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2020 年 9 月幹事会記録 

日時：2020 年 9 月 3 日（木）18：30～   於：Zoom によるウェブ会議   

出席：設樂（研修）、佐野（産業）、三澤（高齢者）、小野（事務局長）、清水（医療） 

中嶋（福臨発）、深澤（学校）、長田（子育て）、齋藤（倫理）、比志（被害者） 

陪席：吉川（代議員）、細川（会計班）、今村（広報班）     

書記：被害者支援委 

 

Ⅰ：郵便物 

   １．日本臨床心理士会、都道府県などからのニュースレターおよび紀要 

２．被害者支援ニュース、いのちの電話 

３．山梨県弁護士会災害マメ知識①～⑩  

４．障害者差別解消支援ネットワーク通信 36 号 

５．山梨犯罪被害者支援連絡協議会会報 

６．山梨県立こころの発達総合支援センターより、家族支援研修会のお知らせ 

9 月 9 日（水）14 時～16 時 こころの発達センター 

   ７．令和 2 年度精神保健協会長表彰候補者の推薦 

   ８．鹿児島大学学術研究院法文教育学域臨床心理学系教員の募集 →希望者は事務局まで 

  ＊３と８について、希望者は事務局まで問い合わせてください。 

 

Ⅱ：会員動向 

   入会承認・・・正会員、3 名 

小泉里菜さん（SC、学校） 

阿部美穂子さん（山梨県立大学、学校、子育て、福臨） 

瀬戸恵理さん（医療領域） 

 

Ⅲ：報告および審議事項 

 （報告事項）   

１．事務局より 

1）2020 年度定期総会書面決議について、結果が報告された。詳細は 8 月広報配信済。 

     第 3 号議案について、「災害時に使用できる余剰金があったほうがよい」というご意見をいただいた。 

今後、継続して審議することになった。 

2）新役員（会長、両副会長、子育て支援委員長、福祉臨床発達委員長）より挨拶があった。 

 

2．被害者支援委員会より 

1）7 月 25 日に行われた「第 2 回安否確認訓練」の結果が報告された。詳細は 9 月広報に掲載。  

2）9 月 23 日（日）中部ブロック会議（Zoom）に吉田恵会員、比志が参加予定。 

「コロナを含む各県の災害支援の状況」について報告するため、情報があれば被害者支援 

委員会（psychoyamashien@gmail.com）まで連絡してほしい旨依頼があった。 
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3．学校臨床心理士委員会より 

１）スクールカウンセリング研究会、第 3 回を 7 月 18 日に Zoom で、第 4 回を 8 月 29 日に対面 

（ぴゅあ総合）で開催した。 

2）8 月 22 日、全国 SC コーディネーター会議に石原コーディネーターが参加。コロナ禍における各県の 

状況について情報交換があった。 

 

4．子育て支援委員会より 

     委員からメールや SNS で相談活動を行うことへの不安の声があがったことを機に、12 月に宮田智基 

先生（帝塚山大学大学院教授）による SNS 相談の研修を検討中。開催方法などの詳細は 

後日案内予定。 

 

5．産業領域委員会より 

7 月 28 日 「産業領域について語ろう」会を対面（リバース和戸）で開催した。 

 

6．医療保健領域委員会より 

    会員の多くは医療施設職員の関係者。新型コロナウィルス感染防止対策の一環として、施設側の 

意向により研修会、研究会等の参加が制限されている。このため定例会の開催は延期している。外部

講師を招いて 12 月に研修会を開催予定だが、東京都からの不要不出の外出制限が解除されない

場合は、開催を延期する予定でいる。今後の対応について検討中。 

 

7．他 

1）2020 年度道志村いじめ防止等対策委員会の委員について。いじめ防止等対策委員を 

今村亨会員に、いじめに関する重大事態調査委員を深沢孝之会員にお願いすることになった。 

   2）8 月 3 日、開催予定であった障害者差別解消支援ネットワーク会議は、急きょ書面議決に変更 

され、長田会員が議決権を行使した旨報告があった。 

   3）山梨県弁護士会と共同開催している「子ども夫婦なんでも相談会」について、 

11 月 28 日（土）に開催するとのこと。相談形態は検討中。 

 

（審議事項） 

1．県士会での Zoom アカウント取得について 

コロナ禍により、各委員会で研修会の Zoom 開催が増加した。職場によっては、対面での集まりに 

非常に慎重な姿勢を示している領域もある。今後も Zoom による研修開催が予測されることから、 

県士会とし Zoom アカウントを取得してほしい旨の要望があった。金額等を調べた上で、今後審議する。 

 

