
2020 年 3 月幹事会記録 

 

日時：2020 年 3 月 19 日(木) 18:30～19:30 

場所：山梨英和大学 会議室 B 

書記：佐野(産業領域委員会) 

出席幹事：深沢(会長、学校)、設樂(副会長、研修)、小野(事務局長)、清水(医療保健)、小林(福祉臨床発達)

比志(被害者支援)、齊藤(倫理)、三澤(高齢者支援) 

欠席幹事：遠藤(子育て支援) 

陪席：吉川(代議員)、細川(会計)、今村(事務局広報班) 

 

Ⅰ 郵便物回覧 

関係機関からの便りなどを閲覧した。 

 

Ⅱ 会員動向 

 入会希望 中村友美さん（学校、産業）    

退会希望 長沼勝利さん（学校）        

いずれも承認された。 

 

Ⅲ 報告および審議事項 

1. 報告事項 

（1）委員会報告 

 ①子育て支援委員会（委員長欠席のため、事務局長が代理で報告） 

  委員長の改選時期に当たり、次期委員長が遠藤さんから長田由布紀さんに交代となる。 

 ②会計 

  2019年度会計報告と 2020年度予算案を 4月中旬までに提出して欲しい。領収書は次回幹事会時に提出。 

③医療保健領域委員会 

  3 月 15 日（日）に開催予定だった「ソンディ・テストとコラージュ療法」の研修会は、新型コロナウィ

ルス感染予防対策の影響で延期となり、振替日が 5 月 17 日（日）に決定した。この件に関して幹事会でも

承認した。 

 ④学校臨床心理士委員会 

 ・本年度の活動（月 1 回の継続研修、2 月 15 日の研修会）が無事に終了した。 

 ・会計年度任用職員対策ワーキンググループを委員会内に設置した。県教育委員会義務教育課とのガイド

ライン改訂の話合いの時に、本件に関する質疑を行った。それに先立ち、SC について関心持った県議を

ワーキンググループが訪問して、SC を巡る状況を説明する機会を得た。県議より SC の問題の改善に向

けた活動について協力すると快諾を得ることができた。ワ－キンググループは来年度も継続する予定で

ある。 

 ・県教委作成の SC ガイドラインが改定になり、学校臨床心理士委員会が改訂作業に協力をした。完成後、

来年度から各学校に配布される。 

幹事の意見１：SC の働き方や役割そのものの変更が迫られる。個別面接中心のトレーニングを受けてきた 

SC には研修が必要。 

 幹事の意見２：インクルーシブ教育との整合性も考えて欲しい。特別支援学校を支援する心理士の待遇へ

の配慮も必要ではないか。 

 



２.審議事項  

 医療保険領域委員会で開催する研修会の講師謝金等の経費について 

延期となった研修会が年度をまたいでの実施となるため、経費の取り扱いについて審議した。本年度の

経費として処理するのか、次年度予算に再計上するのかを審議した結果、事務手続きの煩雑さ等を考慮し、

年度内に先払いし、年度内の経費として計上することが承認された。 

 

３．その他 

①今年度末は各委員会の委員長の改選時期に当たる。 

②2020 年度総会の日程が決まった。 

日時：7 月 4 日（土） 9：30～直前幹事会、 10：30～総会 

③令和元年度インクルーシブ教育システム推進連携会議；特別支援学校に派遣されている臨床心理士の支援

は利用者にとって、有効かつ効果的な働きかけであるとの好評価を受ける。効果が期待できるのならば、人

員の増員及び勤務時間を増やして欲しいとの要望を行うも、予算の関係で中々難しとの回答あり。 

（公社）犯罪被害者支援センターやまなし理事会；やまなし性暴力被害者サポートセンター（かいさぽもも

こ）の電話相談、面接相談の利用者数が増えており、スタッフの増員を図りたいので、相談員・支援員とし

て協力願える方をご紹介願いたいとの協力要請あり。（顧問 清水） 

 

