
2020年 8月 5日 

山梨県臨床心理士会会員のみなさま 

山梨県臨床心理士会 

会長 設樂友崇 

 

2020年度定期総会（書面表決）のご報告 

 

平素より会員のみなさまには、本会の活動につきまして、ご支援ご協力賜り、厚く御礼申し

上げます。 

さて、ご承知の通り、2020 年度の定期総会は、書面表決といたしました。返信をくださっ

たみなさま、ありがとうございました。結果を以下に記します。 

 

現在、総会員数は 160名、今回の書面表決の回収率は、78％でした。 

第 1号議案 126票中、賛 125票、否 1票 

第 2号議案 126票中、賛 126票、否 0票 

第 3号議案 126票中、賛 125票、否 1票 

第 4号議案 126票中、賛 126票、否 0票 

総会第 15条に則り、すべての議案は、原案通り可決承認されました。 

 

さらに次の意見をいただきました。 

第 2号議案について、「会計報告書の報告日の記載漏れ、および、各委員会の会計報告、予

算案が添付してあればより分かりやすい」。 

第 3号議案について、「支出が収入を上回っているため、災害等が起きた時を考え、その時

に使用できる余剰金があったほうがよいと思われる」。 

これらについては、今後の幹事会で検討したいと思います。 

 

感染症が拡大する中、みなさまには、ご協力賜り、重ね重ね、感謝申し上げます。 

今後とも、本会の活動について、ご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

【問い合わせ先】 

山梨県臨床心理士会事務局 

psychoyamanashi@yahoo.co.jp 



2020 年 8 ⽉ 15 ⽇ 
会員のみなさま 

会⻑ 設樂友崇 
 

ご挨拶 
 

厳しい暑さが続きますが、みなさまお元気でしょうか。今年度は総会でお会いすることが
できませんでしたが、昨春よりコロナ禍の中、三密を避けよという要請を受けて、それぞれ
の現場でこれまでに無い試⾏錯誤を重ねてこられたことと想像いたします。⼤変お疲れさ
まです。 

さて、先⽉の書⾯決議に際しては投票ならびに意⾒表明をありがとうございます。みなさ
んからのご賛成をいただくことができましたので、深沢孝之前会⻑からバトンタッチし、新
しい幹事会メンバーとともに新会⻑として今期の活動を進めてまいります。どうぞよろし
くお願いします。 

昨年度に始まった公認⼼理師制度、そして今年のコロナ禍を経験したことで、⼼理臨床と
は何か、臨床⼼理⼠の専⾨性や倫理とは何か、雇⽤環境はどうなっていくのか、職能団体の
役割とは何かなど、改めて考える機会が増えた⽅も多いのではないでしょうか。 

私個⼈としては、会員にとって活動しやすい会、研修が盛んな会、⼊っていて良かったと
感じる会、普段はあまり意識しないけれど必要不可⽋な空気のような会になっていくとい
いなと考えています。現段階で具体的な腹案があるわけではないのですが、みなさまからも
ご意⾒を伺いご協⼒をいただきながら活動を進めていければと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 
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2020年 8月 15日 

 

1. 第 3 回(7 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 去る 7月 18日(土) 14時～16時、第 3回のスクールカウンセリング研究会をオンライ

ンにて開催し、22名の方々にご参加いただきました。保坂三雄チーフ SCをファシリテータ

ーとして『「スクールカウンセラー活用ガイドライン」について－ＳＣの活動の基準につい

て学ぶ－』をテーマに闊達な意見交換が行われました。保坂チーフ SCの丁寧なガイドライン

の解説により、SCとして知っておかなければならない事柄、学校と共有しておかなければ

ならない事柄を改めて認識させていただきました。また、現時点では統一できない方針につ

いて浮き彫りにできた点も、大変意義があったと思います。 

 

2. 第 4 回(8 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も収束の兆しが見えないところではありますが、8 月の第 4 回ス

クールカウンセリング研究会は久々に対面で実施することとしました。詳細はこの後に掲

載されているチラシをご覧ください。 
 

第 4 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 2年 8月 29日㈯ 14:00～16:00 

 ・会場：ぴゅあ総合（甲府市朝気） 3階 視聴覚・音楽室 

 ・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 

 ・定員：19名（先着順となります。参加ご希望の方は、お早目に申し込みください） 

 ・前半ファシリテーター：田中健史朗 SC（学校臨床心理士委員会） 

  ・テーマ：『会計年度任用職員として気をつけること』 

 ・メインファシリテーター：石原香絵 SC（学校臨床心理士委員会） 

  ・テーマ：『協働による より効果的な問題解決にむけて』 

 

