
令和元年度 山梨県臨床心理士会研修委員会主催ワークショップ

改めて考えてみませんか。

臨床心理士の資格更新ポイントを申請予定です。

山梨英和大学 101教室
（山梨県甲府市横根町888）

【第一部】10:30～12:00
【第二部】13:00～17:15

2019年12月22日 （日）

お問い合わせ：山梨県臨床心理士会研修委員会

会員・大学院生 6,000円
非会員 8,000円
（一日参加の場合）
※半日参加の場合は料金が異なります
詳細は案内文（今後配信予定）をご確認ください。

psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp

日 程

時 間

会 場

参加費

Ｍａｉｌ

＜講師紹介＞
東畑開人（十文字学園女子大学准教授）
臨床心理士，博士(教育学)
2010年京都大学大学院教育学研究科博士課程修了
2013年日本心理臨床学会奨励賞受賞
<著書>
『美と深層心理学』(京都大学学術出版会)
『野の医者は笑う―心の治療とは何か』(誠信書房)
『日本のありふれた心理療法―ローカルな日常臨床の
ための心理学と医療人類学』(誠信書房)
『居るのはつらいよ―ケアとセラピーについての覚書』
（医学書院）

内 容

【第一部】
東畑開人先生ご講演
「ありふれた心理臨床のための人類学」

【第二部】
事例検討会（２事例）
発表者：未定
※事例発表者を募集しています。

指定討論者：東畑開人先生

参加申込サイト https://forms.gle/X1mKTBjzKjkgzUW1A



[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 

済 

済 

済 

済 
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近年、国のハラスメント対策が進みつつあります。色々な臨床場面で役立つ

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 
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2019 年 9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 4回（8/26(月)）のスクールカウンセリング研究会は古田広久 SCより、「子育てに活か

したいマインドフルネス」という学校で行った講演用資料と共に、今年度からスクールカウ

ンセラーになって数か月経ったところでの感想や事例のお話もされました。既に皆様ご存

知のベテランの先生ですから、豊かな臨床経験に裏打ちされて学校臨床に臨んでいる様子

は安定感があり、なおかつ最先端のマインドフルネス瞑想に基づいた心理教育にも関心を

示されるなど、非常に幅広いお話で大いに参考になるものでした。 

 第 5回（9 月 24日(火) ※9/23(月)が秋分の日のため火曜日開催）は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となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。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。 

 

2019 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

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：比志真美 CP・吉田恵子 CP 

 ・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。 

 

 

 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
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※ 来月以降の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 月 3 日(木)に開催される第 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 

❶ 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。 

❷ 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） 

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
mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp


 

令和元年9月6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）のご案内 

 

拝啓 

初秋の候、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 10 月例会を開催いたしま

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＞ 

小グループ活動や全体活動の中で、森田療法的なアプローチを意識しながら取り組んできました。

その経過を報告したいと思います。当日は、様々な視点からのご意見を頂けたら幸いです。よろし

くお願い致します。 

 

日   時 ： 令和元年10月8日（火）18:00～20:00 

 

場   所 ： HANAZONOホスピタル（精神科デイケア室）  

        山梨県甲府市和田2968 

 

内   容 ： 1.研修・話題提供 

「精神科デイケアにおける、森田療法的アプローチの試み」 

担 当：望月 亘 先生（HANAZONOホスピタル） 

 

2.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。 

 

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




2019年 第 1回・第２回  

 

 子育て支援委員会では、11月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回研修会では、田中先生のご著書「障碍の児のこころ 

関係性のなかでの育ち（ユビキタスタジオ）」を読み、学びを深めあいました。 

第 2回研修会も事前準備のいらない超参加型読書会：Active Book Dialogue

を予定しました。「プレイセラピーへの手引き(日本評論社）」を題材とします。 

ご興味のある方、11月の講演会に参加予定の方は、是非ご参加ください。 

はじめての方、子連れ参加の方も歓迎です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ：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 

協力：山梨学院短期大学地域連携研究センター 

2019年第 2回 

子育て支援委員会研修会 

2019年公開講演会 子どものこころと親子の育ち 
 日時：2019年 11月 10日（日） 

午前の部－10時 30分から 12時 30分（10時受付開始） 

午後の部－13時 30分から 16時 30分（臨床心理士対象） 

  講師：田中千穂子先生 学習院大学教授・臨床心理士 

※午後の部において、事例提供していただける方を募集しています。 

ご希望の方は、y.kosodate@gmail.comまでご連絡ください。 

詳細を事務局よりご案内いたします。 

 

