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2020年 5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、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 

 当初、会場として山梨県立図書館を予定していた第 1 回スクールカウンセリング研究会

ですが、感染対策のためオンライン研修会に変更したいました。形態は異なりますが、内容

は 4月広報でお伝えしたものに変更はありません。 
 

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：zoomによるオンライン研修会 

 ・詳細と申込方法：後に記載されているチラシをご覧いただき、申し込みください 

 ・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』 

 

 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も多いかと思

います。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
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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や課題として、今後、義務教育課と話し合っていきたいと考えて

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

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。 

 

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・中止等もあり得ます。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 オンライン 

第 2 回 未定 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（予定） 
10月 3日(土) 13:30～16:30 未定 

第 7 回 山梨県弁護士会との共同開催 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

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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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：深沢孝之 

  ・コーディネーター：石原香絵、飯塚茜 

  ・研修部門：松本友美 

  ・会計年度任用職員対策ワーキンググループ部門：田中健史朗、石原・飯塚（兼務） 

  ・緊急支援部門：一瀬英史 

  ・広報部門：今村亨 

  ・会計部門：浅川香織 

 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、引き続き当委員会へ所属されるご意

思の確認を、6月広報で Googleフォームにてご回答いただく形式を予定しています。先月

もお願いいたしましたが、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


参加申し込みは「scyamanashi@yahoo.co.jp」まで。
参加に必要なZoomミーティングIDとPWをお伝えします。
※締切：５月２２日（金）正午まで

第１回スクールカウンセリング研究会

２０２０年５月２３日（土）１０時～１２時
（Zoomミーティングにて）

・ いつから勤務できるの？
・ なぜ内示された勤務時間が減ったの？
・ 会計年度任用職員になって何が変わるの？
・ 勤務日数は増やせるの？

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
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、困っていることなどざっくばらんに話し合う機会
として、Zoomを使ったオンライン研究会を開催致します。

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
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山梨県臨床心理士会 子育て支援委員会 

 

新型コロナウイルスの感染拡大によって、私たちの日常は大きく変化しています。

子育て中のみなさまには、一緒に過ごす時間が増え、お子さんとの関わりにお困り

の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

また、子育てをサポートする皆さまには、この非常事態への対応に苦慮していらっ

しゃることと思います。 

 

山梨県臨床心理士会 子育て支援委員会では、国をはじめ、山梨県を含む多くの専

門家から発信されている、生活に役立つ情報やこころの理解に役立つ情報をまとめ

ました。情報が錯綜するなか、必要な資源に繋がる一助になりましたら幸いです。 

 

少しでも、安心して新しい朝を迎えられますように。 
 

※一部リンク先で重複している情報もあります 
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お子さんと保護者の方へ 
 

パワーポイントや文章、絵本などの資料です 
〇山梨県こころの発達総合支援センターより 

新型コロナウイルス感染から子どものこころを守るために(2020年4月24日) 

https://www.pref.yamanashi.jp/kokoro-hattatsu/kodomonokokorowomamoru.html 

 

〇国立研究開発法人国立成育医療研究センター 
ご家族向けリーフレット

https://www.ncchd.go.jp/news/2020/dd84f28dbe11f027103bd3e89cb329a547cfac36.pdf 

親子でできるストレス対処法 

https://www.ncchd.go.jp/news/2020/d87c94efa75dede6e54ef2faf38c0b916a05a24d.pdf 

子どもとできるセルフケア 

https://www.ncchd.go.jp/news/2020/0acf48f6afa2b9af77e971502f2091248666607b.pdf 

リラクゼーション 

https://www.ncchd.go.jp/news/2020/6faff78c4550746f93e6425d8b4d572773f4bb77.pdf 

お子さんの成長に応じたケア 

https://www.ncchd.go.jp/news/2020/a3a812f385f7a4d77fa4f8c0bb30d77ec846d36f.pdf 

しんがたコロナってなんだろな～子どものための新型コロナ予防（YouTube） 

https://www.youtube.com/watch?v=Y59L9UnKBk0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=XDDxKO9nf9Y&t=115s 

新型コロナウイルス感染拡大防止と 子どもの心身の健康バランス(五十嵐理事長監修) 

http://www.children-env.org/joj3r4wxv-148/ - _148 

 