3. スクールカウンセリング研究会 年間予定 

 先月の広報にてお伝えした通り、2020年度継続研修会は全 10回すべてをスクールカウ

ンセリング研究会といたします。 

 

 発表者／ 

ファシリテーター 
テーマ／内容 時間 会場 

第1 回（5/23㈯） 深沢孝之 SC 
配置 SC の勤務形態等に関する報告と今後

の課の検討 
10:00～12:00 オンライン 

第2 回（6/27㈯） 今村亨 SC 
新型コロナ流行下における学校臨床のあり

かた 
10:00～12:00 オンライン 

2020 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 
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第3 回（7/18㈯） 
保坂三雄 

チーフSC 

『スクールカウンセラー活用ガイドライン』に

ついて－ＳＣの活動の基準について学ぶ－ 
14:00～16:00 オンライン 

第4 回（8/29㈯） 
田中健史朗 SC 

石原香絵 SC 

・会計年度任用職員として気をつけること 

・協働によるより効果的な問題解決にむけて 
14:00～16:00 

ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 

第5 回（9/26㈯） 未定  10:00～12:00  

第6 回（10/31㈯） 未定  10:00～12:00  

第7 回（11/28㈯） 未定  10:00～12:00  

第8 回（12/19㈯） 未定  10:00～12:00  

第9 回（1/16㈯） 未定  10:00～12:00  

第 10 回（2/6㈯） 未定 山梨県弁護士会との共同開催 未定 未定 

3 月 15 日㈪ 拡大委員会 18:30～20:30 未定 

 ※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。 

 

 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ポイントが取得できる予定です（Webでの研修

会も例年と同様の取り組みとして認められることが確認できました）。 

 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／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。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、今月のスクールカウンセリング研究会、またはスクールカウ

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。 

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


  

山梨県教育委員会後援 山梨県臨床心理士会学校臨床心理士委員会 第 4 回スクールカウンセリング研究会 
 
 

協働によるより効果的

な問題解決にむけて 
 今回の研究会では、まず田中健史朗ＳＣに会計年度任用職員

として気をつけることについてうかがいます。その後、石原香絵ＳＣ

より校内連携についてのお話をうかがいます。 

石原香絵ＳＣより・・・学校の教育相談はいま、チーム学校や他職

種によるチーム支援の名のもと、これまでの教育相談のあり方から

のパラダイムシフトが求められています。しかし現状は多くのＳＣがそ

の難しさに戸惑い、どうしていったらいいのか困惑されていることでし

ょう。今回は石原が、教職員向けに行っているＳＣと教員の校内連

携についての講義を、事例を交えながらＳＣのみなさまとシェアし、

よりよい教育相談のあり方を一緒に検討し、知恵を出し合う機会に

したいと思っています。「正しい連携とは何か？」ではなく、ＳＣの先

生方がそれぞれの臨床のなかで思い描く校内連携やチーム学校の

あり方や課題を差し出しあえるような時間にできたら嬉しいです。 

ＳＣの皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

 

2020．8.29（土）㏘ 2：00～4：00  

ぴゅあ総合（甲府市朝気 1－2－2）３階 視聴覚・音楽室 

全ＳＣ対象（先着１９名）※県臨床心理士会会員以外の方：会費 500円 

申込先：scyamanashi@yahoo.co.jp(松本) 

※申込メールに所属・資格（臨床心理士は登録番号）を明記してください。 

※新型コロナウイルス感染防止策にご協力をお願いします（マスクの着用、三密の回避等） 
 



DAY1 11/06(⾦)
21:00~23:00

DAY2 11/13(⾦)
21:00~23:00

DAY3 11/20(⾦)
21:00~23:00

DAY4 11/27(⾦)
21:00~23:00

DAY5 12/04(⾦)
21:00~23:00

オリエンテーション
事例概要と検討点の共有
WAIS、バウム、BDI

MMPI解釈 質疑応答

ロールシャッハ解釈
質疑応答

まとめ

EMP（早期記憶回想法）
解釈
質疑応答

講師：中村紀⼦

講師：スティーブン・Ｅ・フィン

講師：中村紀⼦

講師：フランチェスカ
・ファンティーニ

講師：スティーブン・Ｅ・フィン
中村紀⼦

この11⽉、 ACTAでは初の「ACTA2020オンラインケースコンサルテーション」を⾏うことに
なりました。1つの成⼈のケースを毎週2時間ずつ計5回かけて学びます。
アメリカ、オースティンからは、MMPI の⼤家であるスティーブン・ E ・フィン。イタリア、

