
2021年1月9日（土） 15:00～18:00 ぴゅあ総合

お問い合わせ

令和２年度 山梨県臨床心理士会主催
講演会＋事例に学ぶワークショップ

psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp

山梨県臨床心理士会研修委員会

講演会 （講師：窪田先生）

「学校危機への備えと対応」

事例に学ぶワークショップ（発表３０分・討議５０分）
指定討論者：窪田先生

講師：窪田由紀先生
（九州産業大学 人間科学部 教授）

博士（学術）。専門は臨床心理学（特に，学校コミュニティへ
の緊急支援）。名古屋大学教授などを歴任され，現職。学
校コミュニティ危機と心の支援プロジェクト代表。平成23年
に文部科学省地方教育行政功労者表彰を受賞。学校危機
に関する著書・論文多数。

2021年1月10日（日） 9:00～12:00 ぴゅあ総合

内容
・学校危機で何が起きるのか ・予防教育
・ストレスケアの心理教育 ・学校危機への対応

事例１ 学校における緊急支援の事例（予定・発表者未定）

事例２ 自然災害における学校支援の事例（予定・発表者未定）

詳細・お申込み方法は
別紙をご覧ください。



 

令和 2 年度 ⼭梨県臨床⼼理⼠会主催「冬のワークショップ」 開催要項 
 

今年度ここまで新型コロナウイルス感染という波に揺さぶられながら、いつもとは異なる季節を過ご
してきましたが、いつの間にか涼しい⾵が吹く季節になりました。 

さて、⼭梨県臨床⼼理⼠会は⼼理専⾨職の研修の場として「冬のワークショップ」を例年開催しており
ます。今年度は九州産業⼤学より窪⽥由紀教授をお迎えし、「学校危機への備えと対応」をテーマに公開
講演会と事例検討を⾏います。窪⽥先⽣は、学校コミュニティが事件、事故、あるいは災害などの危機に
⾒舞われた際の緊急⽀援や、⼼の⽀援としての予防教育を、臨床⼼理学、コミュニティ⼼理学の⽴場から
⻑年実践、研究してこられました。今の時代に相応しい講師をお迎えできることを光栄に思います。 

専⾨家のみなさまから、学校現場での緊急⽀援・被災者⽀援、⾃然災害における学校⽀援、あるいは予
防教育について事例を募集します。ぜひご応募ください。 

なお、公開講演会はテーマに関⼼をお持ちの⾮専⾨家の⽅々もご参加いただけます。ぜひご⼀緒に学び
ましょう。 
 

《概要》 
【主 題】 学校危機への備えと対応 
【講 師】 窪⽥由紀先⽣（九州産業⼤学⼈間科学部教授、博⼠(学術)、臨床⼼理⼠） 
      http://ras.kyusan-u.ac.jp/professor/0001402/profile.html 
【⽇ 時】 2021 年 1 ⽉ 9 ⽇(⼟)15:00〜18:00、10 ⽇(⽇)9:00〜12:00 
【場 所】 ぴゅあ総合 2F⼤研修室（甲府市朝気 1-2-2） 
【定 員】 50名 
【スケジュール】 

09 ⽇(⼟)  14:30〜15:00 受付 
    15:00〜18:00 公開講演会「学校危機への備えと対応」 
 10 ⽇(⽇)  09:00〜09:10 受付  ※ 当⽇、守秘義務の誓約書をご記⼊いただきます。 
  09:10〜10:30 事例に学ぶ(1) 発表 30分・討論 50分 
  10:30〜10:40 休憩 
  10:40〜12:00 事例に学ぶ(2) 発表 30分・討論 50分 

  ※ 全プログラム参加の⽅が臨床⼼理⼠研修ポイント申請の対象です。 
【参加費】 
 会 員：公開講演会のみ 2,000円、事例のみ 4,000円、ワークショップ全体 6,000円 
 ⾮会員：公開講演会のみ 2,000円、事例のみ 5,000円、ワークショップ全体 7,000円 
 ※ 公開講演会は⾮専⾨家も参加可能です。 