2．コロナ禍での支援活動について 

     複数の幹事から、“終わりが見えないコロナ禍により、各方面でメンタルヘルスが悪化し、相談件数など 

  が増加している現状”の報告があった。新型コロナウィルス感染拡大に伴う不安が蔓延している現状では、

真偽不明な噂が飛び交いやすく、感染者への差別偏見につながることも否定できない。感染者には大きな

心理的負担が予想され、孤立化して支援の手が届かなくなることも懸念される。 
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これらの現状や懸念を共有した結果、山梨県臨床心理士会としてコロナ禍への支援活動を検討し 

ていくことになった。支援活動は幹事会で検討するが、県士会全体の運営を担当する事務局と、災害 

支援に関連する事務作業の担当を分け、後者は被害者支援委員会が担当する。はじめに、コロナ禍に 

おける支援の現状や、今後の活動にむけて、会員から情報収集を行う。 

 

 

 

 

 

3．山梨県子育て支援局からの依頼について 

      放課後児童クラブへ支援について、県士会に依頼があり、担当者と協議した。まだ、検討段階。 

あらためて依頼があれば、報告する。 

   

4．山梨大学出生コホート研究への協力依頼について 

      「子どもの健康と環境に関する全国調査」の一環として、2023 年 4 月以降、一定の条件を満たし 

た方に WISC⁻Ⅳの検査をお願いしたい旨依頼があった。県士会として引き受けられるかどうか、事務局 

が研究担当者と協議することになった。 

   

5．2020 年度精神保健協会会長表彰候補者について 

     推薦者を検討した結果、保坂三雄会員を推薦することとなった。 

 

Ⅳ：他 

   県士会 HP を更新します。各委員会で確認の上、訂正事項などあれば 9 月末までに 

広報委員会（psychoyamakoho@yahoo.co.jp）に連絡してください。 

 

◆次回幹事会日程：2020 年 10 月 15 日（木）18:30～ Zoom    書記：事務局（小野） 

   

 

 

 

 

 

 

 

書 記 輪 番 表   ＊会長を除く 

産業→高齢者→研修→倫理→医療→被害者→事務局（局長、会計、広報）→学校→子育て→福臨発 

コロナ禍における支援活動について、ご意見、ご要望をお寄せください。 〆切：10/10（日） 

被害者支援委員会メールアドレス：psychoyamashien@gmail.com 

mailto:psychoyamashien@gmail.com
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2020年 9月 15日 

 

1. 第 4 回(8 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 去る 8月 29日(土) 14時～16時、第 4回のスクールカウンセリング研究会を開催いた

しました。新型コロナ感染拡大に十分注意した中で久方ぶりの対面での開催でした。 

 前半は田中健史朗 SCから『会計年度任用職員として気をつけること』をテーマとした最

新情報を教えていただきました。今年度以降 SCの立場が会計年度任用職員へと変更になっ

たことによる様々な注意点を、改めて確認できる良い機会となりました。 

 後半は石原香絵 SCから『協働によるより効果的な問題解決にむけて』をテーマにお話し

ていただきました。SC にとって、教師との協働はなくてはならない要素です。石原 SCか

らは実際の事例もご提示いただき、私達がどのように工夫すればより良い協働を実現でき

るか話し合う機会にも恵まれました。対面形式の良さが改めて感じられる研修でした。 

 

2. 第 5 回(9 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 8 月に引き続き、9 月の第 5 回スクールカウンセリング研究会も対面形式で実施するこ

とにいたしました。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 5 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 2年 9月 26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：先着 20名（ご希望の方は、お早目に申し込みください） 

 ・講師：永田真吾先生（山梨大学教育学部准教授） 

  ・テーマ：『特別支援教育の制度』 

  ・内容：特別支援教育制度・システムの基本的知識／ 特別支援学級に在籍できる児

童・生徒の条件／ 通級指導の対象となる児童・生徒の条件／ 特別支援学

級の役割など 

 

3. スクールカウンセリング研究会 年間予定 
 

 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㈯） 永田真吾先生 特別支援教育の制度 14:00～16:00 
ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 

第6 回（10/31㈯） 未定  14:00～16:00  

第7 回（11/28㈯） 未定  14:00～16:00  

第8 回（12/19㈯） 未定  14:00～16:00  

第9 回（1/16㈯） 未定  14:00～16:00  

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等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