ミラノからはEMP（早期記憶回想法）をイタリアで広めたエキスパートのフランチェスカ・ファ
ンティーニ。そして東京からは中村紀⼦がロールシャッハを担当して、皆様のご⾃宅のパソコン
で連続講義を⾏います。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。ご⾃宅で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。
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。
・講義は全て逐次通訳が付きます。
・参加者の皆様には、オンラインケースコンサルテーションの事前資料として各講師からテスト
についてのイントロダクションのVTRをお届け致します（youtube予定）

A C T A 2 0 2 0
オンラインケース
コンサルテーション

ACTA第12回
2020年秋の研修



申し込み⽅法
ACTAホームページの特設ページにある申し込みフォームからお申し込みください
お申し込み後、事務局より選択された参加費のお⽀払⽅法と守秘義務誓約書をお送りいたします。守秘義務誓約書は
署名の上、スキャンや写真撮影等したものをメール添付していただくか、郵送にてご返信ください（返送期限にご注
意ください）。
①参加費のお⽀払と②同意書への署名を確認を持って正式な受付完了となります。申し込み完了された⽅にはZoom
にアクセスするための招待メールをお送りいたします。(お納めの参加費の返⾦には理由に関わらず応じられま
せん。）
※フォームによるお申し込み後、ご⾃⾝が⼊⼒された申し込み内容が⾃動返信されます。⾃動返信がない場合は、フ
ォームに⼊⼒したメールアドレスが間違っている可能性があります。その際はお⼿数ですが、事務局へメール
(asiancta@gmail.com)するか、再度申し込みフォームから⼊⼒してください。
また、2週間を経過しても事務局から返信がない場合は、その際も、事務局までご連絡をお願い申し上げます

早割：2020年9⽉18⽇（⾦）
通常：2020年10⽉16⽇（⾦）

「オンラインケースコンサルテーション」はカウンセリング・⼼理療法を⾏な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）
＊実際のケースを扱うオンライン講義となります。参加される⽅は家族など他者の出⼊りのない部屋で、
イヤフォンを使⽤するなど参加者1⼈で視聴、受講できる環境であることを守秘義務誓約書にて誓約して
いただきます。

50名程度

Zoomを使ったリモート開催を予定しています。
ご⾃⾝のパソコンでZoomが利⽤できるよう環境設定をお願いいたします。
（初めての⽅はZoomのヘルプセンターのページをご参照ください）
また、事前にZoomのテスト接続を⾏う予定です。詳細は参加者の皆様に後⽇お知らせいたします。

申し込み
締め切り

対象者

定員

開催場所

料⾦ 申し込み締め切り ⼀般 ⼤学院⽣ TAIメンバー
早割 2020年9⽉18⽇（⾦） ¥28,000 ¥15,000 ¥26,000

通常 2020年10⽉16⽇（⾦） ¥30,000 ¥15,000 ¥26,000

European Center for Therapeutic Assessment（ECTA）
Francesca Fantini, Ph.D
治療的アセスメント研究所理事。認定臨床⼼理⼠。イタリア、ミラノのカト
リック⼤学で⼤学⽣のためのカウンセリングサービスを取りまとめている。
治療的アセスメント・ヨーロッパセンター（European Center for
Therapeutic Assessment）のコーディネーター。イタリア国内のみならず海外
においても、パーソナリティテスト、テストの協働的な⽤い⽅、治療的アセ
スメントについて⼤学院や卒後研修で教鞭をとっている。異なるタイプのク
ライアント（⼦どもと家族、成⼈）との治療的アセスメントや、多⽂化的ア
セスメントにおける投映法の適⽤についての論⽂を多数発表。Tell-Me-A-
Story多⽂化的投映テスト（TEMAS）のイタリア語版著者の⼀⼈。治療的アセ
スメントの成⼈、⼦どもと家族の認定セラピスト。

