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●結ぶ会の成り立ちとこれまでの活動

2020年2月3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

東日本大震災・山梨県内避難者と
支援者を結ぶ会事務局

藤原 行雄氏

話題
提供

（通称）結ぶ会と呼ばれる，東日本大震災被災者の支

援団体をご存知でしょうか？ 県士会では被害者支援委

員会が窓口となり，これまでその活動に年１回ペースで

活動協力を行ってきました。

避難者と様々な支援団体とを「結ぶ」という活動を

行ってきた様子についてお話いただき，当会での被災者

支援の在り方について考える機会にしたいと思います。

お時間のある方はぜひ、気軽にご参加ください。

被害者支援委員会
psychoyamashien@gmail.com

お問い合わせ

●情報交換会

サイコ---やま---支援



 

山梨県臨床心理士会子育て支援委員会 
 

第 4回拡大委員会のお知らせ 

 

2019 年度最後の委員会を開催いたします。 

拡大委員会では、今年度の振り返りを行い、 

来年度の活動について話し合います。 

会員のみなさまからのご意見やご要望を 

伺う場にしたいと考えております。 

 

ご参加の程、よろしくお願い申し上げます。 

お子様連れでの参加も歓迎です！ 

 

 

日時：2020 年 2月 15 日土曜日 13:30－15:30 

場所：山梨学院短期大学サザンタワー405 教室 

＊参加申し込みは不要です＊ 

 

 

       問合せ：子育て支援委員会事務局 

            y.kosodate@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

開催日時 ： 2020 年 1 月 20 日（月） 19 時～ 

内容 ： 事例検討会  

コメンテーター：小林真理子・中嶋彩 

開催場所 ： こころのサポートセンターネストやまなし 

甲斐市島上条 209  TEL：055-267-6903 



    

       

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： ２０２０年１月２８日（火）  18：00～21：00   

会 場： 県立青少年センター リバース和戸館 第５会議室 

発表者： 橋本和仁 氏 

テーマ： 「身体不調に悩まされる 50代女性との面接経過 

         〜ロールシャッハデータの活用〜」 

    ※ペットボトル等の飲み物は各自でご持参下さい。 
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2020年 1 月 15 日 

1. スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 8 回（12月 16 日(月)）のスクールカウンセリング研究会は佐野孝枝 SCによる発表で

した。『「ピンチを乗り越える対話力」とポリヴェーガル理論』についてお話がありました。

参加者と活発にディスカッションがあり、最新の脳神経科学と臨床を繋げることの必要性

を考えさせられました。 

 1月27日(月)、今年度最後のスクールカウンセリング研究会の発表は設楽友崇CPです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2019 年度 スクールカウンセラーのための内部研修会のお知らせ 

 4 月より告知していた通り、今年度の継続研修会の締めくくりとして《スクールカウンセ

ラーのための内部研修会》を開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

第 9 回（1 月 27 日(月)） 

 ・発表者／勉強会ファシリテーター：設楽友崇 CP 

 ・テーマ：『大学で出会う“その後の生徒”たち』 

・内容：設楽 CPより『私は地元学生が大半を占める大学で学生相談をしています。相

談室や授業で学生（時には保護者）と話し合う中で、小中高での彼らとスクールカ

ウンセラーとの体験の積み重ねを感じることがあります。”その後の生徒たち”との

関わりから見えてきたスクールカウンセリングについて考えてみます。お互いの日

頃の臨床の足下を見直す時間になればと思います。』 

 

 

 

スクールカウンセラーのための内部研修会 

❖ 日時：2020 年 2 月 15 日(土) 14:00～16:30（13:30受付開始） 

❖ タイトル：『シンポジウム 安心安全な学校を作る ～スクールロイヤー、スクールソーシャ

ルワーカー、スクールカウンセラーの連携に向けて～』 

❖ シンポジスト 

    弁護士：大島わかな先生 

       スクールソーシャルワーカー：参加予定 

         スクールカウンセラー：保坂三雄 SC 

                     座長：深沢孝之 SC（学校臨床心理士委員会 会長） 
 

❖ 会場：山梨英和大学 208 教室 

❖ 参加費：1000 円（当日支払いとなります） 

❖ 参加申込方法：申し込みなしでもご参加いただけますが、可能でし

たら URL：https://forms.gle/X2YsU12LAz2Uvrus8、もしく

は右の QRコードより、Googleフォームにてお願いいたします。 
 

https://forms.gle/X2YsU12LAz2Uvrus8
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3. 2020 年度 継続研修会について 

 学校臨床心理士委員会では来年度も、年 10回の《継続研修会》を開催する予定です。継

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

カウンセラーのための内部研修会》（上述）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。 

【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、来年度の事例発表者／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 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。 

 

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。お手元にない方には 1 月 28 日(火)に開催される第 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。 

 

5． 2019 年度拡大委員会 

2019 年度拡大委員会が 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。多くの委員の方々のご参加をお待ちしております。 

 