 

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、9 月に外部講師をお迎

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. 日時： 9 月 30 日（月） 19 時～ 

 

2. 内容： 拡大研修会 講師 藤原医院 藤原茂樹先生 事例検討会 

 

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  

mailto:nest-y@tw.drive-net.jp


山梨社会的養護フォーラム 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018（平成 30）年度に山梨県内で対応した児童虐待相談の件数は、1,492 件で前年度比 16％の増加となってい

ます。また、本県市町村が対応した児童虐待相談における被虐待児と虐待者の要因をみると、被虐待児に発達障

害が認められる事例が 39.2％を占め最も多くなっています。一方、虐待者の要因では、不適切な育児知識・技術

や育児姿勢が最多の 32.4％となっています。これらは、社会的養護の代表例である児童虐待への対応や予防を考

える上で、発達障害のある子どもに対する正しい養育知識・技術等を確実に修得することが、児童養育の第一義

的責任者である保護者はもちろん、子どもの最善の利益を優先した養育を行う里親や児童福祉施設職員、学校な

ど、子どもに関わるすべての人に求められていることを示しています。 

そこで、発達障害のある子どもの診療に取り組み、連載コラム「にじいろ子育て」で子ども一人ひとりの個性

を大事にする子育てを提唱されている本田秀夫先生に、社会的養護を必要とする発達障害のある子どもの理解と

養育上のポイントなどについてご講演いただきます。 

講  師 本田 秀夫 信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 
 

 

総合司会 樋川 隆 山梨学院短期大学保育科教授/地域連携研究センター長 

と き：2019 年10 月22 日（火）10:00～12:00（受付 9:30～） 

ところ：山梨学院メモリアルホール 

対 象：里親、乳児院、児童養護施設等職員、県・市町村職員、保育所・幼稚園・認定こども園職員、 
テーマに関心のある方 

参加費：無料 

●お申し込み方法 
FAX または HP 経由でお申し込みください。 

お電話でも承ります。 
●お申し込み/お問い合わせ 

〒400-8575 甲府市酒折 2-4-5 

山梨学院生涯学習センター 
TEL ：055-224-1355（平日 9:15～16:45） 

FAX：055-224-1496 

URL：https://www.ygu.ac.jp/learning/ 
●交 通 

電 車：JR 酒折駅下車徒歩 3 分 

お 車：城東通り沿い第2駐車場・グリーン駐車場
をご利用ください 

バ ス：山梨学院大学下車 

主催：山梨学院短期大学地域連携研究センター 共催：山梨学院生涯学習センター 

受付開始：9 月 20 日(金)～ 



山梨社会的養護フォーラム 2019 

 
 
 

社会的養護と発達障害 
 

参 加 申 込 Ｆ Ａ Ｘ 用 紙 
 

所属先名 
 

所属先住所 

〒 

所属先電話番号 
 

※所属先の無い方は、ご連絡のつく住所・電話番号をご記入下さい。 
 

 

フリガナ  フリガナ  

氏 名  氏 名  

フリガナ  フリガナ  

氏 名  氏 名  

フリガナ  フリガナ  

氏 名  氏 名  

フリガナ  フリガナ  

氏 名  氏 名  

フリガナ  フリガナ  

氏 名  氏 名  

  

★お申し込み終了後、原則としてこちらからご連絡は差し上げませんのでご了承下さい。 

当日お待ちいたしております。 

 

 

【 送 付 先 】 
山梨学院生涯学習センター 

FAX 番号：０５５-２２４-１４９６ 
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専門学校甲府医療秘書学院
伊勢二丁目バス停前

令和元年度  第２回 講 演 会 

～思春期・青年期の危機とその援助～ 

『好まし親子関係を築くために』                         

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 

 

＊不登校、いじめ、発達障害、ひきこも 

 る人に対する、好まし親子関係の構築 

 について、ご一緒に考えてみましょう。 

日 時：令和元年１０月１２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 

    （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。 



  
  