Therapeutic Assessment Institute (TAI)
Stephen E. Finn, Ph.D.
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研究所を創設、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 Assessment(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。1984年にミネソタ⼤ 学で博⼠号を取得、アメリカ⼼理学会パーソ
ナリティ部⾨フェロー会員として 2002年から2004年まで会⻑を務める。理論と技法に関する論⽂、著書は多数あり、以下の著書は⽇本語訳が出版されている。Manual for Using the
MMPI-2 as a Therapeutic Intervention.（⽥澤安弘・酒⽊保訳 2007 MMPIで学ぶ⼼ 理査定フィードバック⾯接マニュアル⾦剛出版）、In Our Clients' Shoes: Theory and Techniques of
Therapeutic Assessment.（野⽥ 昌道・中村 紀⼦訳 2014 治療的アセスメントの理論と実践―クライアントの靴を履いて⾦剛出版）。2011年にはパーソナリティ・アセスメントの優れた
業績を残した⼈に与えられるブルーノ・クロッパー賞を受賞。2017年8⽉には、アメリカ⼼理学会（American Psychological Association : APA）よりセクション12(臨床⼼理学部⾨)の「⽣
涯突出した貢献をした者に贈られる賞」（Distinguished Lifetime Contribution award）を、2018年に同じくAPAより、⼈間主義⼼理学の理論と実践への卓越した貢献に対して、⼈間性⼼理
学部⾨のカール・ロジャーズ賞を受賞。

Asian-Pacific Center for
Therapeutic Assessment （ACTA）
中村 紀⼦ (Noriko Nakamura, Ph.D)
治療的アセスメント研究所理事。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。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。⼼理療法
におけるロールシャッハ・フィードバック・セッションの提唱とその実践で知られており
、現在は国際ロールシャッハ学会の会⻑（2014年~）を務めている。故John E. Exnerに師
事し、包括システムによる⽇本ロールシャッハ学会の設⽴者の⼀⼈で、2003年から2014年
まで会⻑を務めた。臨床に必要なアセスメントをExner Japan Associates (EJA) を主宰して
30年来包括システムのロールシャッハ教育にあたり、臨床におけるアセスメントの重要性
を説いてきた。治療的アセスメントの成⼈、カップルの認定セラピスト。

講師紹介

ACTA2020オンラインケースコンサルテーション詳細

【主催・お申込み・お問合せ】
Asian-Pacipc 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
ACTAでは専⾨家向けの短縮版治療的アセスメントも⾏っています。詳細は事務局までお問合せください。

ACTAホームページ
特設ページ

https://www.asiancta.com/blank-1

＊料⾦は全５回分のオンラインケースコンサステーション参加料、資料代が含まれており、参加
回数にかかわらず⼀律料⾦であることをご了承ください。



第 7 回 日本ユング心理学会（JAJP）研修会のご案内 

主催：日本ユング心理学会 

 

日時：2020年 9月 6日（日）12：00-16：45 

会場：オンサイト/京都アスニー（京都市中京区聚楽廻松下町 9の 2） 

   オンライン/ＺＯＯＭ 

 

 

＜開催要領＞ 

１．定 員：180 名 

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、会場に直接来場いただく「オンサイト」と、ZOOM でご

視聴いただく「オンライン」聴講が選択可能な混合開催といたします。 

２．参加資格：以下の条件のいずれかを満たす方 

①日本ユング心理学会会員 

②心理臨床の実践に職業として携わっている方 

③臨床心理学を専攻する大学院生 

３．参 加 費：学会員：4,000 円 非会員：7,000 円 大学院生（非会員）：5,000 円 

４．研修内容：以下の 6 グループに分かれ、分科会を行います。 

セッションⅠ（12：00-14：15）/セッションⅡ（14：30-16：45） 

 

ご挨拶 

 