〇国立大学法人岡山大学有志ならびに一般社団法人知識流動システム研究所 

小冊子「新型コロナウイルスについて一緒に考えよう」 

（日本語一般向け/日本語児童向け/英語児童向け）と紙芝居がダウンロードできます。 

http://www.smips.jp/KMS/stop_covid-19_new/#download1 

 

〇日本臨床心理士会災害支援プロジェクトチーム、日本公認心理師会災害支援プロジェクトチーム、 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 
感染症対策下における子どもの安心・安全を高めるために 

http://www.jsccp.jp/userfiles/news/general/file/20200302174321_1583138601335720.pdf 

 

専門家からの映像メッセージや資料です 
〇厚生労働省 感染症専門医からのメッセージ： 
子どもの感染を中心に新型コロナウイルス感染症に関する基礎的事項、 

感染予防について保護者のみなさまに 

https://www.youtube.com/watch?v=9BxgmfbhCLU 

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000625875.pdf 

 

〇厚生労働省 小児科医からのメッセージ： 
日常生活における子どもや家族のケア、ストレスに負けない過ごし方など、 

お子さんおよび保護者のみなさまに 

https://www.youtube.com/watch?v=ceyusTM1uTw 

https://www.youtube.com/watch?v=8L2QfGDop-8 

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000625907.pdf 

 

https://www.pref.yamanashi.jp/kokoro-hattatsu/kodomonokokorowomamoru.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/dd84f28dbe11f027103bd3e89cb329a547cfac36.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/d87c94efa75dede6e54ef2faf38c0b916a05a24d.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/0acf48f6afa2b9af77e971502f2091248666607b.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/6faff78c4550746f93e6425d8b4d572773f4bb77.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/a3a812f385f7a4d77fa4f8c0bb30d77ec846d36f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y59L9UnKBk0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XDDxKO9nf9Y&t=115s
http://www.children-env.org/joj3r4wxv-148/#_148
http://www.smips.jp/KMS/stop_covid-19_new/#download1
http://www.jsccp.jp/userfiles/news/general/file/20200302174321_1583138601335720.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9BxgmfbhCLU
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000625875.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ceyusTM1uTw
https://www.youtube.com/watch?v=8L2QfGDop-8
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000625907.pdf
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お子さんと保護者に関わる職種の方へ 
 

支援に役立つ資料です 
〇山梨県総合教育センター 

児童生徒の心のケアアンケート、授業コンテンツ 

www.ypec.ed.jp/htdocs/2bdced11737307eedffdcffbbc0ab28d 

 

〇早稲田大学教育学部 本田恵子教授 

子どものこころに今、何が起こっているの？がわかります。 

家庭ですごす機関の子どものストレスとその対応 ～保護者・教職員向け～ 
https://www.waseda.jp/fedu/edu/assets/uploads/2015/09/0e392fcd7091b47ec96d04a9c0006c0

b.pdf 

 

〇日本児童青年精神科・診療所 連絡協議会事務局 

新型コロナウイルスに対する学校でのメンタルヘルス支援パッケージ 
https://www.city.kitami.lg.jp/docs2/2014100100124/files/MentalPackage.pdf 

 

〇日本心理臨床学会  

コミュニティの危機とこころのケア 
https://www.ajcp.info/heart311/ 

 

 

 

 

 

 その他 
 

妊娠中の方、親子で過ごす生活の仕方のヒントなど 
〇厚生労働省 産婦人科医からのメッセージ： 

妊婦の感染リスク、感染への不安がある場合の対応、里帰り出産に代わる支援など 
https://www.youtube.com/watch?v=NhWNorj7noc 

https://www.youtube.com/watch?v=DWJ8_5x2rus 

 

〇厚生労働省 助産師からのメッセージ： 

妊娠中、産前産後に利用可能な母子保健サービスなど 
https://www.youtube.com/watch?v=cmugi9y4KNk 

 

〇一般社団法人福島県作業療法士会 

作業療法の視点から「おうち時間」を見直してみると… 
https://fukushima-ot.jp/assets/200330covid-19_fukushima-ot_ver1.2.pdf 

 

〇日本赤十字社 

国内災害救護トピック 
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/ 

 

