
学校臨床心理士委員会 

 

 
 

1 

2019 年 7月 15 日 

1. 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例年通り、年 10 回の《継続研修会》を開催しております。継

続研修会は、年 9 回の《スクールカウンセリング研究会》（後述）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。継続研修会は《臨床心理士資格更新に関

わる教育研修機会》の 2 群(種)に該当します。10 回の継続研修会のうち、7 回以上の参加

者は 4 ポイントが、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。 

 

2. スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 2 回（6/24(月)）は光城綾子 SCの発表でした。小学校 3 年生の事例検討と、学校で行

った心理検査の所見の書き方・あり方についてご発表がありました。先生は既に県外でのス

クールカウンセラーの経験があり、本県との異同など興味深い内容が多く、活発なディスカ

ッションが行われました。 

 

 第 3回（7/22(月)）の発表者（研究会ファシリテーター）は吉田恵子先生です。テーマは『中央

高校の三部三修制の説明とケース検討』を予定しています。 

 

 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内容／発表形式が可能な

研修会です。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。 

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 時 20 分 ～ 20 時 20 分 

 日程：5 月 ～ 来年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) 

深沢孝之 SC 光城綾子 SC 吉田恵子 T 古田広久 SC 齊藤徳仁 CP 

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

比志真美 CP 未定 佐野孝枝 SC 設楽友崇 CP 内部研修会 
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 事例発表者／研究会ファシリテーターは上述の通り、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 1,000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。 

 

3． 「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。お手元にない方には第 2 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。学校臨床心理士委員会役員にお声をかけてください。 

 

4． 継続連絡事項 

➊ 学校臨床心理士委員会にご登録されている皆様に、拡大委員会（3/16 開催）の報告を送信さ

せていただきましたが、メールが届かない方々がいました。拡大委員会の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。 

 

➋ SC 勤務において、疑問やお困りの事、県への要望などを募集しています（例：「中学から

高校の SC への引継ぎはどうするのか」「引継ぎの時間に手当は出ないものか」等）。些細な

ことでも構いませんので、scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：石原）までご意見をお寄せくださ

い。スクールカウンセリング研究会で話題提供していただくかたちでも結構です。 

 

➌ 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、広報係で構成されており、《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、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。お問い合わせは、scyamanashi@yahoo.co.jp

（担当:松野）までお願いいたします。 

 

➍ 2019 年度拡大委員会が来年 2020 年 3 月 16 日(月)、山梨英和大学 202 教室にて 18:20

より開催予定です。 

（今村） 

【発表内容／発表形式の一例】 

・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紹介や解説 
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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７月２３日（火）  18：00～21：00   

会 場： 県立青少年センター 本館 第４会議室 

発表者： 菅 弘康 氏 

テーマ： 産業領域に関わる事例 

      ※水分補給が必要な方はペットボトル等ご持参下さい。 



2019年 第 1回・第２回  

 

 
子育て支援委員会では、11月 10日の公開講演会に講師として 

田中千穂子先生をお招きする予定です。 

それに先駆けて、第１回・第 2回の研修会は、 

田中先生のご著書を題材に読書会を行います。 

当日は、Active Book Dialogueという事前準備のいらない、 

当日いらっしゃっていただければ OK！の超参加型読書会形式で行います。 

ご興味のある方は、是非ご参加ください。子連れ参加も歓迎です！ 

Active     

Book     

Dialogue 
とは？ 

 

日時 ：第 1回 2019/8/25(日)10時～12時 

第２回 2019/9/29(日)10時～12時 

場所 ：山梨学院短期大学サザンタワー302教室 

申込み：y.kosodate@gmail.com 
 ※本は委員会が用意しますので、購入準備などの必要ありません 

1 冊の本をその場で分担して読み、要約し、

プレゼンします。みんなで読むことで、 

わずかな時間で読み切ることができる！ 

対話をしながら進めることで、気づきが得

られる！といった楽しさがあります。 

協力：山梨学院短期大学地域連携研究センター 

2019年 第 1回・第 2回 

子育て支援委員会研修会 

mailto:y.kosodate@gmail.com


福祉臨床発達研究会 

研究会のご案内 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。2019 年度の研究会について、事例検討会と外部講師をお