すでにご承知の通り、当学会では、2012 年 4 月の設立と同時に「認定心理療法士」資

格の認定を開始し、以降、すでに 51名の方がこの資格を取得されました。 

この資格の創設は、それぞれの学会が認定する専門資格の役割が今後増すであろうとい

う予測のもとで、ユング心理学に基づく心理療法家の育成・認定を目指すものです。また

ユング派分析家資格の要件のほぼ半分にあたるもので、手の届きやすい資格であると同時

に、将来の分析家資格取得にもつながるものです。 

2014年度より、本学会資格研修委員会では、会員の方々の参加を優先させつつ、心理臨

床を実践しておられる方々にも広く門戸を開き、臨床の質を高めていくための研修機会を

提供することを目的とし、第 7回日本ユング心理学会研修会を企画いたしました。 

内容といたしましては、本学会認定心理療法士資格をもつ講師による、理論と技法、双

方の面でユング心理学の「基礎」を学ぶ分科会と、特定のテーマを設定した「事例検討」

の分科会となっております。今年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点

から、オンラインでの聴講も選択可能といたしました。 

奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

2020 年 7 月吉日 

 

日本ユング心理学会 

資格研修委員長 河合 俊雄 

 



（1）セッションⅠ（12：00-14：15） 

 

● 〈事例検討１〉 河合 俊雄（京都大学 こころの未来研究センター）           オンサイト/オンライン  

「幼児期、昔の夢と見立て・セラピー」 

心理療法において、初回などで最早期の夢や昔の夢が語られ、それが見立てにとって重要なことが多く、

またセラピーのプロセスに関連することもある。そのような夢と現在の夢や心理的問題さらにプロセスとの関

連を、事例に即して検討したい。事例募集します。 

 

※この分科会では、参加者からの事例発表を募ります。 

ご希望の方は、申込フォームに 100字程度の事例の概要をご記入ください。 

 

● 〈事例検討 2〉 川戸 圓（川戸分析プラクシス）                        オンサイト/オンライン  

「バウムテストの誕生について考える〜ユング心理学とバウムテストの関係について〜」 

私たち心理臨床家がよく用いるロールシャッハテスト、バウムテストはいずれも２０世紀前半に生み出さ

れたものである。いずれもスイスにおいてである。この分科会では、バウムテストに焦点を当てて、なぜこの

テストがこの時期に生まれることになったのか、その背景を探りたい。そこには C.G.ユングのシンボル（象徴）

についての洞察が深く関わっていると思われる。それについて論じた上で、演者の自験例の１つから、数枚

のバウムを用いて、象徴論的な見方を明らかにしたい。 

参考文献：『バウムテスト・第３版』 Karl Koch著、岸本寛史・中島ナオミ・宮崎忠男訳 誠信書房 2010年 

       『哲学の木』 Carl Gustav Jung著、老松克博・工藤昌孝訳 創元社 2009年 

 

● 〈基礎１〉 豊田 園子（豊田分析プラクシス）                         オンサイト/オンライン  

「プレイセラピーの真髄とセラピストの役割」 

大人のセラピーと違い、子どもと歩むプレイセラピーは、ことばでは表されえない多くのことがなにげない

仕草や表情によっても、象徴的な遊びや表現としても、セラピストにごまかしを許さない真剣勝負を迫ってく

る。子どもの抱える問題が深ければ深いほど、セラピストは全身全霊を総動員することが必要となってくる

だろう。この分科会では、生まれつきの障害を抱えたうえに、養育環境にも恵まれず施設に暮らす、本源的

な存在の不確かさをもつ少年のプレイセラピーの事例を発表していただき、プレイセラピーがなしうることと

セラピストの役割について考えたい。 

事例発表者：倉西 宏 氏 

 

 

（2）セッションⅡ（14：30-16：45） 

 

● 〈事例検討３〉 岩宮 恵子（島根大学人間科学部）                     オンサイト/オンライン  

「現代の心理療法とネット」 

現代は実際に顔を合わせて行うコミュニケーションよりも SNS による交流のほうが圧倒的に多くなってき

ている。そしてゲームやスマホ依存の問題も思春期だけでなく、あらゆる年代で問題になってきている。その

一方で、ネットがあるがゆえに問題への解決への糸口が見つかる事例に出会うこともある。この分科会では、



心理療法のプロセスのなかで、ネットが意味をもっている事例から、現代の心理療法とネットについて考察

していきたい。 

 

※この分科会では、参加者からの事例発表を募ります。 

「どんな形ででも、ネットが関わっている事例を公募します。」 

ご希望の方は、申込フォームに 100字程度の事例の概要をご記入ください。 

 