■次回幹事会日程：2020 年 5 月 14 日（木） 時間：18:30～ 書記担当：研修 

書記輪番： 

産業→高齢者→研修→被害者→事務局(事務局長、会計、広報内で輪番)→医療→子育て→福祉臨床発達 
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2020年 4月 15日 

1. 2020 年度 継続研修会のお知らせ 

 昨年度 2 月～3 月にかけて、2020 年度の継続研修会の形態に関するご意見をいただく

ため委員の皆様にWebアンケートを実施しました。一部の委員にはメールが届いておらず

大変ご迷惑をおかけいたしました（新規登録の方も含め、当委員会に所属しながらも 2月～3月の間にアンケート

のメールが届いていなかった方はお手数ですが学校臨床心理士委員会 G-mail：scyamanashi@gmail.comまでご連絡ください）。 

 アンケートをもとに検討した結果、今年度の継続研修会は以下の方針となりました。 
 

❖ 今年度も例年通り、年 9回のスクールカウンセリング研究会と、年 1回のスクール

カウンセラーのための内部研修会、計 10回を実施する 

❖ 例年月曜日 18:20～だったスクールカウンセリング研究会は、土曜日の午前中等に

変更する（全日程の日時は未確定のため、決まり次第お知らせする） 

❖ 研修会の内容として、他団体との共催で実施することも進めている 
 

 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. 第 1 回（5 月）スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 新型コロナウイルス禍に伴う休校が続き見通しが立たない中、今年度もスクールカウン

セラーの勤務が始まりました。 

 各学校も戸惑いや不安を抱えつつ、SCの勤務時間の急かつ大幅な縮小やそれに伴う勤務

日の組み方や引き継ぎ等の計画が立てにくくなっていることでしょう。 

 文科省の通知では、『子どもたちのメンタルヘルスに関して SC が担うべき役割』が記載

されていますが、実際に何をすべきなのか、何ができるのか戸惑っている SCも多いことで

しょう。 

 そこで、第 1回（5月 23 日㈯）のスクールカウンセリング研究会は、現時点で学校臨床

心理士委員会役員会が持っている情報や勤務時間が縮小された背景、義務教育課と検討し

ている事項など、出来るだけ多くの SCとシェアし、私達 SCが今困っていることなどざっ

くばらんに話し合い、今できることを一緒に考える時間を持ちたいと思います。この場で出

された意見は現場の声として、今後、義務教育課との話し合いの中で挙げて行きたいと考え

ております。 

 また、今年度初めて SCが配置される学校に勤務される方や、初めて SCになられた方に

2020年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

mailto:scyamanashi@gmail.com
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は特にご参加いただき、横の繋がりを持っていきたいと考えております。 

 第 1 回の会場に関しては、新型コロナウイルス禍の関係で例年通りの場所が確保できな

いため異なります。ご注意ください。 
 

第 1 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 2年 5月 23日㈯ 10:00～12:00 

 ・会場：山梨県立図書館 交流ルーム 104（㊟ 駐車料金は各自負担となります） 

 ・ファシリテーター：深澤孝之（学校臨床心理士委員会委員長） 

 ・テーマ：『配置 SCの勤務形態等に関する報告と今後の課の検討』 

 

3. スクールカウンセリング研究会 年間予定 

 ※新型コロナウイルスの感染拡大の状況次第では変更・中止等をあり得ます。その場合は決定次第、メ

ールでお知らせいたします。 

 発表者／ファシリテーター 開催日(曜日) 時間 会場 

第 1 回 深沢孝之 SC 5月 23日(土) 10:00～12:00 県立図書館 交流ルーム 104 

第 2 回 今村亨 SC 6月 27日(土) 10:00～12:00 未定 

第 3 回 未定 7月   

第 4 回 未定 8月   

第 5 回 未定 9月   

第 6 回 
県内養護教諭の「相談を学ぶ

会」との合同研修 
10月 3日(土) 13:30～16:30 未定 

第 7 回 未定 11月   

第 8 回 未定 12月   

第 9 回 未定 1月   

スクールカウンセラーのための内部研修会（2021 年 2 月予定） 

 講師：未定 
 

 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

ンセリング研究会での発表を希望される方は scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：松本）に

