
 

 

 

 

  

  

 

 

近年、国のハラスメント対策が進みつつあります。色々な場面で役に立つ  

様々なハラスメントに関する最新の情報と対策が学べる研修会です。 

【講 師】  山梨労働局 雇用環境・均等室 室長 

【内 容】  職場におけるハラスメントの種類とその対策について 

【日 時】  ２０１９年１１月９日（土）  １３：３０～１５：３０ （２時間）   

（受付開始１３：００）     

【場 所】  山梨県立青少年センター 本館 第３研修室  

            甲府市川田町５１７  

【参加費】  無料 

【定 員】  ２０名（先着順で定員になり次第締め切ります。） 

【申し込み方法】    

①お名前 ②連絡先アドレス を明記の上、下記アドレス宛に電子メール   

でお申し込みください。 

締め切り １０月２７日（土） 

お問合せ/申し込みアドレス psychoyamasangyo@yahoo.co.jp

山梨県臨床心理士会 産業領域委員会主催 研修会 

 

 



【日時】2019年9月24日（火）18:20～20:20

【場所】山梨英和大学 202教室

【内容】

1、臨床心理士会における災害支援体制について

比志真美（被害者支援委員長・山梨県立大学）

2、大規模自然災害発災後にスクールカウンセラーが果たす役割について

～クロスロードゲームとBrain Writing Sheet を活用した記録用紙の作成、

受援と相互支援に焦点をあてた自然災害発災時の支援の在り方について～

吉田惠子（日本臨士会 被害者支援担当理事・県立中央高校）

学校臨床心理士委員会・被害者支援委員会 合同研修

スクールカウンセリング研究会・
被害者支援委員会 災害支援部門研修

【連絡先】
学校臨床心理士委員会 石原 scyamanashi@yahoo.co.jp
被害者支援委員会 比志 psychoyamashien@gmail.com

被害者支援委員会では、平成26年から日本臨床心理士会中部ブロック会議に年1～2回
出席してきました。愛知、静岡など中部地方各県代表者が集まり、災害時の支援体制や支援
内容を整理しています。そこでは主に、スクールカウンセラーの緊急支援体制作り（SCの派遣と
受入体制に伴う各種作業、教育委員会との連携について等）が話題になっていました。
1では、日本臨床心理士会における災害支援体制や、これまでの中部ブロック会議で話題に
なった情報を共有します。2では、特に、本年7月に福井県で行なわれた第3回中部ブロック会
議・研修の内容を重点的にお伝えします。また被害者支援研修（2019年6月）で行なった
「防災シュミレーションゲーム クロスロード」を体験していただければと思っています。よろしくお願い
いたします。

事前申込等は不要です。ふるってご参加ください。
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2019 年 8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 3回（7/22(月)）は吉田恵子先生の発表でした。『高等学校における減災ツールとしての

スマートフォンの活用〜スマホのポジティブな活用に焦点をあてた情報モラル教育〜』と

題された、吉田先生が教育センター在職時に行った実践研究のご発表と、現在ご勤務されて

いる高校の実状についてご説明してくださいました。「減災」というテーマの実践研究の内

容は非常に臨場感と迫力あるもので、生徒たちだけでなく、私たち SCも訓練する必要のあ

る内容でした。またスマホの利用や情報モラル教育については、高校に限らず、小中学校に

とっても、ゲーム依存やネット上でのいじめ問題含めて、喫緊の課題となっており、SC も

保護者からの相談を受ける機会が増えています。スマホや SNSは知識の有無や活用の仕方

により、ネガティブにもポジティブにも利用できるツールであること、また学力との関連な

ど SC として学ぶところの多い大変有意義な時間となりました。ありがとうございました。 

 

 第 4回（8/26(月)）の発表者（研究会ファシリテーター）は古田広久 SCです。テーマは『小学

校スクールカウンセラー事始め』を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

第 4 回（8 月 26 日(月)） 

 ・発表者／勉強会ファシリテーター：古田広久 SC 

 ・テーマ：『小学校スクールカウンセラー事始め』 

 ・内容：古田 SC より『医療分野での長い間の勤務から不慣れな教育分野の飛び込み、

1 学期が終了したところです。ここ 4 カ月足らずの動きを振り返ると共に、早々に

要請があって実施した学校保健委員会学習会での「子育てに活かしたいマインドフ

ルネス」のスライド原稿を紹介しながら、小学校における配置型新人 SC としての

立ち位置を確認したい』 
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※ 来月以降の予定 

 

 

 

 

第 5 回目予定〔担当：  SC〕 

第 6 回目予定〔担当：  SC〕：  

第 7 回目予定〔担当：  SC〕：検討中 

第 8 回目予定〔担当：  SC〕：検討中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。今年度の事例発表者／研究会ファシリテーターの募集は終了しました。来年度