 
参加・事例発表のお申し込みは以下のいずれかのフォームからお願いします。 
《ワークショップ全⽇》    《公開講演会のみ》 

https://forms.gle/FFY7AXGKi5rnTCzeA   https://forms.gle/w5ZypzVNwqtQ3xz98 

        



令和２年度山梨県臨床心理士会主催講演会

学校危機への

日 程

時 間

会 場

参加費

2021年 １月９日 （土）

15:00～18:00

ぴゅあ総合２Ｆ大研修室
（甲府市朝気1-2-2）

2,000円

研修内容
・学校危機で何が起きるのか ・予防教育

・ストレスケアの心理教育 ・学校危機への対応

ご予約・お問い合わせ

psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp

https://forms.gle/w5ZypzVNwqtQ3xz98

mail

URL

講師：窪田由紀先生
（九州産業大学 人間科学部 教授）

博士（学術）。専門は臨床心理学（特に，学校コミュ
ニティへの緊急支援）。名古屋大学教授などを歴任さ
れ，現職。学校コミュニティ危機と心の支援プロジェクト
代表。平成23年に文部科学省地方教育行政功労者表彰
を受賞。学校危機に関する著書・論文多数。

備 え と 対 応

参加申込用QRコード山梨県臨床心理士会研修委員会



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、一週間前までにメールにて、必ずご一報ください。 

※入室前に検温・体調チェックをさせていただきます。 

なお、来所前にも検温・体調チェックを事前にしてお越しください。 



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

済



高齢者支援委員会 第３回例会 2020年９月 1６日（水） 18：30～2０：30 

場所： 青少年センター第 4会議室 

参加者： 三澤，伊藤，内藤，細川 

 

⚫ 幹事会よりお知らせ 

被害者支援委員会が新型コロナウィルスの影響や，それに対する支援や取り組みなどの情

報を収集している。高齢者支援委員会で情報をまとめて伝えるので，情報があれば三澤委

員長へ。 

 

⚫ 近況報告，情報交換 

それぞれの臨床で，新型コロナウィルスの影響が徐々に現れ始めている印象。 

私たち自身疲労やストレスが蓄積しているかも？ 

研修が軒並みオンラインで開催されているが，なかなか参加する気になれない…。 

→ 情報交換しつつ，自身のケアもしていきましょう。 

 

⚫ 研究計画書について 

来年度申請する予定で準備をすすめていく。（別紙参照） 

文言の精査。 

研究方法； 調査用紙の回収や集計のことを考えると，オンラインでの回答（Google Form

を利用）も考えた方がよいか？  

→ 回答者のことを考えると郵送とオンライン回答を併用した方がよいか？ 

回答者の個別化の問題（重複回答の防止）をどうするか？…識別番号の付与？ 

調査対象； 研究目的に則した対象に回答を求められるように，条件を精査する。 

    → 本研究では心理療法が適応できる高齢者を支援する専門職を想定しているため，介

護予防や要支援の高齢者に関わる専門職が対象になるか？ 

 

次回 10月 21日（水）18:30～ 

    開催場所は 1週間前にお知らせします。 
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2020年 10月 15日 

 

1. 第 5 回(9 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 去る 9月 26日(土) 14時～16時、第 5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。講師として山梨大学准教授の永田真吾先生をお招きし、『特別支援教育の制度』

をテーマにお話していただきました。SCにとって特別支援教育は必須の知識でありながら、

その成り立ちや詳細について意外と抜け落ちている部分もあり、先生のお話によって点と

点が結びつきました。今後 SCとして特別支援教育に関わる上で、大変貴重な体験となりま

した。またこの先、第二弾、第三弾と、今後も先生のお話を享受できる機会を設けたいと思

いました。 

 

2. 第 6 回(10 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 10 月の第 6 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 6 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 2年 10月 31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：百瀬裕三 SC 