[日 時] ▶▶▶ ９月２６日（土） PM14：00～PM16：00

▶▶▶ 山梨県立男女共同参画推進センター
ぴゅあ総合 ３階視聴覚・音楽室
（山梨県甲府市朝気1-2-2）

[会 場]

講師：山梨大学教育学部准教授
永田 真吾 先生

（専門：学習障害児のアセスメントと支援）

scyamanashi@yahoo.co.jp（松本）

学校教育について知ろうシリーズ

参加費無料

（非会員：５００円）

先着２０名様

お申込み
お問い合わせ Mail

主催：山梨県臨床心理士会学校臨床心理士委員会
後援：山梨県教育委員会

講義後 質疑応答の時間があります

学校臨床心理士委員会主催 第５回スクールカウンセリング研究会

特別支援教育の制度

●特別支援教育制度・システムの基本的知識

●特別支援学級に在籍できる児童・生徒の条件

●通級指導の対象となる児童・生徒の条件

●特別支援学級の役割 など

内容

※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）
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第 2回 安否確認訓練の結果について 

 

被害者支援委員会（災害支援部門） 

 

【実施概要】 

1 目   的： 災害時における連絡体制の確立 

2 対   象： 山梨県臨床心理士会 全会員（計160名）のうち、事前にアドレス登録した 104 名 

3 訓練日時： 2020年 7月 25（土）10：00～7月 31日（金）まで 

4 内   容： メールに Google アンケートフォームの URL アドレスを記載し、送信する形式での現状確認 

5 手   続： 

（1）安否確認訓練に登録するメールアドレスを収集。事前に登録。 

（2）2020 年 7月 25日（土）10時、事前に登録したアドレスにメールを送信。 

（3）メールが届いた会員は、アンケートフォームにアクセスし、質問に答えた後、最後に「送信」を押す。 

      

【結果】 

1．アドレス登録状況について 

    全会員 160名の内、アドレス登録者は 104名（全体の 65％）だった。 

2．アンケートフォーム入力状況について 

   （1） アドレス登録済 104 名のうち、入力が確認できたのは 

77 名（全体の 48％）だった。 

（2） 「入力できなかった」旨の連絡はなかった 

（3） アドレス登録済だが、アンケートフォームへの入力が 

    確認できなかった会員は 27名（全体の 16.8％）だった。 

3．アンケートフォームの使い心地について 

「使いやすい」は 74件（97.4％）であった。「なんとか使いこなせた」は 2件（2.6％）で、1件は無回答

であった。自由記述では「峡西地域が具体的にどこまでなのかわからなかった」というご意見があった。 

  4．前年度の安否確認訓練結果と比較して 

   （１）アドレス登録者数は 86名から 104 名に増加した。 

   （2）昨年は 4名から「入力できなかった」との連絡があったが、今年はなかった。Google のアンケートフォーム 

を本文に貼り付けるのではなく、同じアンケートフォームの URL を本文に貼り付けた方が入力が容易になっ

たと思われる。 

   （3）アドレス登録済・アンケート入力未確認の会員は 16名（11％）から 27名（16.8％）に増加した。 

 

【今後の課題】 

   （１）77名（全会員の 48％）とは今回の方法で安否確認が可能になることがわかった。 

（2）今後もより多くの会員への協力を求め、連絡体制の確立を目指していく。 

  

 

 

安否確認訓練に関するご意見・ご感想は、件名を「安否確認訓練について」として、 

被害者支援委員会 psychoyamashien@gmail.com までお願いします。 

 

登録・入力

77名、

48%

登録・

未入力

27名

17%

未登録

56名、

35%

mailto:psychoyamashien@gmail.com
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資料：第2回 安否確認訓練 送信画面（左）、アンケートフォームによる質問画面（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信 

登録済・入力済（77名）の年代別割合 

 

登録済・入力済（７７名）の居住地域 

 

登録済・入力済（77 名）勤務先 

 



 
令和２年度 被害者支援委員会 

 今年度、コロナウイルス感染予防のため、集会の開催を自粛して参りました
が、会場の関係もあり、後期より ZOOMにて開催することに致しました。 

関係機関との連携、学びにつきまして、これまで同等の活動を維持していき
たく皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

日  時： ２０２０年１０月１９日（月）１８：３０～２０：３０ 

場  所： ZOOM 

内  容：  “コロナ下の DV・性暴力被害者支援の現況について” 