● 〈事例検討４〉 田中 康裕（京都大学大学院 教育学研究科）              オンサイト/オンライン  

「夢の内在的理解と心理療法」 

心理療法を実践していると、例えば、恵まれない生育環境に置かれていたとしても、内的には豊かな発展

可能性を備えたクライエントに出会うことがよくある。これは逆もまた真であり、この点において、心理療法で

は、外側の何かに還元するのではなく、出来事に内側から迫ろうとする内在的理解が重要であると言える

だろう。この分科会では、クライエントが報告する夢への内在的アプローチについて検討することを通して、

心理療法における内在的理解の在り方について考えたい。 

 

※この分会では、夢が報告された事例発表を募ります。 

ご希望の方は、申込フォームに 100字程度の事例の概要をご記入ください。 

 

● 〈基礎２〉前田 正（常葉大学大学院／ユング派分析家）                  オンサイト/オンライン  

「臨床現場で役立つ実践的ユング心理学と臨床家としての成長」 

ユング心理学は元来、C.G. Jung自身の臨床経験と自分自身の創造の病に取り組む中から生まれてきま

した。本分科会では、実践的なユング心理学について分かりやすく解説します。次に、ユング派の先達の臨

床事例を基に、具体的にユング心理学の臨床実践を学んでいきます。加えて、臨床家としての成長過程を

東洋的職人・名人養成モデルを示しながら体験学習していきます。 

 

５．参加・発表お申込みについて 

右記の「お申し込みはコチラ」または QR コードから申し込みフォームよ

りお申し込みください。登録が完了しましたら自動返信メールが送信され

ます。（申し込みフォームは、パソコン・スマートフォン対応） 

                             

＊自動返信メールが届かない場合は、日本ユング心理学会事務局 

（office@jajp-jung.info）までご連絡ください。 

 

＊フォームからお申し込みが出来ない場合は、必要事項を記入の上、メール（office@jajp-jung.info）

または FAX（06-7632-4221）にて、日本ユング心理学会事務局までご連絡ください。 

必要事項：①氏名②ふりがな③住所④メールアドレス⑤所属/専攻⑥参加区分（会員・非会員・非会員

（大学院生）） ⑦ 臨床心理士番号⑧参加方法（オンサイト/オンライン）⑨参加ご希望の分科会（セッシ

ョンⅠ・Ⅱ）⑩事例発表ご希望の分科会⑪事例発表の概要(100 字程度) 

 

＊発表申込締め切り：2020 年 8 月 5 日（水） 

＊参加申込締め切り：2020 年 8 月 26 日（水） 

お申し込みはコチラ＞＞＞ 

（申込フォームへ） 

mailto:office@jajp-jung.info
mailto:office@jajp-jung.info
https://www.shingensha.com/jajp-jung/mkform/acc.cgi?id=159419119422347
https://www.shingensha.com/jajp-jung/mkform/acc.cgi?id=159419119422347


・お申込み受付は、原則として先着順とさせていただきます。 

・事例検討の分科会は、日本ユング心理学会会員を優先して受付いたします。 

・希望者多数の場合にはご参加いただけない場合もありますので、予めご了承ください。 

・新型コロナウイルスの感染が確認された場合、保健所等の公的機関から求めに応じて参加者の情

報をお伝えする場合があります。 

・オンラインで参加される場合、音声での発言はできません。質問がある場合は、チャットでのみ

受付いたします。 

・発表者は原則オンサイトでの参加となります。 

・研修ポイントについて、本研修会への参加は、日本臨床心理士資格認定協会の「臨床心理士教育・ 

研修規定別項」第 2 条第 3 項「本協会が認める関連学会での諸活動への参加」の通り、ポイントが 

付与されます。 

  ＊参加証は、研修証明書の代わりになりますので、大切に保管してください。 

・参加証等は、事前に発送いたしません。 

・申込者本人のみ、ご参加可能です。 

・各分科会の教室については 8 月下旬にメールにてお知らせします。Zoom 会場については 9/4（金）

までにメールにてお知らせいたします。 

 

６．参加費のお振り込みについて 

自動返信メールの内容をご確認の上、2020 年 8 月 28 日（金）までに、以下の口座へお振り込みく

ださい。 

振込先：三井住友銀行 備後町（びんごまち）支店 普通 １７９５８７２ 日本ユング心理学会 

・振込掲載書は領収証代わりになりますので、必ず保管し、当日ご持参ください。 

・お振り込みは、必ず本人のお名前でお願いします（異なる場合は、事前にご連絡ください）。 

・納入された参加費は返金できませんので、予めご了承ください。 

 