  ・テーマ：『スクールカウンセラーの倫理』 

  ・内容：百瀬 SCより 

『・子どもの問題行為のカウンセリングで、親による虐待行為を知った。子ど

もは「だれにも言わないで」と言ったが・・・ 

・親から「子どものことが心配だから、子どもが話した内容を教えて」と言

われたが・・・ 

・子どもが「だれにも絶対言わないで」と言いながらリストカットしたこと

を教えてくれたけれど・・・ 

・生徒が、「先生、これ預かって」と言いながらスマホを置いて行ってしま

った・・・ 

さあ、スクールカウンセラーであるあなたならどうしますか？ご一緒に

考えていきましょう』 

 

 

2020 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 
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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 

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㈯） 百瀬裕三 SC スクールカウンセラーの倫理 14:00～16:00 
ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 

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。 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp


 

角 (半分) 

スクールカウンセラーの倫理 
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主催 第 6回スクールカウンセリング研究会 

 

今回の研究会では、スクールカウンセラーで臨床心理士の百瀬裕三先生をファシリテーターにお迎えし、スクー

ルカウンセラーの倫理について学びます。 

・子どもの問題行為のカウンセリングで、親による虐待行為を知った。子どもは「だれにも言わないで」と言った

が・・・ 

・親から「子どものことが心配だから、子どもが話した内容を教えて」と言われたが・・・ 

・子どもが「だれにも絶対言わないで」と言いながらリストカットしたことを教えてくれたけれど・・・ 

・生徒が、「先生、これ預かって」と言いながらスマホを置いて行ってしまった・・・ 

さあ、スクールカウンセラーであるあなたならどうしますか？ご一緒に考えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

2020.10.31（土）㏘ 2：00～4：00  

山梨県立男女共同参画推進センター 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 20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、３密の回避等） 
 

 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp


    

        

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、参加費無料です。  

   

日 時： ２０２０年１０月２７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３研修室（2 階） 

発表者： 菅 弘康 氏 

テーマ： 「身体的不調を訴え続ける背景にトラウマが考えられる、 

休職中の彼女との面接経過」 

    ※コロナ対策（検温、体調管理、マスク着用、受付は 1 人ずつ）にご協力をお願いいたします。 



山梨県弁護士会・山梨県臨床心理士会共催 

「こども・夫婦なんでも相談会」相談員募集 

 

今年も「子ども・夫婦なんでも相談会」が開催されます。 

相談員として参加してくださる臨床心理士の方を募集します。 

 

日時：2020 年 11 月 28 日(土) 13：30～16：30 

内容：弁護士さんと 2 人ひと組になって、ご相談にあたります。今年は、感染症防止に配慮し、

「面談相談」「電話相談」「リモート相談」の相談形態で行います。相談内容は、これまでを参考

にしますと、離婚、借金、育児、夫婦関係のお悩み、子どもの学校のこと・・などです。 

募集人数：6 名 

申し込み方法：ご希望の方は、11 月 13 日(金)までに、県士会事務局にメールかファックスで

お申込ください。定員になった時点で締め切らせていただきますので、ご了解ください。 

山梨県臨床心理士会事務局 psychoyamanashi@yahoo.co.jp  Fax 055‐223‐6110 

 

◇場所は、昨年は山梨県弁護士会館でした。今年につきましては、参加予定の方にお伝えします。 

 

県士会事務局 

2020 年 10 月 14 日 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:psychoyamanashi@yahoo.co.jp
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専門学校甲府医療秘書学院
伊勢二丁目バス停前

令和２年度  第２回 講 演 会～思春期・青年期の危機とその援助～ 

NPO法人 山梨いのちの電話 公開講座  合同研修会 

『発達障害・ひきこもりについて』                         

講  師  高 橋 良 臣 登校拒否文化医学研究所所長 臨床心理士 獣医師 牧師 

司  会   清 水 隆 善 山梨メンタルフレンド研究会代表 臨床心理士 精神保健福祉士  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催：山梨メンタルフレンド研究会 

