいはメールで第 11 回大会事務局にお送りください。 
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＜その他＞ 

１．昼食について 

大学周辺には飲食店・コンビニなどがないため，各自でご用意ください。 

２．宿泊について 

宿泊施設は，各自で手配していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

３．今後の予定 

2月       第 1号通信発送 

3月 25日 研究発表申し込み締め切り 

4月 15日 発表論文集掲載原稿提出締め切り 

6月 20日 ワークショップ受講申し込み・大会予約早期参加申し込み締め切り 

6月下旬  ワークショップ受講者に予約参加証を発送（受講コースの決定通知） 

7月中旬  プログラム・第 2号通信・発表論文集発送 

４．「臨床心理士」資格更新ポイントについて 

  大会 1 日目午前のワークショップと午後のシンポジウムの両方へ参加された場合に研修

ポイントを資格認定協会へ申請を予定致しております(「日本臨床心理士資格認定協会が

認める臨床心理学に関するワークショップまたは研修会」の分野に申請予定)。 

 

 

＜第 11回大会に関する連絡先＞ 

〒463-8521  名古屋市守山区大森 2-1723 

         金城学院大学人間科学部 今村友木子研究室内 

日本コラージュ療法学会第 11回大会準備委員会 

    E-mail: collage.conference@gmail.com 

  

＜学会事務局＞ 

〒840-0806  佐賀県佐賀市神園 3丁目 18-5 西九州大学臨床心理相談センター内 

日本コラージュ療法学会事務局 

   E-mail：collage@mail2.nisikyu-u.ac.jp 

 

＜学会ホームページ＞ 

日本コラージュ療法学会 

http://www.kinjo-u.ac.jp/collage/ 



マインドフルネスストレス低減法 8 週間プログラム 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) 

 

【日 程】2019 年 6月 9日～7 月 28 日の毎週日曜日および 8 月 3日の土曜日、全 9回 

    第 1部： 午後 12：30 ～ 3：00 （初日・最終日のみ 3：30まで） 

    第 2部： 午後? 4：00 ～ 6：30 （初日・最終日のみ 7：00まで） 

     7月 21 日は終日（午後 12：30 ～ 7：00） 

【定 員】各部１５名程 (定員になり次第、締め切らせて頂きます） 

【会  場】東京都中央区湊１－１－１２  HSB 鐵砲洲湊ビル１ F（八丁堀駅徒歩 3 分）

https://www.uit.gr.jp/info-portal/category/tokyo-ja/tokyo10/?link_id=589  

      ＊7月 7日のみ別会場の予定。 

【費 用】80,000 円（消費税込）＊経済的な理由で参加困難な方、また学生の方には参加費の一部補助

プログラムを用意しています。ご希望の場合には、メッセージ欄にその旨ご記入ください。 

【オリエンテーション】 

4 月 21 日（日）午後 4：30～6：00、4月 27 日（土）午後 8：00～9：30 

 オンライン会議で実施します（無料通話でのご参加も可能です）。＊いずれの日程も難しい場合は、ス

ライド（会議ビデオ）をご覧いただき、参加を決めて頂きます。 

 

【講師略歴】 

 山 本 和 美 

 臨床心理士、医学博士、日本心身医学会認定医療心理士、日本ヨーガ禅道院教師(ヨーガ歴 20年）、関西

医科大学心療内科学講座研究員、西京都病院心療内科勤務。2013 年－2015 年：マサチューセッツ大学マ

インドフルネスセンター主催 MBSR講師養成課程修了後、MBSR Qualified Teacher 資格取得。2016 年：

Mindfulness-Based Cognitive Therapy(MBCT)Professional Training 修了。 .b (英国で創られた中高生の

ためのマインドフルネスプログラム)/.b foundations teacher 

 

伊 藤 靖  

 医師、医学博士、総合内科専門医、老年病専門医、米国内科学会フェロー、神戸徳洲会病院勤務、関西

医科大学心療内科学講座研究員。2009 年より勤務病院にてマインドフルネスストレス対処講座開催、

2013 年：勤務病院にてマインドフルネス健康講座開催、2013 年－2015 年：マサチューセッツ大学マイ

ンドフルネスセンター主催 MBSR 講師養成課程修了後、MBSR Qualified Teacher 資格取得。2019 年 

MBSR Certified Teacher資格取得。 

.b (英国で創られた中高生のためのマインドフルネスプログラム)/.b foundations teacher、臨済禅歴１8

年 

 

 【お申込方法および詳細】MBSR 研究会のホームページ（https://www.mbsr-study-group.com/8-mbsr）

またはメール (office@mbsrjapan.com)までご連絡ください。 
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