講  師： 佐々木 由紀 氏 

被害者支援センターやまなし支援局長 

対  象： 山梨県臨床心理士会会員、関係者 

申込方法： 参加希望者は、稲永澄子まで、ご自身の PCアドレスから申し込んでください。	

後日当日の ZOOMのアドレスをお送りします。	

入室の際は、ご自身のフルネームで入室してください。	

申込先 ：	 inanaga.s@nifty.com  申込期限：2020.10.10	

 

 

第１回犯罪被害者支援部会  

開催のお知らせ  

☆ 連絡先 ☆  

 山梨県臨床心理士会被害者支援委員会 

  副委員長 稲永 澄子 

    （カウンセリングオフィス・ハートフル） 

          TEL  055-228-8590 

      E-mail  kokoronosoudansitsu@ybb.ne.jp 

      



本年度も引き続き調査研究の準備を中心に活動します

登録委員
募集中

日 時 第3水曜日 18:30～20:30

青少年センター会議室 または オンライン会議

＊開催場所の詳細は1週間前までにお知らせします。

会 場

ご興味がある方は事務局にお気軽にお問い合わせください

お申込
お問合せ

高齢者支援委員会 事務局

yamaageing@gmail.comE-mail

第1回 5/20 研究計画の再検討 第6回 11/18 調査票の作成

第2回 6/17 研究計画書作成 第7回 1/20 研究助成申請先の検討

第3回 7/15 〃 第8回 2/17 研究助成申請の準備

第4回 9/16 調査内容の再検討 第9回 3/17 2020年度振り返り，
2021年度活動計画の検討

第5回 10/21 調査票の作成

済 Zoomにて
実施

済

済

Zoomにて
実施



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。 

この度、医療法人翠風会 藤原医院 藤原秀樹先生をお呼びして、事例検

討会を開催いたします。なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から研究

会開催にあたり留意事項がありますので、要領をご確認の上、お申し込みく

ださい。 

 

◇開催日時：2020 年１０月２６日（月） 19 時～21 時◇ 

開催場所：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  TEL：055-267-6903 

内容：事例検討 

 

※人数が多い場合は、別室リモート対応をさせていただきます。 

参加の方は、事前に下記メールアドレスまで、必ずご一報ください。 

※入室前に検温・体温チェックをさせていただきます。 

なお、来所前にも検温・体温チェックを事前にしてお越しください。 



ゲーム依存への
理解と対応

2020年
日 時
場 所 10月17日 14:00-16:00

韮崎市民交流センター ニコリ
（ＪＲ中央線韮崎駅前）韮崎市若宮１丁目２−５０ Tel 0551-22-1121

土

山梨県立北病院 精神科医

講師

説明

山下 徹 先生

ゲーム依存で苦しむお子さんやご家族が増えています。近年のゲー
ムはネット対戦できるなど、子どもたちを「飽きさせない」工夫が
たくさん仕組まれています。
一方コロナ問題で対人接触が制限されている中、ゲームのみが友達
と遊んだり語ったりする場であるという子も多く、保護者や教員も
子どもたちのゲーム問題への対応に苦慮しています。
そのような問題をいっしょに考える機会にできればと思います。

日本学校教育相談学会山梨県支部事務局
お問い合わせ

日本学校教育相談学会
山梨県支部
第４回研修会

※当日会場で感染症対策を十分行いながら研修会を実施します。

kyouikusoudan.y@gmail.com
https://kyouikusoudangakkai-yamanashi.jimdofree.com/

MAIL

URL

参加費無料
非会員も参加可能



 

 

大会テーマ

 

 

会期：   

会場：Zoomオンライン開催 
 

 

申込方法 大会 HPからお申し込みのうえ参加費をお支払いください。 

大会 HP  http://conference.wdc-jp.com/jshypnosis/2020/ 

連絡先    jsh2020_66thwebmeeting@yahoo.co.jp 

大会長   小泉 晋一（共栄大学）  



日本催眠医学心理学会第 66回 オンライン開催 

大会テーマ：催眠の可能性 
 

大会長: 小泉 晋一 (共栄大学) 

 

会期：2020 年 11月 27日(金) 催眠技法研修会 （1日目） 

28日(土) 学術大会 1日目(演題発表、シンポジウム)、懇親会（2日目）                     

29日(日) 学術大会 2日目(教育講演、シンポジウム)（3日目） 

 