ご連絡ください。ご都合の良い日時もあるかと思いますので、ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
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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。研修担当（松本）

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一昨年度 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、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。当

委員会役員にお声をかけてください。 

 

5． 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 

  ・コーディネーター 

  ・研修部門 

  ・会計部門 

  ・会計年度任用職員対策ワーキンググループ部門 

  ・緊急支援部門 

  ・広報部門 

 以上で構成されており、山梨県で活躍される SCの方々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。役員募集に関するお問い合わせは

scyamanashi@yahoo.co.jpもしくは scyamanashi@gmail.comまでお願いいたします。 

 

6． 既に当委員会に所属されている委員の皆様へ 

 学校臨床心理士委員会では、所属されている皆様に、①引き続き当委員会へ所属されるご

意思の確認と、②上記部門への所属をお願いする方向で検討しており、来月の広報で

Googleフォームにてご回答いただく形式を予定しています。上述した通り、学校臨床心理

士委員会 G-mail：scyamanashi@gmail.comよりメールが届いていなかった方は、同アド

レスまでご連絡くださいますよう、重ねてよろしくお願いいたします。 

 

 

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


医療保健領域委員会からのお知らせ（２０２０．４．１２） 

 

会員の皆様 

 

 いつもお世話になっております。 

新型コロナウイルスが今だに猛威を振るっており、感染予防の為に、国より１

都６県に「緊急事態宣言」が発出され、感染防止のために、３蜜を避け、不要

不急の外出を自粛する要請がだされました。（一応５月６日まで） 

 本県におきましても、３０人以上の感染者が出現し憂慮すべき事態になって

います。 

 つきましては、当委員会の委員の皆様は医療従事者が大半を占め、所属機関

から、院外における研修会・研究会・会議等の参加は、感染防止のために自粛

を命令されていると聞き及んでします。 

 従って、以下の内容について周知願います。 

 

1.山精協臨床心理部会との合同研修会の開催について（順延） 

 ３月の広報では、松原講師のご配慮により５月１７日（日）開催の方向で準

備を進め４月広報にて詳細をお伝えするとのことでしたが、現状では感染収束

の目途が全く立たない状況ですので、１０月か１１月に延期し開催することに

いたしますので、ご理解・ご協力を願いいたします。   

２．定例研修会について（５月中止） 

 計画予定では、日下部記念病院にて５月１２日（火）P.m6:00から今年度第１

回目の研修会を実施することになっていましたが、上述の事情により開催が困

難な状況です。 

 今後については、山精協臨床心理部会部会長立入先生（住吉病院）と状況を

勘案しながら協議し決定しお知らせいたします。 

３．役員改選について 

 今年度は、役員改選の時期です。５月の定例研修会に総会を開催し審議する

予定でしたが、それが不可能になりました。 

どなたかご協力願えないでしょうか？自薦、他薦を問わず、清水

s-miko@nns.ne.jpにご連絡願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

最後になりましたが、会員・委員の皆さま、くれぐれもご自愛なさってお過

ごし願います。 

                 医療保健領域委員会 委員長 清水隆善 

mailto:清水s-miko@nns.ne.jp
mailto:清水s-miko@nns.ne.jp


令和２年度 福祉臨床発達委員会 

 

 
 

  山梨県臨床心理士会 福祉臨床発達委員会 

Mail：nest-y@tw.drive-net.jp 

時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、5 月 18 日（月）に予定しておりました研究会を

中止しますことをご案内申し上げます。 

 