の発表をご希望の方は scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：石原）にご連絡ください。 

 発表に関する詳細は、ホームページから先月の広報を御覧ください。 

第 5 回（9 月 24 日(火)）被害者支援委員会災害部門・学校臨床心理士委員会合同開催 

※9/23(月)が秋分の日のため火曜日開催となります 

 ・発表者／勉強会ファシリテーター：比志真美 CP・吉田恵子 T合同 

 ・テーマ：『災害時における支援』 

 ・内容：臨床心理士会の《災害支援中部ブロック会議》の内容をご報告していただけるの

ことです。災害支援はスクールカウンセラーの緊急支援にも大きく関わる内容ですの

で、ふるってご参加ください。 

   被災者支援委員会との合同開催となりますので、同委員会の方々も参加予定です。 

 

 

 

第 6 回（10 月 28 日(月)） 

 ・発表者／勉強会ファシリテーター：齊藤徳仁 CP 

 ・テーマ：『医療領域の心理専門職と学校領域の心理専門職の連携と課題』 

 ・内容：学校から病院へ連携する時、どのように情報提供をするのか、どのように診察

結果や方針をいただくのか、迷いながら活動されている方が多いのではないでしょ

うか。今回は、総合病院にお勤めの心理士さんから、ケースの実践や課題について

お話しいただきます。それぞれの領域の心理検査のありようについても情報交換し

ながら検討します。 

 

 

 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 

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

齊藤徳仁 CP 保坂三雄 SC 佐野孝枝 SC 設楽友崇 CP 内部研修会 

 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
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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） 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp


令和元年度 被害者支援委員会 

 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９月２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：  山梨県弁護士会との交流会 

     “犯罪被害者支援や学校のいじめ問題などの事例に基づいて” 
      講師  渡邊 森矢 弁護士 他 

 

☆  会員の皆様の積極的なご参加をお願いいたします。	
	

☆ 守秘義務のある専門職の方も参加可能です。 

 

 

第 3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 



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。



 

第10回リワークについて考える学術講演会

後藤 剛先生
社会医療法人二本松会 山形さくら町病院 精神科

2019年 9月20日（金）18：45～20：30

山梨県立図書館 2F 『多目的ホール』
〒400-0024 山梨県甲府市北口2丁目8-1 TEL：055-255-1040

当日、お弁当をご用意しております。
☆日本医師会生涯教育講座の認定（１.５単位 CC４、１５）を申請中です。
☆日医認定産業医制度に基づく基礎研修（後期）3単位、または生涯研修（専門）3単位を申請中です。
☆当講演会は日本薬剤師研修センター認定薬剤師制度の認証単位《１単位》を申請中です。
☆日本病院薬剤師会精神科薬物療法認定薬剤師認定講座単位対象予定《0.75単位 1.５時間》です（申請中）。
（日本病院薬剤師会精神科薬物療法認定薬剤師認定講座単位取得のためには、研修会終了後２週間以内に
メールによるレポート提出が必要となります。また当日受付にて参加費500円を徴収させて頂きます。）

共催：中巨摩医師会 山梨県薬剤師会 山梨県病院薬剤師会
甲斐うつとリワーク連絡会 ファイザー株式会社 大日本住友製薬株式会社

座長

演者

日時

会場

『地方都市におけるうつ病からの復職支援
～リワーク医と産業医の視点から』

製品紹介 「イフェクサーSR」 ファイザー株式会社 18:45～19:00

大橋 昌資先生

【特別講演】 19:30～20:30

響ストレスケア～こころとからだの診療所 院長

【一般講演】 19:00～19:30

演者

浅川 理先生

特定医療法人南山会 峡西病院 理事長

『外来での就労継続支援
～うつ病リワークのエッセンスを用いて』

2019年7月作成
EFX92J045B

【問い合わせ・申込み】 

申込締切︓9 ⽉ 6 ⽇（⾦）  

申込⽅法︓ご所属、お名前、職種 をご記⼊いただき下記のメールまでお申込ください。 

甲斐うつとリワーク連絡会 事務局（響ストレスケア〜こころとからだの診療所 ⼭本） 

Mail:yamamoto.stresscare@amail.plala.or.jp       FAX︓055-267-0118 



日本臨床心理身体運動学会 

第 65回研修会・第 36回講習会のご案内 

1.概要 

○ 日 時：2019 年 9月 16 日（月） 

  会 場：新潟第一ホテル 「新柳」   

     〒950-0086 新潟市中央区花園 1丁目 3 番 12号 

     Tel. 025-243-1111 

○［講習会］10：00～12：00（受付開始 9：30～） 

「心理臨床における身体」と「スポーツにおけるこころ」の探求 

  

