
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

発表者：深澤桂樹氏／樋口麻貴子氏

参加申込〆切　12月8日（日）



2019年度12月期 災害支援部門例会

災
害
後
の
こ
こ
ろ
の
支
援

●災害後のこころの支援について
― 災害臨床心理実践研究会の発表報告より―

12月2日（月）
日程

申込
不要

18：30～20：30時間

山梨県立大学飯田キャンパス
C102教室

場所

岩永 啓子 氏
話題
提供

前半では、西日本豪雨災害（広島）、熊本地震、東日本

大震災支援において臨床心理士が行ってきた支援活動

について、演者が学ばれたことをご紹介いただきます。

後半では、演者が月１回ペースで１年半の間に、福島県

のNPO法人の方をお手伝いをして来られたことの中から

感じられたこと、学ばれたことの一端をご紹介いただきま

す。

山梨県臨床心理士会被害者支援委員会

psychoyamashien@gmail.com

お問い合わせ

●東日本大震災から8年半たった
福島の人々から学んだこと

サイコーーーやまーーー支援





[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 11/20 論文抄読，調査方法検討 

第2回 5/15 先行研究収集，論文抄読 第8回 12/18 〃 

第3回 6/19 〃 第9回 1/15 〃 

第4回 7/17 〃 第10回 2/19 〃 

第5回 9/18 論文抄読，調査方法検討 第11回 3/18 今年度の振り返り，来年度
の活動計画 

第6回 10/16 〃 

済 

済 

済 

済 

済 

済 

済 



高齢者支援委員会第 6 回例会 2019 年 10 月 16 日（水）18:30～20:30 

参加者：三澤，伊藤，内藤，細川 

 

 

〔内容〕研究方法の検討，ブレインストーミング 

 

◆高齢者支援における連携について 

 ＊ 参考文献：心理臨床学研究『心理職は他職種と協働をいかに育むか』 

 → 他職種と被支援者像のすり合わせをする必要がある？（それぞれの理論背景等の違い） 

 → 連携において心理職特有のアプローチの方法とは？ 

 

◆研究方法の検討 

1．研究対象の絞り込み 

 ・高齢者支援に関わる全専門職ではなく，連携の中心となる専門家＝ケアマネを対象とする？ 

 ・精神科病院，リハビリ病院，介護施設を対象 → 1 施設 1 アンケート（約 300 ほど？） 

 ・依頼文に「〇〇の仕事に関わる方に回答願いたい」と記載し，フェイスシートで役職や職種を問え 

  ば処理をしやすいか 

2．質問内容について 

 ・心理士の認知度，実際の役割 

 ・心理士に対するイメージを問う設問 → 啓蒙活動に活かせる？ 

 ・回答者が考える／実践している心理支援とは？ 

 

次回 11 月 20 日（水）18:30～ 



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、11 月の事例検討会を開催

します。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  11 月 18 日（月） ： 19 時～ 

 

2. 内容  事例検討会  発表者 ： 中嶋 彩 先生      スーパーバイザー：小林 真理子 先生 

     

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
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2019年 11 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 6 回（10 月 26 日(月)）のスクールカウンセリング研究会では齊藤徳仁 CP でした。

医療領域での心理職の活動、特に子どものケースについての報告があり、スクールカウンセ

ラーとの連携の在り方について活発なディスカッションがありました。 

 11月のスクールカウンセラー研究会は保坂三雄 SCによる発表です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 9月以前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 7 回（11月 25 日(月)） 

 ・発表者／勉強会ファシリテーター：保坂三雄 SC 

 ・テーマ：『発達障害について』 

 ・内容：保坂 SC より。「日頃の相談において、いわゆるグレイゾーンも含めると、私

の関わった相談の約半分が学習障害であった。主訴は、不登校、いじめ・いじめら

れ、逸脱行動（離席、暴力等）、学業不振、親子関係不和等であり、学習障害が関係

していた。学習障害は、本人も、親も、学校関係者も苦しんでいることが多かった。

中には、「本校における最大の課題」と指定されるほどの事例もあった。そこで、こ

の機会に、改めて、「発達障害」についてまとめ、事例についても紹介する中で発達

障害について考えてみたいと思います」 

 

 

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第 3 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 