新型コロナウィルス感染拡大に伴いまして、参加者のみなさま

をはじめとする関係各位の健康と安全面を考慮し中止とさせてい

ただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解をいただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

今年度も、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）にて奇数月に研究会を開催予定です。みな

さまのご参加をお待ちしております。なお、今後の状況によりま

しては延期・中止する場合がございます。研究会開催について、

改めてご案内させていただきます。 





会計年度任用職員の募集について 

（こころの発達総合支援センター） 

 

山梨県立こころの発達総合支援センターでは、会計年度任用職員を募集します。 

お心当たりのある方は、ご連絡をお願いします。 

〇産休代替 

１ 任用期間：令和２年６月１９日～令和３年３月３１日（育休取得による更新あり） 

２ 募集人員：１名 

３ 勤務場所：山梨県立こころの発達総合支援センター 

（甲府市住吉２丁目１番 17号  身延線 「甲斐住吉駅」近く） 

４ 勤務時間：８時３０分～１７時１５分（週３０時間 要相談） 

５ 業務内容：こころの問題を抱えた子ども、発達の偏りや遅れなどのあるご本人やご家

族、支援者の方々を対象として、相談や心理検査、集団療育等により支援を行う 

６ 資格等：公認心理師、臨床心理士の免許取得者又は令和２年において最初に実施さ

れる公認心理師、臨床心理士試験により当該免許取得見込みの者 

７ 賃金等：県の基準による 

８ 社会保険：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金加入 

履歴書による書類選考、面接により採用を決定します。 

連絡先 山梨県立こころの発達総合支援センター地域支援課 上田、小宮山 

電話 055-288-1695 



令和 2年４月吉日 

関係者各位 

  

 平素より大変お世話になっております。 

 ４月２５日、２６日に山梨県甲府市かいてらすで、開催予定だった、第 3回日本うつ病リワーク協

会年次大会はインターネット配信による開催に変更致しました。 

 大会テーマは、「うつを生きる、再考〜医療リワーク継続のために」です。 

 開催及び開催方法変更につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 予定したプログラムは出来る限り web 上で視聴/閲覧できるように、演者の皆様と調整を進

めております。芝伸太郎先生にお願いした、特別講演「うつを生きる、再考」、リワークの先達

による教育セッション、リワーク継続をテーマにした２つのシンポジウム、一般演題（口頭、ポ

スター）、音楽療法ワークショップ、共催セミナーなど盛り沢山の内容です。なお、中島美鈴先

生の公開講座につきましては、申し込み不要で視聴できるように致します。  

  

 5月 15日より 6月 5日までの会期で、公開の準備をしております。 

 プログラムの詳細、参加方法につきましては、HPなどをご参照下さい。 

 https://utsu-rework3.secand.net 

 また、各団体と協議し、日本医師会生涯教育単位、日本精神神経学会専門医単位（３単

位）、日本作業療法士協会研修ポイントを、インターネット開催でも取得可能となりました。日

本臨床心理士資格認定協会ポイントについても申請予定です。各ポイントの申請方法につい

ては、概ね抄録集でご案内の通りですが、詳細はまた発表致します。 

 

 事前参加登録（２次受付）は、４月３０日まで延長致しました。 

 多くの皆様の参加をお待ちしております。また、多くの方にインターネット開催について、情

報を拡げて頂ければ幸甚です。 

  

 開催方法は変更となりましたが、盛会となるように皆様のお力添えを頂けますよう、何卒宜

しくお願い致します。  

 

第 3回日本うつ病リワーク協会年次大会 山梨大会 運営事務局  

医療法人啓夏会 響ストレスケア〜こころとからだの診療所  

TEL 055-267-8111 FAX 055-267-0118  

E-mail)utsurework20@amail.plala.or.jp   

mailto:utsurework20@amail.plala.or.jp




＜オンライン連続講座2020＞	

対人支援の新しい扉	
〜心理臨床に活かすプロセスワーク〜

事例を素材としながら、プロセスワークのメガネを通して見てみ
る、という体験を重ねていただく講座です。 

もしかしたら、あなた自身がこれまでやってこられた臨床と共通するところ
が多く、“同じ匂い”を感じられるかもしれません。あるいは、どうしてうまく
いったのか、説明できなかった事例が、「だからうまくいったのだ」と納得
する素材を得られるかもしれません。 