 語り手：中島登代子（理事長） 

 聞き手（企画者）：髙橋幸治（常任理事、研修担当） 

  

 アスリート（の心理臨床）が、心理臨床学にとって意味をもつと考えたの

は、私自身の臨床家としての経験に加え河合隼雄先生との出会いが大きかっ

た。その時の「感触」は、20余年を経た今も変わっていないし、当該領域に可

能性や広がりさえ感じつつある。今回、北信越地区での初めての学会大会の開

催前夜に研修会（講習会）を行うのは、地域の多くの学会員外の人々＝心理臨

床家、医師、研究者、保育者、社会福祉士、現職教員、アスリート、競技指導

者等に広く参加を促し、ともに学びあう機会と場を提供するために計画され

た。この姿勢は、ほぼ事例研究のみで研修を行っており守秘の原則が厳しく守

られている当学会では、きわめて異例であるが、学会設立前夜の発起人らのも

ともとの姿勢ではある。（中島） 

本企画はよって、心身相関に興味がある心理療法家と、心法論や心理学に興

味をもつアスリート・アスレチックトレーナー、多領域の研究者、保育や教育

の現場で子どものこころとからだに付き合っている専門家、日々非言語的コミ

ュニケーションを強いられている介護士と、痛みや心因性・本態性の疾患に脳

由来の原因以外に興味を示す精神科医、整形内科医、心療内科医 etc.―彼らは

もともとわが学会の構成メンバーであった―に向けてのものである。 



当学会の設立趣意に立ち戻りつつ、理念を受け継ぎ、現状認識を共有し、来

し方を語り合いたい。心理臨床における身体、スポーツにおけるこころ、それ

らがからむ場所で現れる様々なことを身体的、全体的な配慮をもって探求する

ことは、当学会の意義だと考えられる。また、今回新潟での開催ということに

も、縁や時のようなものを感じていて、それにも期待している。 

（企画者：高橋） 

○［研修会］14：00～17：00（受付開始 13：30～） 

 事例検討会  

 指定討論者： 中島 登代子（溪蓀塾心理教育相談室）  

        名取 琢自 （京都文教大学教授） 

○ 参加資格：以下の条件のいずれかを満たす方 

日本臨床心理身体運動学会の会員及び非会員の方が参加できます。ただし、

非会員の場合、①臨床心理士有資格者、②臨床心理士養成指定大学院生、③本

会正会員の推薦を受けた方、のいずれかになります。いずれの場合も心理臨床

事例に関する守秘義務を守れる方に限ります。 

※上記の②の指定大学院生は、下記の要領にて申し込み後、事務局から配信

する本会指定の秘密保持の同意書を印刷し、署名・捺印の上、当日ご持参下さ

い。③の本会正会員の推薦を受けた方も、申し込み後、事務局から配信する本

会指定の秘密保持の同意書及び推薦状に推薦者の署名、捺印の上、当日持参下

さい。 

 

2.研修ポイントの取得 

日本臨床心理士資格認定協会「臨床心理士教育・研修規定別項」第 2条第 3項

「本協会が認める関連学会での諸活動への参加」の通り、講習会+研修会の参

加により、2ポイントが付与されます。 

 

3. 参加申し込み方法 

○ ステップ 1：参加申し込みフォームは下記 URLへアクセス 

 https://mailform.mface.jp/frms/osakana/6v12ispx1wqs 

（予約参加申し込み締め切り：2019 年 9月 11 日） 

https://mailform.mface.jp/frms/osakana/6v12ispx1wqs


※上記サイトが閲覧できない場合には、sakana@kuins.ac.jp へご連絡をお願い

いたします。 

○ ステップ 2：参加費振込 

電子メールでの通知を受け取った後、下記振込先に参加費を納入して下さい。 

【研修会・講習会参加費の振込先】（ゆうちょ銀行口座） 

① ゆうちょ銀行口座から郵便局のＡＴＭで口座間振替する場合 

ゆうちょ銀行 店名「四四八（ヨンヨンハチ）」 口座番号：３１４７９３８   

② ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込む場合 

ゆうちょ銀行 記号（口座・通帳記号）：１４４１０ 番号：３１４７９３８１ 

加入者名：日本臨床心理身体運動学会 研修委員会 

○ 参加費（事前振込み締切り：2019 年 9月 11 日） 

○会場について（詳細は、https://0252431111.com/access を参照ください） 

 

〇講習会、研修会のお問い合わせ 

 事前振込み 当日 

研修会 6,000 円 7,000 円 

講習会 6,000 円 7,000 円 

〒673－0521 兵庫県三木市志染町青山 1-18  関西国際大学内 坂中研究室 

        TEL&FAX：0794－84－3596  e-mail sakana@kuins.ac.jp 

mailto:sakana@kuins.ac.jp
https://0252431111.com/access
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