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、会計等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、scyamanashi@yahoo.co.jp（担当:松野）までお願いいたします。 

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


高齢者支援委員会第 8 回例会 2019 年 12 月 18 日（水）18:30～20:30 

参加者：三澤，内藤，細川 

 

〔内容〕質問項目の検討など 

 

 調査内容の素案 

①協力者のデモグラフィック（年齢／性別／職種／役職／臨床経験） 

②現在の職場に臨床心理士が勤務しているか（はい／いいえ／検討中） 

はい → 臨床心理士の仕事の内容（利用者のアセスメント／利用者の心理支援／

家族の心理支援／職員のメンタルヘルス／職員の教育・研修／講演会などの地域活動

／その他） 

いいえ → CP を配置しない理由（経済的に難しい／必要を感じない／以前配置し

たが上手くいかなかった／その他） 

検討中 → （検討の理由／配置予定時期／想定・期待する業務／内容） 

③臨床心理士との連携・協働の経験（ある／なし） 

ある → 現在の職場／以前の職場／職場外／その他，連携の具体的な内容，役に

立ったこと／要望 

なし → もし連携・協働をするなら何を期待するか（利用者のアセスメント／利

用者の心理支援／家族の心理支援／職員のメンタルヘルス／職員への教育・研修／講

演会などの地域活動／その他） 

④臨床心理士全般のイメージ・認識について 

業務の内容（利用者のアセスメント／利用者の心理支援／家族の心理支援／職員の

メンタルヘルス／職員の教育・研修／講演会などの地域活動／その他） 

⑤高齢者の心理支援のイメージ・理解について 

   日常の業務で心理支援を実践しているか（はい／いいえ） 

はい → 理由（必要だから／業務ですべきことだから／職種ですべきことだから

／その他），目的（利用者・家族の健康や心身の安定のため／職員の健康や心身の安定

のため／業務をスムーズに遂行するため／その他），具体的な内容（話をよくきく／利

用者や家族が元気になるように関わる／利用者や家族の心理状態を把握し理解する／

その他） 

いいえ → もし心理支援を実践するならどんなことをしたいか（話をよくきく／

利用者や家族が元気になるように関わる／利用者や家族の心理状態を理解する／その

他） 

 

 設問に答えていくと CP の業務内容が理解できるようなものができれば…。 

 心理支援と認識せずに実践している場合があるのではないか。 



 高齢者がカウンセリングに繋がりにくいのはなぜだろうか。 

→ 高齢者の問題は日常生活上の具体的な問題に直結しやすいため？ 

 傾聴・共感・受容はあらゆる対人援助職の基礎だが，CP はそれが専門分野でもある。 

 高齢者が主体的に生きることを支える／加齢に伴う身体機能の低下 

 

次回 2020 年 1 月 15 日（水）18:30～ 



[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.comMAIL

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

済

済



2020年9月
13日（日）に

治療的アセ
スメント入門

開催決定！
詳しくは追っ

てホームペー
ジに

掲載致しま
す

2020年春のACTAは、

公開コンサルと、

カップルの治療的

アセスメント入門
をやります。

皆さまのご参加を
お待ちしています！

Asian-Pacific Center for
Therapeutic Assessment 
第12回2020年春のワークショップ

公開コンサルテーション　

カップルの治療的
アセスメント入門

　　    ※全日逐次通訳付き
場所   浅草橋ヒューリックカンファレンス
            （ JR総武線浅草橋駅西口より徒歩1分) 
講師    スティーブン・E・フィン ,  
            中村紀子 , ACTAメンバー

5月2日  （土） 
10:00~17:00

5月3日  （日） 　5月4日（月祝）
10:00~18:00　 9:30~16:30

日程　



カップルの治療的アセスメント入門と
公開コンサルテーションの申し込みについて

春のワークショップはカウンセリング・心理療法を行っている専門家であ
ればどなたでも参加できます。
【大学院生について】守秘義務を遵守できる心理アセスメントを学んでい
る大学院生を指します。 

早割 ： 2020年3月27日（金）
通常 ： 2020年4月17日（金）
※定員に達し次第、申し込みは締め切らせていただきます。

対 象 者

公開コンサルテーションでは事例を募集しております。事例提出希望者は
2月15日までにasiancta@gmail.comまでご連絡ください。
•成人、個人のケースであること
•ロールシャッハとMMPIを実施している（その他EMP,TCTS等を
  実施しているとなお良い）
•治療的アセスメントの方法を用いているかどうかは問わない