量子力学をベースにもつプロセスワークは、セラピストの“気づき”が、場に影
響を与え、クライエントに影響を与えると考えます。この講座に参加しなが
ら、ご自身の“気づき”を豊かに深めてみませんか？ 

＜この講座に出ると得られること＞ 
✦ 量子力学に基づいたプロセスワークの視点に触れることができる。 
✦ 実際の事例をベースに、具体的な見立てと介入方法を知ることで、翌日か
ら役に立つ。 

✦ ささやかなシグナルを丁寧にみていくのと同時に、全体を俯瞰する目線を
得られる。 

✦ 毎回小さなエクササイズが用意されており、体験的に学べる。

✤ 日本臨床心理士会の定例型研修（４ポイント）への申請を予定しています。

プロセスワークとは 

　1970年代にユング派の分析家であったアーノルド・ミンデルと同僚た

ちによって生み出された心理療法。ユング派は「夢には意味がある」と考

えるが、プロセスワークでは「生じてくることはすべてに意味がある」と

考え、クライエント自身がその意味を探っていくことで、自分の知らな

かった一面（影）に出会い、より全体的なシステムへと成長していくこと

をサポートする。 

　クライエントの見ている現実世界やどのように世界を捉えるか（チャン

ネル）に気づきを向けながら、クライエントが生体として発する反応

（フィードバック）を手がかりに心理療法を進

めていくため、深く倫理的で非侵襲的である。

また、現在では個人カウンセリングから発展

し、カップル（二者関係）、家族関係、小集団

（組織）、国家や世界の問題へその対象を広

げ、国家間の葛藤や組織開発におけるファシリ

テーション技法としても用いられている。

オンライン セミナー 
• このセミナーは「ZOOM」というWeb
会議システムを使って行います。 
• インターネットにつながるPCやタブ
レット、スマートフォンなどとカメラ
とマイクがあれば、どこからでもご参
加していただけます。 
• ZOOMの利用料金は無料です。 
• 講座の第1回目では、ZOOMの使い方
についての時間も設けております。

申込締切 
5月15日(金)

お申し込み先 

http://ptix.at/vu4tu8 
✴ Peatixでのお申し込みが難しい方は、
entry@jpwc.or.jpまでメールでお申し
込みください。　　　

主催 

     日本プロセスワークセンター(社)

無料 

体験セミナー＆説明会 
2020年4月17日(金) 

21:00~23:00 
お申し込み→　http://ptix.at/uVe30p 

受講料（全10回） 
　一般／87,500円　　 
   学生／75,000円 
　再受講割引（一般）／43,750円 
　再受講割引（学生）／37,500円

再受講割引の対象となるのは、
2018年度もしくは、2019年度に
5回以上受講の方となります

心理士の方、もしくは心理面接が
主なお仕事の方で、専門職として
守秘義務を守れる方が対象です。

※

※



日時／タイトル 講師 扱うテーマ

2020年４月17日(金) 
21:00~23:00 
無料 
体験セミナー&説明会

坂元仁美

心理面接の新しい形 ～「問題」の中に隠れた宝を見つける～ 
事例やエクササイズをもとにプロセスワークの基本的な考え方や、心理面接への
応用の仕方をご紹介する、無料お試し講座です。奮ってご参加ください！ 