迎えしての拡大研修会を行う運びとなりました。つきましては、参加をご希望される方を募集いたします。 

 

 

1. 内容 

① 事例検討会、または参加者からの希望に沿った講義、公認心理師試験対策（担当、小林・中嶋） 

② 拡大研修会（年 2 回予定） 

2. 日時 

  7 月 22 日：事例検討会 テーマ「障害児臨床」 

9 月 30 日：拡大研修会 講師 藤原医院 藤原茂樹先生 

11 月 18 日、1 月 20 日：事例検討会 

3 月 16 日：拡大研修会 

※7 月と 9 月の内容が変更となりました。ご確認ください。 

3. 場所 

社会福祉法人子育ち・発達の里 こころのサポートセンター ネストやまなし 

(山梨県甲斐市島上条 209) 

※電車・バスをご利用の場合…甲府駅下車「甲府駅南口ターミナル」発～「敷島小学校前」下車 徒歩 2 分 

※お車をご利用の場合…山の手通り、韮崎方面に向かって右手側、すき家甲斐島上条店横の道を入り隣。 

駐車場に限りがございます。なるべく乗り合わせてお越しください。 

※場所がわからない場合は事務所までお問い合わせください 

4. 対象 

守秘義務を遵守できる心理・福祉・教育等の専門職 

5. 参加費 

山梨県臨床心理士会会員・準会員の方：無料 

上記以外の方：一会費 2,000 円（大学院生：1,000 円）/年会費 9,000 円 

6. 申込方法 

下記連絡先までメールか FAX で、氏名・連絡先・所属を明記の上お申し込みください。 

 

 

（福）子育ち・発達の里 こころのサポートセンター ネストやまなし 

山梨県臨床心理士会 福祉臨床発達委員会 事務局担当 

TEL：055-267-6903（ネストやまなし内） FAX：055-267-0023 

Mail：nest-y@tw.drive-net.jp 
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山梨県高次脳機能障害者支援センター 令和元年度 講演会

参加費
無料

高次脳機能障害の
理解と対応
～山梨県の支援体制の構築に向けて～

長期的支援の入り口である医療機関で、早期の診断・評価・リハビリテーションが
提供される体制を強化し、地域全体で支えあう仕組みを目指します。

１）山梨県高次脳機能障害者支援センター活動報告
２）山梨県高次脳機能障害を支える会「甲斐路」紹介
３）講演

講師：渡邉 修 先生
東京慈恵会医科大学第三病院
リハビリテーション科 教授

対象 県民一般、当事者・家族
専門職、関係機関 等

お申し込み・お問い合わせ

山梨県高次脳機能障害者支援センター
担当：岩間・三澤・平原（甲州リハビリテーション病院）

055-262-3121（代表）
koshu.hbd@krg.ne.jp

TEL

E-mail

日程

時間

場所

令和元年9月21日（土） 受付開始13:00～

13:30～15:30 講演会
15:45～16:30 個別相談会

ホテル春日居
（笛吹市春日居町小松855）

主催：山梨県・山梨県高次脳機能障害者支援センター
後援：山梨県高次脳機能障害を支える会「甲斐路」

《講演会》

※講演会終了後、
渡邉先生・当支援センター・甲斐路による
個別相談会を開催します。
相談ご希望の方は、事前申し込みをお願いします。



氏 名 所 属 ・ 職 種 ご質問・ご要望等

１

フリガナ

２

フリガナ

３

フリガナ

４

フリガナ

５

フリガナ

高次脳機能障害者支援センター講演会 参加申込書

山梨県高次脳機能障害者支援センター 行

ＦＡＸ：055-262-3727
E-mail：koshu.hbd@krg.ne.jp

申込日 令和元年 月 日

参加申込：
令和元年 ９月 ６日（金）迄

所属または住所                       

ご連絡先 （TEL）                     

参加代表者名                        

＊講演に際し、ご質問やご要望等ございましたら、下欄にご記入ください。

《個別相談会お申込みの方》

お名前（フリガナ）： ご連絡先（TEL）：

ご希望の相談先にマルを付けてください：[ 渡邉先生 当支援センター 甲斐路 ]