 

http://www.ypec.ed.jp/htdocs/2bdced11737307eedffdcffbbc0ab28d
https://www.waseda.jp/fedu/edu/assets/uploads/2015/09/0e392fcd7091b47ec96d04a9c0006c0b.pdf
https://www.waseda.jp/fedu/edu/assets/uploads/2015/09/0e392fcd7091b47ec96d04a9c0006c0b.pdf
https://www.city.kitami.lg.jp/docs2/2014100100124/files/MentalPackage.pdf
https://www.ajcp.info/heart311/
https://www.youtube.com/watch?v=NhWNorj7noc
https://www.youtube.com/watch?v=DWJ8_5x2rus
https://www.youtube.com/watch?v=cmugi9y4KNk
https://fukushima-ot.jp/assets/200330covid-19_fukushima-ot_ver1.2.pdf
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/
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電話相談 

 
〇山梨県子育て相談総合窓口かるがも 
山梨県にお住いの方の子育てに関する悩み全般に対応。相談は全て無料・秘密は厳守します。 

電話番号：055-228-4152 または055-228-4153 

受付時間：月～金 9:00～16:30  土日祝 9:00～15:30  

受付時間外は電話自動応答システム「安心子育てテレフォン」に 

接続します。 

休業日 ：第2第4月曜日と年末年始（12月29日～1月3日） 

相談員 ：元教員、元幼稚園教諭、元保育士など 

★月2回、臨床心理士によるカウンセリング（要予約）があります。 

 

 

 

 

 

〇新型コロナこころの電話相談  日本臨床心理士会・日本公認心理師会 共同事業 
不安な気持ちの対処法や、子どもたちへの対応など、日常を落ち着いて過ごす方法について 

皆さまと一緒に考えることを目指しています。 

電話番号：050-3628-5672 

受付時間：月～金 10:00～12:00 及び 19:00～21:00 

★多くの相談を受けるため、相談時間は30分以内となります。 

 

詳しくは関連資料をご確認ください。 

http://www.jsccp.jp/info/infonews/detail?no=708 

 

 

〇いじめ、不登校ホットライン 山梨県総合教育センター 

コロナウイルス感染症で休校になり、心配や悩んでいることなど、ありませんか？ 

いじめ不登校ホットラインですが、様々な相談を受け付けています。 

電話番号：0120-0-78310 

受付時間：365日 24時間 

 

詳しくはHPをご覧ください。 

www.ypec.ed.jp/htdocs/2bdced11737307eedffdcffbbc0ab28d 

http://www.jsccp.jp/info/infonews/detail?no=708
http://www.ypec.ed.jp/htdocs/2bdced11737307eedffdcffbbc0ab28d


京都CBTセンター主催 実践ワークショップ

withコロナ
こころのケアワークショップ

2020年7月18日〜8月23日 不安症と強迫症
2020年7月19日〜8月23日 過敏性腸症候群

過敏性腸症候群(IBS)
に対する認知行動療法

身体心理両面を的確にアセスメントし、それに基づく
CBT技法(注意トレーニング・身体感覚エクスポー
ジャー)を実践し解説します。

菊池志乃

日本消化器病学会専門医。天理よろづ相談所病院、京都大学医学部附
属病院、高槻赤十字病院などにて消化器内科医として約10年の臨床経験
の後、

2018年よりIBSの集団認知行動療法臨床試験「IBSスッキリプロジェクト」を進
行中。

伊藤有里

臨床心理士/公認心理師。総合病院精神科の心理職

として10年、種々の心身疾患に対して認知行動療法を提供。
2018年より「IBSスッキリプロジェクト」のセラピスト、
NCNP主催「IBSに対する認知行動療法研修」の講師を
務める。

【申込み】
https://forms.gle/2Dw94VsQ1sR5v7rE6

録画視聴
配信期間

不安症と強迫症に対するCBT
～withコロナにおける不安と強迫について～
不安症のCBTや”不安な子どもに寄り添う基本のキ”
について/強迫症（OCD）のCBTを解説します。