お申し込み→　http://ptix.at/uVe30p 

2020年5月８日(金) 
20:40~21:00 佐野浩子 ZOOMの使い方

第1回 
2020年5月８日(金) 
21:00~23:00 
いじめ「加害ー被害」の背景
にあるもの

村松康太郎

講師の紹介／自己紹介 
いじめケースを通して、プロセスワークの「見方」を学ぶ 
• プロセス指向心理学の基本的な考え方～「問題」のオモテとウラ 
• 「何が起きる必要があるのか」を知るための仮説の立て方 
• いじめの背景にある、「個人」のテーマと「場」のテーマ

第２回 
2020年6月19日(金) 
21:00~23:00 
からだの声をきく

坂元仁美

身体症状へのアプローチ 
• 面接中に起きる身体症状の見立てと介入 
• 「身体症状の中に“答え”がある」という視点について 
• プロセスワーク流セルフケア

第３回 
2020年7月17日(金) 
21:00~23:00 
思春期

橋本早苗

プロセスワークの視点から思春期心性を読み解く 
• 思春期におけるエッジの役割とエッジへの関わり方 
• 様々なロールとの出会いとメタコミュニケーション 
• セラピストのうちなる思春期への気づき

第４回 
2020年8月7日(金) 
21:00~23:00 
トラウマ

國本貴久

意識状態の変性へのアプローチ 
• 感情・認知・対人関係の調節障害の見立て 
• 内なる調整ロールを育む支援 
• 援助者側の二次的トラウマ予防とネットワークシステムの構築

第５回 
2020年9月11日(金) 
21:00~23:00 
「うつ」の様々な形

坂元仁美

プロセスワークから見た「うつ」とは 
• 身体の微細な動きから「うつ」を見つける 
• 「うちなる批判者」との対話 
• イニシエーションとしての「うつ」

第６回 
2020年10月9日(金) 
21:00~23:00 
子どもの問題とその家族

村松康太郎

子どもの問題とその家族への理解とアプローチ 
• 子どもの「問題」に向き合う家族に出会うということ 
• 家族の無自覚のシグナルに気づく 
• 子どもと家族、二つの「構造」を見立てる

第７回 
2020年11月13日(金) 
21:00~23:00 
葛藤のファシリテーション

佐野浩子

個人内界、二者関係、組織／グループ 
　　・・・あらゆる“対立”にセラピストができること 
• 対立の構造を見立て、介入する 
• 葛藤の下にある“痛み”に降り立つ 
• 自分自身に向けられた批判を当事者としてファシリテートする

第８回 
2020年12月4日(金) 
21:00~23:00 
組織の緊急対応

國本貴久

緊急対応場面で心理士ができること 
• ロールという視点を取り入れること 
• ロールの声を場に出すことで組織が動き出す 
• 組織を「身体」に例え、健康状態を取り戻すということ

第９回 
2020年1月8日(金) 
21:00~23:00 
City Shadow

橋本早苗

世界のIPとして変性極限状態に寄り添う 
• 「健康」と変性極限意識状態の理解 
• 依存と意識状態について 
• プロセスワークにおける回復について

第10回 
2020年2月19日(金) 
21:00~23:00 
他職種連携における“困った”

佐野浩子

心理士の立場を活かしたシステムへの関わり 
• システムの中で起きていることを整理する 
• 組織の成長とエッジ 
• 会議で活かすシステムへの見立て

講座内容の紹介

http://ptix.at/uVe30p


講師の紹介

國本貴久（くにもと　きく） 臨床心理士、公認心理師 
山形大学大学院教育学修士 
基礎絵本セラピスト 
二児の母

坂元仁美（さかもと　ひとみ） 臨床心理士 
米国ユニオン大学博士（心理学／死生学） 
慶應義塾大学大学院社会学修士 
Soul Remedy主催

佐野浩子（さの　ひろこ）

村松康太郎（むらまつ　こうたろう） 臨床心理士、公認心理師 
武庫川女子大学大学院臨床教育学修士 
公立小・中学校スクールカウンセラー 
Earth Dreaming 主催