：登校拒否文化医学研究所 

：NPO 法人 山梨いのちの電話 

後 援：山梨県教育委員会 

    専門学校甲府医療秘書学院 

    山梨県臨床心理士会  

＊今回は、新型コロナウイルス感染防止の 

 一環として、NPO法人山梨いのちの電 

話と合同開催とし、共に学びましょう。 

＊新型コロナウィルス感染防止のためマスクの着用、検温、消毒の実施をお願いします。 

日 時：令和２年１１月２８日（土）午後２：００～４：００ 

会 場：専門学校甲府医療秘書学院（甲府市幸町 18-12）2F 第６教室 

参加費：一般・保護者・・・５００円 大学生・大学院生・・・500円 

    教育関係者・医療関係者・福祉関係者・相談関係者・・・300円（資料代） 

連絡先：担当 高橋洋文 

    （山梨県南巨摩郡富士川町平林２４９５ TEL・FAX 0556－42－7018）  

               ＊お電話での照会は午後７時過ぎに願います。 

＊駐車場に限りがありますので、バスか最寄りの有料駐車場をお借り下さい。 



 

山梨臨床心理士会のみなさまへ               2020.10.15   

 
   

  
 

さわやかな季節になってまいりましたが、今年はコロナ禍の中感染予防に気を付けて

過ごさなければならない日が続いており、当会でもオンラインの形で会を続けてきました。 

前回までの「身体はトラウマを記録する」では豊富な PTSDの人々の神経生理学的検証

をもとに様々な回復の方法が紹介されていました。 

来月より以下のような文献を取り上げます。なじみのある内容と思いますので振り返

りのつもりで参加されるのもよいのではないでしょうか。 

皆様のご参加をお待ちしています。         世話人：設樂友崇，伊藤千永子 

 

Season14 

  「ロジャーズ クライエント中心療法」［新版］ 

 ～カウンセリングの核心を学ぶ～ 

     佐治守夫／飯長喜一郎 編  有斐閣 1,650 円 

      ☆日程 :                                           

        2020 年 １１ 月２日  1～2 章          

              １２月 ７日  3~4 章            

                       2021 年  2 月 1 日 5~6 章 (1 月は休み)   

                                        3 月１日 7~8 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇日時：原則毎月第１月曜日 (18：30～20：30) 

◇会場：現在新型コロナウイルス感染防止のため山梨英和大の外部貸

出ができない状態です。会場を検討中ですので参加ご希望

の方は下記まで事前にお問い合わせください。  

◇定員： 10 人程度   ◇参加費：会場費均等割り(対面の場合） 

“文献を読む会”ぶぶん献を読む会“で

は 

 

“文 献 を 読 む 会” の お 誘 い 

◇参加お申込み・お問い合わせ先 

伊藤千永子 

携帯電話：080-5495-8424 

Email:chiekoitou@gmail.com 

 

 

 

 

 

                        

 



2020年度第 2回 一般社団法人日本箱庭療法学会 

オンライン研修会のお知らせ 
主催：一般社団法人日本箱庭療法学会 

日 時： 2020年 11月 22日（日）13：00～17：00 

会 場： オンライン（ZOOM） 

 

  

ご挨拶 

日頃、さまざまな心理臨床に携わっておられる皆さまには、ますますご清祥のこととお喜び申しあ

げます。 

さて、コロナ禍を生きる心理臨床の現場では、さまざまなご苦労の中で、これまたさまざまな創意

工夫をなさっていることと思います。当学会におきましは、残念なことに、今年度第 1回の全国研修

会、10 月の年次大会、そして地区ごとに開催してきました地区研修会等々全てを延期する運びとな

りました。その結果、会員の皆さまおよび箱庭療法に鋭意取り組む試みをなさっている方々に、研修

の機会、事例発表の機会を十分にご提供できないという事態に陥っております。こういった事態を受

けて、一つの工夫として、オンライン研修会を開催することに致しました。 

最初のオンライン研修会は、女性の心理（箱庭）療法家シリーズといたしました。ご活躍の 4名の

女性の心理（箱庭）療法家の先生方に、「私にとっての箱庭療法」という演題でお話し頂き、続いて、

皆さまからの事例の発表を受けて、講師の先生、参加者の皆さまとで、じっくりと事例の検討をして

頂きます。その 4回のシリーズは以下のようになります。 

 