牧野拓也

臨床心理士/公認心理師。専門は児童青年の強迫症・不安症。

矢野宏之

臨床心理士/公認心理師。久留米大学大学院卒業後、

熊本大学病院神経精神科勤務を経て現職。
現在は、福岡県にて強迫症の当事者会を主催しながら、

強迫症の研究、支援に携わる。

【申込み】
https://forms.gle/oTkJo4cFwuaQKxCG9

【対象】医療、保健、福祉、産業、教育、司法の有識専門家および大学院生
【受講費】各（５時間）10,000円（Youtube限定公開。録画は何度も視聴可）
【申込期限】どちらも8/14〆切【問合せ】kyotocbt01@gmail.com（京都CBTセンター主催）
※どちらのワークショップも、臨床心理士資格更新ポイント申請予定です。

7/18〜 7/19〜

京都大学大学院医学研究科

消化器内科講座/健康増進・行動学講座

京都大学医学部附属病院精神科神経科

福井大学

子どものこころの発達研究センター
児童青年期こころの専門医育成部門

EMDR専門カウンセリングルームリソルサ

司会・総括：岡村優希（京都CBTセンター所長） 司会・総括：坂田昌嗣（京都CBTセンター）



◆一般社団法人 CBT を学ぶ会からのお知らせ 

 

〇with コロナにおけるコーピングレパートリー・バンク 

日時：2020 年 05 月 30 日 （土）18:30～20:30 

締切：2020 年 05 月 30 日 （土）12:00 

会場：WEB 

概要：広く聴衆からコーピングのレパートリーを募りながら、LIVE 配信でおしゃべりするという企画です。 

参加費：無料 

話題提供者： 

 伊藤絵美（洗足ストレスコーピング・サポートオフィス） 

 西川公平（CBT センター） 

URL：https://copingbank.peatix.com/view 

 

〇第 3 回 「心の仕事のオンライン化を考える」オンライン談義 

日時：2020 年 06 月 13 日 （土）18:30～21:00 

会場：WEB 

参加費：LIVE 視聴、録画視聴とも 3000 円（個人）、5000 円（施設・団体 最大 3 名） 

 子育て割引(-2000 円)、学生割引(-2000 円)があります（併用不可）。 

 ※施設・団体で参加される場合は、参加者全員が申し込みフォームへのご記入をお願いいたします。支払いに

関しては、代表者のみで結構です。 

話題提供者： 

 上田 勝久（兵庫教育大学大学院） 

 太田 滋春（カウンセリングルームこころ sofa） 

 岸本 早苗（マインドフル CARER センター） 

 吉野 智富美（ＡＢＡサービス＆コンサルティング） 

定員：Live 参加 10,000 名人  録画参加 30,000 人 

参加資格：心の仕事を行う専門家または学生 

日程 

 5 月 15 日 (金) 13:00-??? 申し込み受付開始 

 6 月 10 日 (水) 申込・振込締め切り 

LIVE 当日 

 6 月 13 日 (土)??? 

  18:30~ パネルディスカッション 

  20:00~ 総合ディスカッション 

  20:30~ WEB 飲み会 

録画視聴期間 

 6 月 15 日（月）13:00-??? 録画視聴開始 

 6 月 22 日（月）視聴終了-23:00 

URL: https://studygroup.cbtcenter.jp/online/index3.php 



2017年に「公認心理師」という国家資格が誕生し，臨床心理士の多くが資格試験を受け，資格保持
者になられたと思います。この資格に求められる役割や知識は公認心理師法に明記されていますが，
臨床現場で求められる専門性とはどのようなものでしょうか。臨床心理士とはどのように異なるので
しょうか。これまでに同様に国家資格化した専門職の一つに，社会福祉士や精神保健福祉士があり
ますが，有資格者の方々には，資格成立以前のソーシャルワーカーとしての専門性と，国家資格とし
て求められるものとの間で葛藤があることをお聞きします。今回，若手ながらも「臨床」を大切にしてき
た臨床心理士が，同じく若手のソーシャルワーカーの意見も交えながら，参加される皆さんともディス
カッションをし，公認心理師の専門性について考えてみたいと思います。

大阪・京都こころの発達研究所 葉

「公認心理師」という
資格を若手が考える

2020年度 オンラインシンポジウム ・ 臨床心理士資格更新ポイント申請予定

シンポジウム内容

1．シンポジストの自己紹介，なぜ公認心理師を
取得したのか

2. 専門性とはなにか，資格と臨床
3. 架空事例を用いて専門性の違いをさらに明らかに
する

4. 参加者の方とのディスカッション
5. 公認心理師とは何か

日時 : 2020年6月14日（日） 10:00 – 16:00 （休憩1時間）

シンポジスト

安藤佳珠子 （日本福祉大学講師）

浜内彩乃 （京都光華女子大学講師，大阪・京都こころの発達研究所 葉）

星野修一 （京都大学大学院博士後期課程，大阪・京都こころの発達研究所 葉）

参加要件

定員

高槻オフィス：〒569-1123 大阪府高槻市芥川町３丁目２−２４
四ツ橋オフィス：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目14−18 TYビル３F 