プロセスワーク（プロセス指向心理学）は、独自の資格「認定プロセスワークディプロメイト」に基づいて心理療法・ファシリテー
ションを行っており、現在世界約30カ国の認定機関がこの資格を発行しています。日本プロセスワークセンターは、IAPOP（国際
プロセス指向心理学協会）に認定された日本で唯一の資格発行機関です。

お問い合わせ 

　一般社団法人　日本プロセスワークセンター

お申し込み 

http://ptix.at/vu4tu8 
Peatixでのお申し込みが難しい方
は、entry@jpwc.or.jp まで

臨床心理士 
精神保健福祉士 
米国トレド大学教育学修士

橋本早苗（はしもと　さなえ）

臨床心理士、公認心理師 
米国プロセスワーク研究所プロセスワーク修士 
文教大学大学院人間科学学修士 
湘南藤沢徳洲会病院臨床心理士 
Presence Bloom 代表

: 03-6409-6558 
: entry@jpwc.or.jp 
: https://jpwc.or.jp/

✴ 原則として全10回のご参加を前提としてお申し込みください。 
✴ 定例型研修のポイントは出席率（70%以上）も目安となりますのでご注意ください。 
✴ 単発でのご参加もお受けしております。ご希望される方はentry@jpwc.or.jpまでご連絡ください。
＜キャンセルポリシー＞ 
やむを得ない事情で欠席される場合には、セミナー開始の48時間前までに、entry@jpwc.or.jp までご連
絡ください。1回あたりのセミナー料金から振込手数料を引いた金額を返金いたします。（JPWC主催の
他セミナーの受講料に振替も可能です） 
48時間前までにご連絡がいただけない場合、1回分のセミナー料金をキャンセル料としていただきます。

申込締切 
5月15日(金)

JPWC認定プロセスワーカー（ディプロメイト） 
日本プロセスワークセンターファカルティ

PWI認定プロセスワーカー（ディプロメイト） 
日本プロセスワークセンターファカルティ／監事

PWI認定プロセスワーカー（ディプロメイト） 
日本プロセスワークセンターファカルティ／センター長

JPWC認定プロセスワーカー（ディプロメイト） 
日本プロセスワークセンター準ファカルティ

JPWC認定プロセスワーカー（ディプロメイト） 
日本プロセスワークセンターファカルティ／教育担当

無料 
体験セミナー＆説明会 

2020年4月17日(金) 
21:00~23:00 

お申し込み→　http://ptix.at/uVe30p 

心理面接の新しい形 ～「問題」の中に隠れた宝を見つける～ 
事例やエクササイズをもとにプロセスワークの基本的な考え方や、心理面接への応用の仕
方をご紹介する、無料お試し講座です。奮ってご参加ください！

mailto:entry@jpwc.or.jp
https://jpwc.or.jp/
mailto:entry@jpwc.or.jp
mailto:entry@jpwc.or.jp
mailto:entry@jpwc.or.jp
mailto:entry@jpwc.or.jp
mailto:entry@jpwc.or.jp
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京都CBTセンター 実践ワークショップ

5/31～
6/30
@Web

子どもと若者の

睡眠-覚醒リズム
に対する認知行動療法
講師

中島 俊
@shashunsho

国立精神・神経医療研究センター
認知行動療法センター
臨床技術開発室長

【プロフィール】 博士（医学）。臨床心理士／公認心理師、認定行動療法士、
Motivational Interviewing of Network of Trainer（MINT）登録動機
づけ面接トレーナー。北海道医療大学、東京医科大学大学院修了。北海道メンタ
ルケアセンター常勤心理士、北海道スクールカウンセラーを経験ののち、東京医
科大学睡眠学寄付講座専任助教、睡眠総合ケアクリニック代々木主任心理士、帝
京大学文学部心理学科専任講師を経て、現職。NHK『ためしてガッテン』等にも
出演し，臨床・研究から得られた知見の一般啓発にも力を入れている。