プログラム（予定） 敬称略 

○大会１日目(午後：催眠技法研修会 13:00～18:00)  ※オンライン開催 

初級コース 講師：長谷川 明弘 (東洋英和女学院大学）  

   内容：催眠の基礎理論、催眠法を臨床場面に導入する(倫理含む)、デモンストレーション、 

質疑応答などを予定 

 

○大会２日目(午前：演題発表、午後：演題発表、シンポジウム、懇親会) 

午前 演題発表 

午後 演題発表 

シンポジウム 「催眠とは何か？ －催眠の可能性について考える－」 

 シンポジスト：清水貴裕・鈴木常元・松木 繁・水谷みゆき（五十音順） 

 指定討論：笠井 仁 

夕方  懇親会（オンライン） 参加費無料 

 

○大会３日目(午前：シンポジウム、総会、午後：教育講演、シンポジウム) 

午前 シンポジウム 「学会認定の資格について考えるシンポジウム」（予定） 

午後 教育講演 「私が翻訳を始めたわけ ー『二月の男』の翻訳を通してあれこれ考えたこと」 

    講演者：横井勝美（横井歯科医院） 

   シンポジウム 「臨床諸領域における催眠の可能性を考える」 

    シンポジスト：石井広志・櫻井憲児朗・杉本貴美子・田中久美子（五十音順） 

 

大会会場：オンラインによる開催  

事務局：日本催眠医学心理学会第 66回大会事務局 e-mail：jsh2020_66thwebmeeting@yahoo.co.jp 

 

大会 URL(申込):  http://conference.wdc-jp.com/jshypnosis/2020/ 

 

申込(大会・研修会)は、大会 WEBから受付中。  

WEBへは右記 QRコードからアクセス可能 

 

 ※学術大会および研修会の参加は臨床心理士の研修ポイント（各２ポイント）として申請が可能です。 

 

～皆さまのご参加をお待ちしております～ 





「メタ認知療法ワークショップ」のご案内 

 

【内容】メタ認知療法の解説、ホームワークの実施方法、ロールプレイの実演など 

 

【受講料】10,000 円 

 

【講師】今井 正司 先生（早稲田大学応用脳科学研究所） 

 

【対象】臨床心理士、公認心理師（受験予定者も含む）、臨床心理学専攻大学院生・修了生、

教育・福祉・医療機関の関係者 

 

【日時】オンライン録画視聴：12 月 28 日（月）頃～１月 31日（日） 

 

【研修時間】5 時間 

 

【会場】WEB 上 

 

【申込み】下記フォームよりお申込みください。 

 https://cbtcenter.jp/event/?itemid=2630 

 

【主催】京都 CBT センター 

 

【共催】CBTスキルアップ研究会 

 

【問い合わせ】京都 CBT センター事務局：kyotocbt01@gmail.com 



日時：2020年9月21日（月）祝日

10:00～12:30  (受付開始 9:30～)

講演 10:00～11:00

指定討論11:00～12:00

質疑応答12:00～12:30

会場：オンラインセミナー(ZOOM)

費用：学会会員 2,000円

学会非会員 3,000円

学生 2,000円

※学校心理士ポイントの取得申請中

日本学校メンタルヘルス学会第46回セミナー

コロナ時代の学校メンタルヘルス
～今、大人と子どもの心に起こっていること～

講師： 斎藤 環 氏

筑波大学医学医療系社会精神保健学教授
オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパン

（ODNJP）共同代表

新型コロナウィルス感染症が流行し始めて、約半年。感染についての不安や、そ
れに伴う生きづらさを感じている大人や子ども達の心をめぐり、学校現場や家庭
などで、今、起きている大切なことについて、斎藤環先生よりご講演をいただきま
す。また指定討論には市川宏伸先生、小林正幸先生にもご登壇頂きます。皆様
のご参加をお待ちしております。

指定討論者： 市川宏伸 氏 ＆ 小林正幸 氏

一般社団法人日本発達障害ネットワーク 東京学芸大学教授



【詳細】
◇講演「コロナ時代の学校メンタルヘルス」 斎藤環先生
◇指定討論 斎藤環先生・市川宏伸先生・小林正幸先生

※講演と指定討論は録画致します
≪対象≫ 教師、養護教諭、医師、臨床心理士、公認心理師、学生等

学校メンタルヘルスに関心がある、または近接領域の方
≪定員≫ ４５０名
≪参加費≫  学会員２,０００円 非学会員３,０００円 学生２,０００円
≪申し込み方法≫