事例の募集条件について

申し込み締め切り

※TAIメンバーは常に10パーセント割引料金で申し込むことができます。
※「カップルの治療的アセスメント入門」は2日間参加できる方が
    対象となります。

料金について

早 割
通 常

  3月27日（金）     ￥20,000   ￥10,000  
  4月17日（金）     ￥22,000   ￥11,000　

申込締切 一般 大学院生
■ 公開コンサルテーション

早 割
通 常

  3月27日（金）     ￥38,000   ￥18,000　
  4月17日（金）     ￥41,000   ￥20,000　

申込締切 一般 大学院生
■ カップルの治療的アセスメント入門

早 割
通 常

  3月27日（金）      ￥51,000   ￥25,000　
  4月17日（金）      ￥55,000   ￥28,000　

申込締切 一般 大学院生

■■ 公開コンサルテーション
        ＆ カップルの治療的アセスメント入門

TAIメンバー

￥19,000

￥36,000

￥49,000

TAIメンバー

TAIメンバー

お申し込み方法

懇親会のお知らせ 

参加者情報について

事務局へメール（asiancta@gmail.com）でお申込みください。メールの件名に「2020年ACTA春のワークショップ申し込み」と
記入し、本文に参加者情報と参加を希望するワークショップ名についてご記入ください。 
※メールによるお申し込み後2週間を経過しても事務局から返信がない場合は、お手数ですが再度ご連絡をお願い申し上げます。

①氏名（ふりがな）②姓名のローマ字表記（例：TARO ACTA）　③所属　④職種（大学院生の別）⑤郵便番号・住所　⑥電話番号
⑦E-mailアドレス　⑧お支払方法※（口座振り込み／クレジットカード払い（Visa、MasterCard、American Express、JCB対応）） 
⑨TAIメンバー資格の有無 　⑩懇親会参加の有無
※お申し込み後、選択された参加費のお支払方法をメールでご連絡いたします。参加費には資料代も含まれます。参加費お支払いの確認をも
って正式な受付と致します。（お納めの参加費の返金には理由に関わらず応じられません。） 

講師略歴
中村紀子：治療的アセスメント・アジアパシフィックセンター（
Asian-Pacific Center for Therapeutic Assessment（
ACTA））のクリニカル ディレクターであり、中村心理療法研
究室の共同ディレクターとして30年以上臨床実務に携わる。

スティーブン・E・フィン：アメリカ・テキサス州オースティンに治療的
アセスメント・センターを創設、認定臨床心理士として臨床実務に携
わる。テキサス大学臨床心理学准教授、イタリア・ミラノのカトリック
大学にある( European Center for Therapeutic Assess-
ment(ECTA)の上級研究者およびトレーニングのディレクターと
して活躍。

Asian-Pacific Center for Therapeutic Assessment（ACTA）事務局　 
HP ：http://www.asiancta.com/　Email：asiancta@gmail.com　
住所 ：〒113-0033　東京都文京区本郷4-12-16-618
【共催】The Therapeutic Assessment Institute (TAI)  
HP :http://therapeuticassessment.com/

5月3日（日）のワークショップ終了後、フィン先生を囲んでささやかな懇
親会を予定しております。参加を希望される方は申し込みの際にお知ら
せください。TAIメンバーは1000円引きで参加できます。

[カップルの治療的アセスメント入門]
繰り返される破壊的な悪循環となるカップルのダンスから
抜け出せずに、自分たちが望む親密さを得られないでいるカップルに、協
働的な心理アセスメントがどのように役に立つかを学びます。重要なの
は、繰り返されるカップルのダンスを維持している個々人の問題と二人の
間に作り上げられているパターンを見極めること、それらをアセスメント
の技術でどのように明らかにするのか、最後にカップルのダンスについ
て二人に理解してもらい新しいパターンで関わりを持てるように手助け
すること、の 3 点です。
子ども、個人、家族の支援に取り組む専門家の皆様が、カップルの治療的
アセスメントによってさらにその専門領域が広がっていくことを期待して
います。
このワークショップは次のような方々に参加をお勧めします。
１）心理アセスメントを通じてカップルの力動をより深く理解したい。
２）複雑で難しいカップルセラピーに、治療的アセスメントがどのように
役に立つのか知りたい。

[公開コンサルテーション]
スティーブン・ E ・フィンと中村紀子で、成人のケースのコンサル
テーションを行います。好評につき第2回目の開催となりました。
心理テストがクライアントに対する「共感の拡大鏡」としていか
に活用できるかということを学べる絶好の機会です。今困ってい
るケースにより良い援助をするためにどうすればいいのか？コ
ンサルテーションを受ける貴重な機会をご活用ください。一日2
ケースを学びます。
治療的アセスメントについてよく知りたい方、治療的アセスメン
トをもっと深めたい方、日本のケースが治療的アセスメントでは
どのように見立てられるのか知りたいという方も是非ご参加く
ださい。
治療的アセスメントのこれまでのワークショップへの参加経験
にかかわらず、 奮ってご参加ください。

TAをご自身でお受けいただけます。治療的アセスメントは専門家ご自身の方にもお受け
いただけます。また、ご自身がかかわっておられるクライアントに治療的アセスメントをお受け
いただくこともできます。
紹介についてお悩みの方、ご質問のある方は是非一度ご相談ください。
詳細をお知りになりたい方は事務局（asiancta@gmail.com）までご連絡ください。

　　   主催・お申込み・お問合せ
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