７．研修会に関するお問合せ先 

日本ユング心理学会（JAJP）事務局 

住所：〒541-0047 大阪市中央区淡路町 4-3-6 新元社内 

Fax：06-7632-4221  

e-mail：office@jajp-jung.info 

 

８．会場案内 

京都アスニー 

住所：京都市中京区聚楽廻松下町 9 の 2 

URL：http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/top.html 



 
 

●JR・近鉄京都駅から 

市バス 206／約 22 分→千本丸太町下車 西へ徒歩 400m 

JR バス／約 20 分→丸太町七本松下車 

●JR・地下鉄二条駅から 

市バス 15／約 5 分→丸太町七本松下車 

京都バス 61・62・63・65／約 5 分→丸太町七本松下車 

   JR バス／約 5 分→丸太町七本松下車 

●阪急大宮駅から 

市バス 6・46・55・201・206／約 8 分→千本丸太町下車 西へ徒歩 400m 

   JR バス／約 10 分→丸太町七本松下車 

●阪急西院駅から 

市バス 202／約 10 分→丸太町七本松下車 

●地下鉄丸太町駅から 

   市バス 93・202・204／約 10 分→丸太町七本松下車 

●京阪三条駅から 

   市バス 15／約 20 分→丸太町七本松下車 

   京都バス 61・62・63・65／約 20 分→丸太町七本松下車 

●京阪神宮丸太町駅から 

市バス 93・202・204／約 15 分→丸太町七本松下車 

●JR 円町駅から 

市バス 15・93・202・204／約 3 分→丸太町七本松下車 

京都バス 61・62・63・65／約 3 分→丸太町七本松下車 

JR バス／約 3 分→丸太町七本松下車 

■駐車場 施設利用者 30 分までごとに 100 円 

   （※１階事務所に駐車券をご持参のうえ，館内利用手続きを行ってください） 

 

 



横浜精神分析研究会からのお知らせ 

 

●オンラインセミナー「メンタライゼーションという概念-」 

日時：2020 年 9 月 27 日（日）10:00～12:30 

講師：白波瀬丈一郎 先生（精神科医、東京都済生会中央病院） 

費用：4,000 円 

開催場所：Zoom によるオンライン開催 

参加資格：臨床心理士や公認心理師、医師、ケースワーカー、対人援助職などの専門家。心

理系大学院生、等。 

申し込み： info@yokopsy.com に「MBT セミナー参加希望」と件名に書き、文面に名前、

所属、資格を明記しメールする。 

詳細： https://yokopsy.com/index.php/seminar 

 

●オンラインセミナー「ロールシャッハテストの実施・集計・解釈の実際」 

日時：2020 年 11 月 3 日（火・祝）10:00～16:30 

講師：島崎裕美 先生（臨床心理士、公認心理師、心理オフィス K カウンセラー） 

費用：8,000 円 

開催場所：Zoom によるオンライン開催 

参加資格：臨床心理士、公認心理師、医師の資格を持つ方のみ。 

申し込み： info@s-office-k.com に「ロールシャッハテストセミナー参加希望」と件名に書

き、文面に名前、所属、資格を明記しメールする。 

詳細： https://s-office-k.com/news/archives/231 

 

●オンライン「力動的グループスーパービジョン」 

日時：毎月第 1 土曜日 19:00～21:00 

講師：北川清一郎（臨床心理士、公認心理師、心理オフィス K 代表） 

費用：1 回 3,500 円 

定員：5 名まで 

開催場所：GoogleMeet によるオンライン開催 

参加資格：臨床心理士や医師、公認心理師などの守秘義務をもつ専門家など 

申し込み： info@yokopsy.com に「土曜グループ SV 参加希望」と件名に書き、文面に名前、

所属、資格を明記しメールする。 

詳細： https://yokopsy.com/index.php/groupsv 


	2020年度定期総会（書面表決）のご報告
	設樂新会長のご挨拶
	学校臨床心理士委員会からのお知らせ
	ＡＣＴＡ研修のご案内
	日本ユング心理学会研修会のご案内
	横浜精神分析研究会からのお知らせ