 喧噪の京都駅から電車で北へ約一時間。ガタンガタンと心地良い揺れの

中、線路はいつのまにか日常を離れ、原風景のような世界へ。 

 ＪＲ日吉駅からさらに奥。秋が深まる山里の旅館には、温泉と、暖かく

素朴な料理、そして研修スタッフ「ファンタジーグループ世話人一同」が、

すべてを整えて待っています。 

 そこで到着から翌日出発する時まで、心地よい守りの中で、どこか懐か

しいユニークな方法で繰り広げられる「アソビ」の世界に身を任せる．．．

そんな一泊二日なのです。 

  

  

 この研修会の世話人は、様々な角度からユング派分析心理学に関わり、１９７４年に起源をもつ「ファン

タジーグループ」の技法を深めてきた専門家ばかりです。教育者、宗教者、心理療法関係者、医療関係

者、法律関係者．．．など多彩な顔ぶれでありながら、ただこの「ファンタジーグループ」に特別な思いを

持っていること、そして、探求を深め続けたいと考えていること．．という点でつながっているのです。 

 営利目的ではない有志団体による運営のため、受け入れは原則、紹介のある限定２４名のみ、先着順

としています。どうぞご理解ください。  

第 49 回元型的心理学によるグループワーク「ファンタジーグループ」研修会 

主題：イメージの創造活動による自己発見 

日時：２０１９年 11 月９日（土）～11 月 10 日（日） 

会場：ひよしフォレストリゾート 山の家 

費用:28,000 円（宿泊費、食費、研修費、材料費を含む） 

主催：ファンタジーグループ研究会 代表：岡田 康伸（京都大学名誉教授） 



 