第 1回：2020年 9月 27日（日）13時～17時 講師：田熊友紀子（代官山心理・分析オフィス） 

第 2回：2020年 11月 22日（日）13時～17時 講師：前川美行（東洋英和女学院大学） 

第 3回：2021年 1月 24日（日）13時～17時 講師：岩宮恵子（島根大学） 

第 4回：2021年 3月 14日（日）13時～17時 講師：松下姫歌（京都大学） 

 

今回は、上記のうち、第 2回のオンライン研修会の参加者をお募りしたいと思います。 

臨床心理士資格更新のポイントにつきましては、2回のご出席で 1通、全 4回のご出席で 2通の研

修証明書の発行を予定しておりますので、ご了承ください。 

  

コロナ禍を生き抜きながら、かつポストコロナ禍を視野に入れながら、引き続き次のオンライン研

修会につきましても、皆さまにご提供できるよう、考えて参りたいと思います。 

皆さまの奮ってのご参加を、心よりお待ち申し上げております。 

 

                                2020年 9月吉日 

                 一般社団法人日本箱庭療法学会 研修委員長 川戸 圓 



＜開催要領＞ 

１． 定  員：100名 

２． 参加資格：以下の条件のいずれかを満たす方とします。 

①一般社団法人日本箱庭療法学会会員 

②箱庭療法を導入・または導入を検討中の児童相談所・児童養護施設等の心理職に従事されている方 

③箱庭療法を導入・または導入を検討中の学校等教育機関の保健・養護領域に従事されている方 

④臨床心理学およびその関連領域で実践的な仕事に従事されている方で、心理臨床事例に関する守秘義務

を遵守できる方 

⑤心理臨床を専攻する大学院生 

３． 参 加 費：学会員：3,000円 非会員：6,000円 大学院生（非会員）：4,000円 

４． 研修ポイント 

本オンライン研修会の全 4 回中 2 回に参加した方には、日本臨床心理士資格認定協会「臨床心理士教

育・研修規定別項」第 2条（3）「本協会が認める関連学会での諸活動への参加」の通り、受講者には 2ポ

イント、事例発表者には 4ポイントが付与されます。2回参加後に、希望者の方には研修証明書を発行さ

せていただきます。 

５． 研修内容 

◆12：30～12：45  

Zoom開室 ※出欠確認をするため、上記時間内に入室をお願いいたします。 

◆13：00～14：30 

講 演：「私にとっての箱庭療法 ―出会いが生み出すもの―」 

講 師：前川 美行（東洋英和女学院大学） 

箱庭療法は、出会いから生まれる表現です。砂の動きや感触がイメージを生み出しますし、い
つも同じ棚のミニチュアを見ていたはずなのに、ある日見つけた物が転回を生むこともあります。
具体的に現前するミニチュアと私のこころが同期し、そして物が託されるものとなることで箱庭
空間が象徴化され、たましいの言葉としての表現が生まれます。箱庭空間がこころの表現となる
ことについて考えてみたいと思います。 

 

◆14：30～17：00 

箱庭療法事例検討 ≪事例募集≫  

ミニチュアや砂との出会いが転回を生んだと思われる事例や、言葉で表現できないけれど、   

こころが動く箱庭などの事例を募集します。 

 

６． 参加・発表申し込みについて 

【参加申込】 

右記の「お申込みはこちら」または「QRコード」の申込フォームよりお申し込み下さ

い。申込が完了しましたら、自動返信メールが送信されます（※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、一般社団法人日本箱庭療法学会事務局

（office@sandplay.jp）までお問い合わせ下さい。 

【事例発表申込】 

上記と同様の申込フォームよりお申し込みいただけます。事例発表を「希望する」にチェックし、申込フ

ォーム上にある＜事例概要記入シート＞にご記入の上、メール添付で office@sandplay.jp までお送りくださ

い。参加申込締切後、事例発表の可否について、事務局よりご連絡いたします。  

お申し込みはこちら＞＞＞ 

（申込フォームへ） 

https://www.shingensha.com/sandplay/mkform/acc.cgi?id=15965196484426
https://www.shingensha.com/sandplay/mkform/acc.cgi?id=15965196484426