医療，福祉，教育分野でご活躍されている方，公認心理師に興味のある方

100名（開催後は動画配信でご視聴いただけます。）

申込方法
次のＵＲＬ（https://kokoroyou.jimdofree.com/）のページから，「カートに追加」よりご購入とお申込みを同
時にしていただく形になります。臨床心理士更新ポイント希望の方は，申込ページの「メモ欄」にポイント申
請希望の旨と臨床心理士番号をご記載ください。

参加費 2000円



第 5回オンライン勉強会「精神分析的心理療法の理論と実践」 

 

概要 

 この勉強会では精神分析・精神分析的心理療法について学びます。 

 精神分析のイメージというと、古臭い、性の話ばかりする、エビデンスに乏しい、難解などなどがあるかもしれま

せん。確かに 100年以上前にフロイトが創始した時代の精神分析にはそうしたところがあったかもしれません。し

かし、精神分析はフロイトの時代から 100 年以上も経過しており、その間、さまざまな適用範囲の拡大、現代的

な視点の追加、エビデンスの積み重ねを経ており、進化してきています。また、現代に数多くある様々な心理療

法、セラピー、カウンセリングに精神分析の影響が直接的・間接的に及ぼしています。例えば、転移、逆転移、

治療構造、無意識の構造などの考え方は様々な心理療法に取り入れられて、活かされています。精神分析以

外のオリエンテーションの心理療法をする際にも、精神分析的な知識や技術を加味することもよく見かけられま

す。 

 こうしたことから実際の臨床で精神分析をそのまま適用することは多くないでしょうが、精神分析の理論や知識、

ちょっとした技術を持っておくと日々の臨床により深みと豊かさがもたらされるでしょう。 

 この勉強会で取り上げる内容としては、精神分析の基本概念のおさらい、インテーク面接や初回面接の方法、

アセスメントや精神分析的フォーミュレーション、セラピープロセスの初期・中期・後期の進め方、ケースの行き詰

まりへの対応、精神分析の学び方などについて取り上げる予定です。精神分析をあまり知らない初学者を対象

としているので、できるだけ分かりやすくお話をする予定です。 

 この勉強会で精神分析・精神分析的心理療法について学び、日々の臨床に活かしていけるようになることを目

指します。 

 

日時 

2020年 5月 31日（日）13:00～16:00 

 

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 

 

オンライン開催 

 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。ちなみに、

参加者は基本的には顔や声は出ない設定にしてい

ますので、ご安心ください。 

https://zoom.us/download 

 

参加費 

4,000円 （注）振り込み後の返金は行っていません。 

 

参加資格 

 臨床心理士、公認心理師、医師、ケースワーカー

などの対人援助職、大学院生など、精神分析・精神

分析的心理療法に興味のある方。 

 

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「精

神分析勉強会参加希望」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） 

 

申し込み期限 

2020年 5月 28日（木） 

 

詳細 

https://s-office-k.com/news/archives/228 

https://zoom.us/download
mailto:info@s-office-k.com
mailto:info@s-office-k.com
https://s-office-k.com/news/archives/228


心理オフィス K 第 6回公開セミナー 

「WAIS-4の実施・集計・解釈の実際」 

 

■概要 

 ウェクスラー成人知能検査第 4 版（WAIS-4）について

のセミナーです。このセミナーはWAIS-4をまだ触ったこ

とがない方、施行はしたことがあるがまだ件数が少ない

方など初心者を対象にしています。 

 WAIS-4 は医療機関や教育機関のみならず、さまざま

な現場で使用されている知能検査です。知能の良し悪

しだけではなく、神経心理的な観点からクライエントの能

力を分析的に把握し、全体的な傾向を知ることができる

非常にすぐれた検査です。 

 セミナーの第 1 部では「WAIS-4 の実施と集計と解釈

についての講習」として、基本的な実施法や集計の仕方、

一般的な解釈についてレクチャーします。第 2部では実

際のデータを用いて、スコアリング、得点の換算、解釈、

所見作成までの一連の流れを説明します。 

 