ファンタジーグループに関するＱ＆Ａ 

Ｑ：ファンタジーグループって何ですか？ 

Ａ：日本で開発された元型的心理学に基づくグループワークです。参加者一人ひとりが自由に自己表現を

しながらイメージの世界に浸り、創造活動を通して自分や他者と出会い、豊かな遊びを体験できることを

目指しています。人により、また季節や場所、自らの心身の状態、顔ぶれなどによって、得るものが全く違

うということもこのグループワークの特徴です。 

Ｑ：心理学を学んだことがないのですが、難しくないですか？ 

Ａ：元々ファンタジーグループは、看護師や医師など援助者の精神的疲れを癒すことを目的に、心を解放し

て遊べる場、守られた場として生まれました。心理学的専門知識などは全く必要なく、むしろ我を忘れて

遊びに没頭できることが大切だと考えています。「研修」というよりは、「湯治」に近いのかもしれません。 

Ｑ：具体的に何をするのですか？芸術的センスは必要ですか？ 

Ａ：二日間に３つのセッションがあり、グループに分かれて、様々な画材などを使った創造活動を共同で行

います。詳細はその場でお知らせします。経験の有無、事前の知識、芸術的センスは必要ありません。セ

ッションだけでなく、共に過ごす人たちとの共同生活も含めたすべてが「ファンタジーグループ」です。 

Ｑ：臨床心理士です。資格に関するポイント制度はありますか？ 

Ａ：ポイント申請は可能です。希望される方は、手続き上早めにお申し出ください。 

Ｑ：研究会への入会制度や勧誘はありますか？ 

Ａ：ありません。その二日間だけの宿泊研修ですから、プライベート情報の交換などもしません。なお、ご希

望により次のご案内等をいたしますので、その都度違う「ファンタジーグループ」を味わって下さい。 

＜要項＞ 

定員：24 名（先着順） 

費用：28,000 円（学生割引：学生・院生は 23,000 円） 

※寝間着・歯ブラシ・歯磨き粉はご持参下さい。 

締切：2019 年 10 月 13 日（日） 

問い合わせ：ファンタジーグループ研究会事務局 

〒602-8372 京都市上京区御前通り一条下る下竪町 153 

銅子龍賢方 ℡ 075-4６2-2220 E-mail hokke@hera.eonet.ne.jp 
 

＜申し込み方法＞ 

 郵便振替票（郵便振替口座番号 00980-0-125104 加入者名 

ファンタジーグループ研究会）をお使いください。 

 通信欄に、①性別  ②年齢 ③ご住所 ④電話 ⑤Ｅ-mail ⑥所属 

⑦参加経験の有無 ⑧紹介者名または本研修会を知った経緯 

⑨日吉駅からの臨時バス利用の有無 ⑩臨床心理士資格の有無   

をご記入ください。 ご入金をもって、参加申し込みといたします。振替

払込の控えは保管し、当日ご持参ください。 

※ご入金前に、空きがあるかをご確認ください。 

※締切日以降のキャンセルは返金できません。ただし当方への連絡

後の代人参加は認めます。 

＜タイムスケジュール予定＞ 

11 月 9 日（土） 

◆ 13:00 受付 登録 

◆ 13:30 オリエンテーション 

◆ 14:30 セッションⅠ 

◆ 18:00 夕食 

◆ 19:30 講演と話し合い 

講師：岡田 康伸 

◆ 20:30 自由参加による 

「夜の語り合い」 

11 月 10 日（日） 

◆ 7:30  朝食 

◆ 8:30  セッションⅡ 

◆ 11:30 昼食 

◆ 12:30 セッションⅢ 

◆ 13:50 全体会  

◆ 15:00 終了式 

◆ 15:20 解散 

 

＜世話人＞ 

岡田 康伸、名取 琢自、馬殿 禮子、依田 良子、山中 陽子、李 孝淑 

基島 美佐子、古橋 悦子、銅子 龍賢、秋葉 良子、梁川 優子 

佐藤 恵子、武井 義定、青野 育美、篠原 幸子、樋口 詩子、須賀 路郎 

※変更になる場合があります。 



セクシュアル・マイノリティ事例研究会主催 第７回ベーシックレクチャー 

「セクシュアル・マイノリティ支援のための基礎知識」  

 

近年、メディアでもセクシュアル・マイノリティに関するトピックが取り上げられる機会が増え、心理職が関わる

各領域でもセクシュアル・マイノリティの方への心理的支援について関心が高まっています。本レクチャーでは、セ

クシュアル・マイノリティの方々を支援する際に知っておいた方がよい基本的な事柄、概念の整理や情報提供を行い、

また支援を考えていくための視点を養います。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

日 時：2019年10月26日（土） 10：00～17：00（受付開始 9：30～） 

対 象：心理臨床家、精神科医、精神保健福祉士、臨床心理学専攻の大学院生など、各機関・現場で、 

セクシュアル・マイノリティの心理的支援・心理療法に関心があり、守秘義務を守れる方。 

    ＊ 本レクチャーは、基本的な概念・知識を学びたい初学者を対象としております。 

定 員：50名（先着順） 

参 加 費：（一般）6,000円 （大学院生）3,000円 

 ＊ 事前に振替口座にご入金いただきます。口座番号は、申込への返信メールに記載致します。 

会 場：貸教室・貸会議室 内海 2F教室（本館 東京学院ビル）東京都千代田区神田三崎町3-6-15 

 ＊ JR総武線「水道橋駅」徒歩1分、東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩8分 （地図 裏面） 

申 込 み：本紙裏をご覧下さい 

 

※ 本研修会は、要件を満たした場合、臨床心理士資格更新のためのポイントを取得できるワークショップとして臨

床心理士資格認定協会に申請予定です。 

時 間 テーマ  講 師（敬称略） 

10:00～ 
11:00 

セクシュアル・マイノリティとは？ 
特定非営利活動法人SHIP カウンセラー 

       臨床心理士   長野 香 

11:00～ 
12:00 

トランスジェンダー・Xジェンダーの基礎知識 
特定非営利活動法人SHIP カウンセラー 

       臨床心理士   片桐 亜希 

 
12:00～13:00 （昼 食）各自でお取り願います。持参された昼食を会場内で召し上がることもできます。 

13:00～ 
14:30 

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル（LGB）の

アイデンティティ発達の過程 

一橋大学保健センター 

特任准教授 臨床心理士 柘植道子 

      臨床心理士   柘植 道子 14:50～ 
17:00 

架空事例を用いての事例検討、質疑応答 
架空事例を用いた事例検討をおこないます。小グループ

でのディスカッションも行う予定です。 

※ 時間割・テーマ等については、多少内容が異なる場合があることをお含みおきください。 



＜申し込み方法＞ 

 

① 参加申し込みは、事務局へのメールにて受け付けております。申し込みフォームをお伝えします。 

 

事務局E-mail  smcs2013@yahoo.co.jp  ＊ ドメイン指定にご注意ください。 

 

＊ 入力いただいた情報を確認の上、事務局より、郵便振替口座番号をご案内いたします。申し込みは郵便振替への

振り込みをもって完了となります。 直前に入金された方は念のため、郵便振替の半券をご持参ください。 

 