※ 事例発表申込締切：2020 年 10 月 20 日（火） 

※ 参加申込締切：2020 年 11 月 12 日（木） 

・お申し込みは、原則として先着順とさせていただきます。定員に達した場合、締め切らせていただきます。 

 

７． 参加費振込みについて 

・自動返信メールを受領後に、以下の口座へ参加費をお振込みください。 

振 込 先： ゆうちょ銀行振替口座 ００９００－８－２３３７８８ 

加入者名：  一般社団法人日本箱庭療法学会研修委員会 

・お振込みの際は、必ず参加者ご本人のお名前でお手続きください（異なる場合は、事前にご連絡ください）。 

・納入された参加費のご返金はできませんので、予めご了承ください。 

 

※ 参加費振込締切：2020 年 11 月 13 日（金） 

 

８． 参加方法について 

・Zoomの利用方法については各自でご確認をお願い申し上げます。 

・開催日直前に Zoom 会場（URL）をお申込みいただいたメールアドレスにお送りをさせていただきます。 

・申込者本人のみ、ご参加可能です。Zoom 入室の際、出席確認をいたしますので、必ずお申込みいただい

たお名前で入室してください。 

・Zoom 入室の際、余裕をもって入室をお願いいたします。出席者の確認に時間がかかる場合がありますの

で、ギリギリの入室はご遠慮ください。 

 

９． 研修会に関するお問合せ先 

一般社団法人日本箱庭療法学会事務局 

住所：〒541-0047大阪市中央区淡路町 4-3-6 新元社内 

FAX：０６－６２３３－８５２９  E-mail：office@sandplay.jp 

※ 研修会当日の事務局へのお問い合せにつきましては、対応出来かねますので事前にお願いいたします。 

mailto:office@sandplay.jp




【お申込方法】
以下のサイトからお申し込みください。
（クレジットカード決済、コンビニ支払いです）
https://comhbotei67.peatix.com

【オンライン開催について】
●パソコン、スマートフォン、タブレットからご参加いただけます。
●オンラインの講演会システムZOOM（ズーム）ウェビナーを使用します（ウェビナーは、
　視聴している人の映像は画面に映りません）。
●お申込いただいた方には、開催当日の午前中、URLとパスワードをお送りいたします。
●開始20分前からアクセスできます。お送りしたURLをクリックし、パスワードを入力して
　ログインしてください。
【ご注意――コンボからのメール送信について】
●スマホでメールを受信する場合に、パソコンからのメールを受信できないといった現象がよく起
　こります。この場合は、迷惑メールの設定で受信拒否をしている可能性があります。スマホの方は、
　コンボからのメール（ comhbotei@gmail.com  ）を受信できるように設定しておいてください。

●開催日にメールを送りますので、土曜日にアクセスできるメールアドレスをご使用ください。

【こんぼ亭講演会当日について】
●講演会開始20分前から接続可能です。
●講演会での質問は、「Q&A」という機能がありますので、質問をすることができます。
●後半のトークライブは、みなさんからいただいたご質問をもとに、進めて参ります。
●全てのご質問にお答えできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●参加申込された方は、今回のこんぼ亭の様子を1週間に限り、ウェブサイトにて視聴
　していただけます。録画後編集するため、配信するまでにしばらく時間がかかります。
　開催後、メールにてご案内をお送りいたします。

　第67回こんぼ亭
オンラインオンライン

スマホの方は、こちらか
らアクセスできます。

お申込み方法

くわしくは、コンボのウェブサイトにてご確認ください。 こんぼ亭月例会



描画を読む 基礎力 向上

受講者募集

バウムテスト

HTPP

開催日時 参加費

2020年11/20.12/4.12/18
隔週金曜 20:00～22:00

2021年1/15.2/5.2/19
隔週金曜 20:00～22:00

３回で6,000円

３回で６,000円

ZOOM研修（リアルタイム視聴のみ）

ZOOMで開催（録画視聴はナシ）

参考図書：描画テスト(北大路書房)高橋依子著

講師：岸本和子(京阪病院)

詳細・お申し込みはHPへ!