視聴
期間

2020年5月31日（日）
～6月30日（火）

計5時間

申込
https://forms.gl
e/zwW8WHHkw
hthtD58A

形式
オンライン（PC・スマホ）
YouTubeにて限定公開

対象

子どもと若者に関わる医
療、保健、福祉、産業、教
育、司法の有職専門家
認知行動療法初心者の方でも歓迎です。

参加費 10,000円

※日本臨床心理士資格更新ポイント申請予定

【主催】 京都CBTセンター
【お問合先】 担当：坂田 Email: sakata@cbtcenter.jp

https://forms.gle/zwW8WHHkwhthtD58A
mailto:sakata@cbtcenter.jp


心理オフィス K 第 4回公開セミナー 

「オンラインによる心理職のための開業セミナー」 
 

■概要 

 このセミナーは Zoom をつかってオンラインで開催

します。 

 今後、将来的に開業臨床を行っていきたいという臨

床心理職向けに、開業臨床をするために、どのように

オフィスを立ち上げて、運営していけば良いのかにつ

いてセミナーを行います。 

 内容としては、開業オフィスのコンセプトを決めたり、

開業する地域や場所を選んだり、必要な手続きをし

たりすることについてのレクチャーとなります。さらに

は、クライエントさんにオフィスがあることを周知しない

と来てくれません。その周知のための効果的な方法と

してネットの活用や、ホームページの作成についても

レクチャーします。 

 開業臨床はたんなるお金儲けやビジネスのためで

はなく、良質なサービスを地域やクライエントさんに供

給するためのコミュニティ臨床の一環であると考えま

す。そうした観点から開業臨床について考えたいとい

う方に来てもらいたいと思います。 

 

■講師 

北川清一郎（心理オフィス K 代表） 

資格：臨床心理士、公認心理師、日本精神分析学会

認定心理療法士 

 

■日時 

2020年 4月 29日（水祝） 

10時 00分～16時 30分（昼休憩 12時 30分～14

時 00分） 

 

■参加資格 

 臨床心理士、公認心理師、対人援助職、大学院生

など、開業臨床に興味のある方ならどなたでも参加

可能です。 

 

■オンライン 

 Zoom をもちいたオンラインセミナーとなります。必

要なものはパソコンもしくはスマートフォン、タブレット

等です。スマートフォンとタブレットの場合にはあらか

じめアプリをインストールしておく必要があります。ダ

ウンロードは以下のアドレスから可能です。 

https://zoom.us/download 

 

■参加費 

 8,000円 （注）振り込み後の返金は行っていません。 

 

■定員 

 99名 

 

■臨床心理士更新ポイント 

 臨床心理士の更新のためのポイントを申請する予

定です。 

 

■問い合わせ・申し込み 

心理オフィス K 受付事務 

参加希望者は以下の必要事項を書き、件名に「開業

セミナー参加希望」と明記して、info@s-office-k.com 

までメールしてください。その後、振込先を案内しま

す。 

・名前（ふりがな） 

・所属 

・メールアドレス 

・所持資格（臨床心理士、公認心理師、その他） 

 

■主催 

心理オフィス K（ https://s-office-k.com/ ） 

横浜精神分析研究会（ https://yokopsy.com/ ） 

 

■詳細 

https://s-office-k.com/news/archives/226 

https://zoom.us/download
mailto:info@s-office-k.com
https://s-office-k.com/
https://yokopsy.com/
https://s-office-k.com/news/archives/226


全国都道府県団体会員 御中 

 

平素より大変お世話になっております。 

この度、本会事務局は下記の通り移転することとなりました。 

また移転に伴い、電話番号を変更し、FAX は廃止いたします。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

        記 

 

移転期日  令和 2 年 4 月 1 日 

新所在地  〒680－0015? 鳥取市上町 134 

      上町コーポレーション 205 号室 

新電話番号 050ー6864ー4199 

      （＊FAX はございません） 
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