下記①～⑦を明記の上、E-mailまたはFAXにて申込先までお申込ください。
①参加希望研修会名 ②氏名（フリガナ） ③住所 ④所属 ⑤職別（教諭、養護教諭、

管理職、心理職，カウンセラー、医師など） ⑥メールアドレス ⑦連絡先電話番号
⑧学校心理士のポイント希望の有無 ⑨ZOOM使用の場合の表示名（氏名と異なる場合）

※なお、参加費は、事前にオンライン決済(PassMarket)にてお支払いください。

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0100pa1155n7r.html

上記サイトの右の「チケットを申し込む」欄より、「チケット種類」と「枚数」を選択し、
メールアドレス、氏名をご登録の上、コンビニ決済（３日以内支払、別途手数料必要）または、

クレジットカード決済をお選び下さい。なお、申込者と振込者が異なる場合や、数名分を振込む場合は、

申込の際のメールにて、申込者名と振込者名を、ご一報下さい。

≪申込先≫ 日本学校メンタルヘルス学会 企画委員会
E-mail： jasmh-kikaku@bunken.co.jp
FAX： ０３-５２２７-８６３１

≪締切日≫ ２０２０年９月１１日 定員になり次第締め切らせていただきます。

≪お問合せ先≫ jasmh.kikaku@gmail.com

【“ZOOMは初めてで不安だ“という皆様のために、万全のサポート体制を用意いたします！】

今回、初めてオンライン（ZOOM)でのセミナーを開催いたします。

ZOOMでの参加が不安という皆さまのために、ZOOM設定方法、当日の操作方法についての
説明を、事前にご覧いただくことができ、またメールでの問い合わせも可能です。

◇事前のＺＯＯＭ設定方法、当日の操作方法説明：別紙
◇メールで問い合わせる

・セミナー前に、メールで企画委員会（ jasmh.kikaku@gmail.com ）にお問い合わせいただけます。

・セミナー当日に、ZOOMの不具合・疑問がある場合、企画委員会（メール、ZOOMチャットで）に
お問合わせいただけます。 jasmh.kikaku@gmail.com

◇後で録画視聴する
・ご自宅のWi-fiの不具合で、接続ができなかった方には、ユーチューブで、期間限定で、

講演と指定討論の録画視聴が可能です。

※視聴不良に関しましては、ZOOM契約のシステム要件に記載がございますように、
ハードウェア、ソフトウェア、インターネットアクセスの性能に左右される可能性があり、
高速インターネットアクセスが推奨されています。システム要件は、参加者の責任であること
を承認、同意いただいておられます。セミナーに関しても、システム要件につきましては、
同様にお願いいたします。

※当日の配布資料も、皆さまのメールにお送りいたします。
※なお、参加費の返還はできかねます。あらかじめ、ご了承ください。

日本学校メンタルヘルス学会ホームページ
http://www.schoolmental.com/

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0100pa1155n7r.html
mailto:jasmh-kikaku@bunken.co.jp
mailto:jasmh.kikaku@gmail.com
mailto:jasmh.kikaku@gmail.com
mailto:jasmh.kikaku@gmail.com


第 12回松木邦裕セミナーのご案内 

 

日時 ２０２０年１１月２９日（日）１０：３０～１５：３０ 

場所 オンライン（Zoom） 

 

参加費 3,500 円 

参加資格 臨床心理士、公認心理師、医師、保健師、看護師、社会福祉士など、守秘義務の

守れる医療・福祉・教育関係の有資格者。もしくは臨床心理学を専攻している大学院生・修

了生。 

（参加資格について確認させていただく場合があります） 

 

[第１部] （１０：００ －１０：３０ の間は接続確認時間とします） 

１０：３０－１０：４０ はじめに  

１０：４０－１１：４０ 講義「精神分析はネガティブ(負)とどう向き合うのか？)」 

（５分休憩） 

１１：４５?１２：１５ 「ネガティブ」に関する質疑応答 

昼休憩：１２：１５－１３：００ 

[第２部] １３：００－１４：２０ 

ライブスーパービジョン「事例提供によるスーパービジョン」（構造変化をどのように考え

るか） 

（１０分休憩） 

[第３部] １４：３０－１５：３０ 臨床談義 

 

お申し込み方法 

 PC、スマートフォン等で下記の URL から申し込みフォームにアクセスし、必要事項を記

入の上、送信してください。 

 URL：?https://forms.gle/b54Scc4XNnK4ooJ39 

 

お申し込みいただいた方には、申し込み受領のお知らせと振り込み方法をご連絡します。 
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