■講師 

伊藤周平 先生（公認心理師、心理オフィスKカウンセラ

ー） 

 

■日時 

2020年 6月 28日（日） 

第 1部：10時 00分～12時 30分 

第 2部：14時 00分～16時 30分 

 

■オンライン開催 

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 

 

■参加資格 

臨床心理士、公認心理師、大学院生など、WAIS-4

に興味のある心理職、対人援助職。WAIS-4初心者、未

経験者歓迎。 

■参加費 

8,000円 （注）振り込み後の返金は行っていません。 

 

■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。 

 

■受検体験 

WAIS-4 やウェクスラー成人知能検査を受検したこと

がない方はセミナーに先立って実際に WAIS-4 を受検

することができます。心理オフィス K の正規の料金となり

ますが、WAIS-4実施+レポート+フィードバック面接がセ

ットで 16,000円です。詳しくはお尋ねください。 

 

■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、件名に希望セミ

ナー「WAIS-4 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） 

 

■申込期限 

2020年 6月 25日（木） 

 

■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/220 

https://zoom.us/download
mailto:info@s-office-k.com
mailto:info@s-office-k.com
https://s-office-k.com/
https://yokopsy.com/
https://s-office-k.com/news/archives/220


各位 

 

一般社団法人京都精神分析心理療法研究所事務局です。2020 年度 KIPP 対人関係精神分析セミナーを開催い

たしますので、下記の通りご案内いたします。ホームページ（https://www.kippkyoto.org/セミナー-プラス-1/セ

ミナー-プラス?/）もございますのでご確認ください。 

何卒よろしくお願いいたします。 

 

記 

・テーマ：対人関係論を学ぶオンライン・スタディ・グループ 

・日時：2020 年 6 月 15 日(月)・6 月 29 日(月)・7 月 13 日(月)・7 月 27 日(月)・8 月 3 日(月)・8 月 24 日(月)・

9 月 14 日(月)・9 月 28 日(月)・10 月 26 日(月)  いずれも 20:00－21:30 

・講師：川畑 直人（京都文教大学） 

・会場：Zoom によるオンライン開催 

・定員：12 名 

・参加対象：詳細内に資格取得後 8 年までの方と記載がございますが、受講申し込みの状況を鑑みて、この条件

を取り下げます。8 年目以上の方もお申し込み下さい。 

・受講料：全 9 回合計 一般 39,600 円 学生 33,000 円 

【内容】 

対人関係論を学ぶ入門的なオンライン・スタディ・グループを行います。対象は様々な臨床現場で働く臨床心理

士、公認心理師で、対人関係精神分析に関心をお持ちの方です。グループの経験年数にあまり幅を持たせないよ

う、このグループでは、大学院生または資格取得後 8 年目までの方に限定いたします。内容は、理論や技法につ

いての解説と、参加者の事例提供に基づくグループスーパーヴィジョンで構成します。教科書として、「対人関係

精神分析の心理臨床（」川畑直人監修・誠信書房）を用い、各章のポイントについて説明を行いながら、参加者

からの質問に答えていきます。グループスーパーヴィジョンでは、参加者から口頭で事例について報告をいただ

き、全体での質疑を交えながら、いくつかのポイントについてアドバイスしていきます。10 回のシリーズになっ

ていますが、8 回までは事例報告者は毎回 1 人とし、最後の 2 回は 2 人ずつとし、最終的に全員が報告する機会

を得るように工夫いたします。 

【申込方法】 

以下の専用申込フォームよりお申し込みください。 

対人関係論を学ぶオンライン・スタディ・グループ 専用申込フォーム 

https://ws.formzu.net/sfgen/S76176134/ 

 

開催が決定いたしましたら、振込先などご連絡いたします。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

以上 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 一般社団法人 京都精神分析心理療法研究所 

 〒612-8083 京都市伏見区京町 4 丁目 156 番地 1 桃山ビル 3F 

 TEL&FAX: 075-623-0823 

 Email: info@kippkyoto.org 

 URL: http://www.kippkyoto.org/ 
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