＜注意事項＞ 

＊ 定員を超えた場合にはお断りすることがございます。 

＊ 振込後、参加者のご都合によるキャンセルの場合、受講料をお返しすることができません。 

＊ 事務局からの返信や振込口座のお知らせなどがしばらくお待ちいただいても届かない場合は、通信障

害等の可能性がございますので、お手数ですが再度メールにてお問い合わせください。なお、その際

には、ドメイン指定などの解除をご確認ください。 

＊ 領収書が必要な方は、事務局まで事前にお申し出ください。 

＊ お申し込みの際にいただいた個人情報は厳正に取扱い、本会研修会の目的以外に使用いたしません。 

 

申し込み締め切り ： 2019年10月19日（土） 

 

問い合わせ先：セクシュアル・マイノリティ事例研究会 事務局 

                   E-mail  smcs2013@yahoo.co.jp 

 

＊ セクシュアル・マイノリティ事例研究会のメーリングリスト（今後の研修のお知らせや、登録者同士の情報交換

にご利用いただけます。）への登録を希望される方は、メールにその旨もご記載ください。  







◆ブレインスポッティング(BSP) 関連ワークショップ「アドバンス・エンパシ

ー」／「アドバンス・リソースモデル」および公式トレーニングのご案内◆ 
 
心理療法ブレインスポッティング（BSP）は、複雑性トラウマ治療や身体的アプローチ、共感スキ

ル、リソース活用スキルの獲得に非常に有益です。今秋に、BSP関連ワークショップを東京などで

まとめて学べる機会がありますのでご紹介させていただきました。BSP は治療関係を大切にし安

全感の中でトラウマに対処でき、また、これまでの治療の枠組みの中に無理なく取り入れられます。ワ

ークショップおよびトレーニングいずれも臨床能力の飛躍的な向上に繫がる内容となっています。詳

細はこくちーずなど（PDF＆ビデオ）でご案内していますので、ご覧のうえぜひご参加ください。 

① 「アドバンス・エンパシー ～新しい共感～ in 東京」(10/5)日本橋（BSP 未経験者参加可能） 

※２つの紹介ビデオが、以下のこくちーずのページからご覧いただけます。 

https://www.kokuchpro.com/event/140cbf168212f2f571f188c5a3a8027e/ 

② 「アドバンス・リソースモデル in 東京」(10/6) 日本橋（BSP トレーニング phase2 修了者）（アド

バンス・エンパシーと同会場/翌日開催） ※特典：アドバンス・エンパシーとの同時申込でアド

バンス・リソースモデル受講費 5000 円割引 

https://www.kokuchpro.com/event/266f4d6fc22fdc22a493dd330e11287f/ 

※対象：［Phase2 修了者］、または［Phase1 修了者で 12 月の東京 Phase2(12/20-22)に参

加（申込済）の方］、または［札幌 phase1(9/14-16)／大阪 phase1 (11/2-4)に参加（申込済）

かつ東京 phase2(12/20-22)に参加（申込済）の方］ 

③ 「ブレインスポッティング公式 phase2 トレーニング in 東京」(12/20-22) 日本橋（BSP トレー

ニング phase1 修了者） 

https://www.kokuchpro.com/event/8750f3049bb20567356b9b70f7d96970/ 

今秋の公式 phase1 トレーニング実施予定は以下のとおりです。 

④ 「ブレインスポッティング公式 phase1 トレーニング in 札幌」(9/14-16)札幌市産業振興センタ

ー https://www.kokuchpro.com/event/60795c11c7f59bc567b2f79fc78ed3e3/ 

⑤ 「ブレインスポッティング公式 phase1 トレーニング in 大阪」(11/2-4)大阪ドーンセンター   

https://www.kokuchpro.com/event/0d2610f94af5cb090d4409a5b2cf6e97/ 

https://www.kokuchpro.com/event/140cbf168212f2f571f188c5a3a8027e/
https://www.kokuchpro.com/event/266f4d6fc22fdc22a493dd330e11287f/
https://www.kokuchpro.com/event/8750f3049bb20567356b9b70f7d96970/
https://www.kokuchpro.com/event/60795c11c7f59bc567b2f79fc78ed3e3/
https://www.kokuchpro.com/event/0d2610f94af5cb090d4409a5b2cf6e97/
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