＊事前に当支援センターよりご連絡致します。希望者多数の場合、調整させていただきます。



小澤こころのクリニック

小澤 政司

あさなぎクリニック
心療内科

反田 克彦
響ストレスケア

～こころとからだの診療所

大橋 昌資





支える人の学びの場 医療、福祉および教育専門職のための こころ塾 2019 

 

「脳科学、作業療法、臨床心理学から発達障がいを理解する」 

 

医療、福祉、教育の現場で「人を支える仕事」に従事している専門職の方たちを対象に「支

える人たちが元気になる学びの場を作りたい」という発想のもと、2013 年から毎年開催し

てきたこころ塾は、今回でひとつの区切りを迎えます。今年度は、科学、実践、心、という

３つの視点から発達障がいについて考えるプログラムを企画しました。多数の皆様のご参

加をお待ちしています。 

 

・日時：2019 年 10 月 5 日（土）10：30～15：30（受付開始 10：00～） 

・場所：京都大学稲盛財団記念館３階大会議室 地図はこちら 

・定員：100 名 

・参加資格：医療、教育、福祉関係の仕事に従事している方 

・参加料：無料 

 

【プログラム】 

10：30‐10：40  挨拶 吉川左紀子（こころの未来研究センター・特定教授） 

10：40‐11：30  乾 敏郎（追手門学院大学心理学部・教授、こころの未来研究センタ

ー特任教授）「発達障害の新しい捉え方」 

最新の脳科学の理論的知見によると、脳はあらゆる感覚の予測器である。知覚は感覚入力

を予測し、その結果生じた予測誤差が小さくなるように予測を変更することにより感覚入

力を正しく捉えることができる。運動もまた未来の自己受容感覚の予測（期待）であり、予

測誤差が小さくなるように筋肉が収縮するだけであるという。このような立場に立てば、全

く新しい観点で発達障害を理解し、介入することができるだろう。 

 

11：30‐11：50 質疑 

11：50‐12：40 加藤寿宏（京都大学大学院医学研究科・准教授） 

「“さよなら”から幼児期・学齢期の支援（作業療法）を考える 」 

障害の有無に関わらず、子どもは発達・成長し大人になる。京都大学で発達障害の作業療

法をはじめて 30 年。出会った子ども全員が、支援者であるわたしから「さよなら」をし、

自立・自律した生活ができることを目標とし臨床を行ってきた。現実は厳しいが、その中で、

社会人として充実した日々を過ごしている子（私から見れば、何歳になっても子）も多い。

複数の事例を通し、作業療法のキーワードである「適応」という視点から幼児期・学齢期の

支援を考える。 

 



12：40‐13：00 質疑 

13：00‐13：50 休憩 

13：50‐14：40 畑中千紘（こころの未来研究センター特定講師） 

「発達障害と非定型化の時代」 

発達障害は時代の影響を大きく受けてきた概念といえる。京都大学こころの未来研究セ

ンターの発達障害への心理療法的アプローチ研究も 10 年目を迎えたが、昨今では発達障害

の診断を受けていても、典型例とは異なる印象を与えるケースが多いと感じられる。本発表

では臨床実践に基づきつつ、現代社会における「非定型化」という視点から発達障害につい

て考えてみたい。 

 

14：40‐15：00 質疑 

15：00‐15：30 全体討議 

 

【申込方法】 

E-mail でお申込ください。 

件名に、「こころ塾 2019 申込」と明記し、必要事項を記入の上、ご送付ください。 

必要事項 ①氏名（ふりがな） ②所属・職名 ③返信用ご連絡先（メールアドレス） 

※定員に達し、ご参加いただけない場合のみ、ご連絡を差し上げます。 

 

【連絡先／申込先】 京都大学こころの未来研究センター・リエゾンオフィス（平日 9 時～

17 時） 

kokoro-m*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp（お手数ですが、*を@に変えてください）     

主催 京都大学こころの未来研究センター 

共催 京都大学大学院医学研究科 作業療法学講座 発達障害リハビリテーション学研究

室 
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