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。 

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 CP 古田広久 SC 

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

齊藤徳仁 CP 保坂三雄 SC 佐野孝枝 SC 設楽友崇 CP  

 

第 8 回（12月 16 日(月) ※年末のため第 3月曜日開催） 

 ・発表者／勉強会ファシリテーター：佐野孝枝 SC 

 ・テーマ：『ピンチを乗り越える対話力」とポリヴェーガル理論』 

・内容：佐野 SCより。「ポリヴェーガル理論の存在を知り、これを保護者や学校の先生

方にお伝えしたくて、県教委主催の「思春期の子どもと向き合う保護者のためのセミ

ナー」では、「ピンチを乗り越える対話力」というテーマでお話させて頂きました。不

登校やいじめ被害に遭った子ども達を理解するのに、ポリヴェーガル理論はとても役

に立つと考えています。拙い中身ですが、皆さまに共有させて頂いて、意見交換など

ができたら大変嬉しいです」 



令和元年11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合同）のご案内

拝啓

暮秋の候、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 12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＞

昨年度から今年度にかけて精神科デイケアで取り組んだ上記のプログラムについて報告させていただきます。

発達障害の方を対象としたプログラムを実施するのは初めてであり、試行錯誤を重ねながら取り組んできました。

皆さまからご意見をいただければ幸いです。

日   時 ： 令和元年12月10日（火）18:00～20:00

場   所 ：  山角病院 4階会議室

           〒400-0007 甲府市美咲1-6-10

内   容 ： １．研修・話題提供

「発達障害の方を対象とした対人スキル学習プログラムの取り組みについて 」

担 当： 齋藤ゆかり 先生（山角病院）

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。



講師：佐柳 信男 准教授 

山梨英和大学准教授。 
山梨放送YBSテレビ『子育て日記』コメンテーター。 
専門はモチベーション、発達心理学、教育心理学。 

program 

子どもの勉強、スポーツ、仕事、様々な場面で大切なモチベー
ション。研究や実践の経験談も交えながら、「良質」なモチベー
ションである自発的なモチベーションについてお話しいただきま
す。精神的な健康を高めるためのヒントを学びましょう。 

2019.12.3(火) 18時30分～20時 
＊開場は18時です 

山梨英和大学グリンバンクホール 場所 

※当日会場が満員になりましたら隣の教室にて音のみの配信をいたします。 

後援： 

お問い合わせ 
山梨英和大学心理臨床センター （TEL 055-222-3023） 

2019年度 山梨英和大学心理臨床センター 地域連携セミナー 

入場無料 
＆ 

事前申込不要 

山梨県 甲府市 笛吹市 山梨市 甲州市 朝日新聞甲府総局 
テレビ山梨 山梨放送 山梨日日新聞社 読売新聞甲府支局  
毎日新聞社甲府支局 山梨県臨床心理士会 



  

 

  

  「失敗事例から学ぶ研究会」開催のお知らせ     2019. 1１. 20. 

 

  甲府の街から眺められる富士の峰には白銀が輝き、晩秋の気配が漂ってまいります。 

  

  定例で開催しております「失敗事例で学ぶ研修会」を、以下のように開催いたします。

初めての方の参加も歓迎いたしますのでご参加ください、お待ちしております。 

 

 

 

 ★日 時：１１月３０日（第５土） 午前９時～12時 

 ★会 場：山梨県立大学 池田キャンパス 共同研究室 

 ★発表者：小林 薫 先生（市立甲府病院、公立阿伎留医療センター緩和治療科） 

 ★演 題：「末期癌患者との詩歌を介しての面接」 

 ★参加費：￥500円（当日お支払下さい）  

 

 発表者より… 

   この事例は、緩和ケア病棟で人生最後の２ケ月間を過ごした、30 代の女性歌人Ｍさ

んの事例です。Ｍさんの生育歴や家庭環境、また最後の２ケ月にホスピス病棟で医師や看

護師と交わした交流の様子も紹介します。Ｍさんは歌人として、我々の目にする事が出来

る短歌の作品を残してくれており、今回はその作品を、改めて辞世の句として味わいたい

と思います。人が何故生まれてきて死んでいかなければならないか、を考える一端になれ

ば幸いです。                     （小林 薫 先生 記） 

  

 

                    文責 菅 弘康（すげ臨床心理相談室） 
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