https://kokoro-you.com/
professional/kensyuukai/

対象：心理検査業務に従事している専門職、臨床心理士、公認心理師、大学院生



日程 毎月新作を公開（有料のものはお支払い後、1年間何度でも視聴可能）

手続き 各動画ページの指示に従い、情報登録をお願いします

時間 30分～90分

対象 一般の方から専門職の方まで

料金 無料～1500円

必要 ネット環境とパソコンor携帯電話

お問い合わせ
大阪・京都こころの発達研究所 葉
https://kokoro-you.com/

葉 研修会 検索

https://kokoro-you.com/professional/kensyuukai/



『無料研修動画』

無料配信で作成した

動画のＵＲＬを掲載で

きます

URL掲載、閲覧、書き込みは全て無料！！

『動画に関する感想、コ

メント』

有料研修動画や無料研

修動画の感想を書き込

めます

『有料研修動画』

有料配信で作成した

動画のＵＲＬを掲載で

きます

『心理以外にこんな

ことできます』

心理士だけど、他に

こんな特技がありま

す、とアピールでき

ます

『希望研修動画』

「こんな動画をＵＰし

てほしい」という希望

を書き込めます。

『研修案内』

皆さんに知ってもらい

たい研修情報を載せ

ることができます。

対象 心理職や心理職を目指す方

https://bbs.kokoro-you.com/

ご不明な点がある方は
お問い合わせください。

大阪・京都こころの発達研究所 葉
高槻オフィス：〒569-1123 大阪府高槻市芥川町３丁目２−２４

ＨＰ：https://kokoro-you.com/

産休・育休中、療養中、地方在住等で研修に参加しにくい方
や、自身のスキルを発信したい方のために作りました。



【レクチャー】
共感研究のレビュー（定義、治療効果、社
会神経モデル）とTIPモデルの概要

【体験的学習】
共感のTIPモデルに基づく、自動模倣、自
己開示、沈黙の練習。ビデオ・デモンスト
レーションの閲覧とでブリーフィング

【紹介】
共感実践の心理療法「ブレインスポッ
ティング」・共感をさらに学ぶEラーニン
グ・プログラム

昨今、欧米の治療効果研究では、特
定の治療法ではなくどの治療法にも
共通する要因に注目が注がれていま
す。その大きな1つの要因として「共
感」があげられます。

「共感」は誰でも知っていて実践す
る概念ではありますが、深く知り実践
している臨床家は少ないでしょう。近
年における欧米の共感、生理学的シ
ンクロニー、自己開示、沈黙に関する

量的・質的研究から作り上げられた
TIPモデルを体験的に学び、共感を深
いレベルで実践し始めることが「心と
体でつながる『新しい』共感実践」の
目的です。

「ブレインスポッティング」で多数
のトレーニング提供実績のある鈴木
孝信が、理解し、目撃し、実践するとい
う教育枠組みを使って、最良の学びを
ご提供します。

「共感」は基本であり治療効果の大きな要因

心と体でつながる
　　　　　　  「新しい」共感実践

近年の欧米共感研究を基にした
心理職としての基本臨床家としての向上を目指す学び

紹
介
ペ
ー
ジ

2020.10.25 SUN
10:00▶17:00

日時

講師 鈴木孝信
（公認心理師、アダムズ州立大学

カウンセラー教育学博士課程4年、

杏林大学非常勤講師、

ブレインスポッティング

国際トレーナー） 協力 西田正憲 （臨床心理士、公認心理師、
せとぐち心療内科クリニック）

お申込み https://btij.page.link/aJV5

主催 ブレインスポッティング・
トレーニング・
インスティチュート日本 （BTI-J）

トレーニング内容トレーニング内容

会場・定員

□ オンライン／98名
 参加にはzoomプログラム（無料）が必要

受講料 12,000円（早割）

お問合せ

お問い合わせ、
募集要項、お申
し込み等は、こ
ちらよりご確認
いただけます。

http://btij.org/



◇【心と体でつながる「新しい」共感実践 ◆オンラインワークショップ◆】のご案内◇ 

 

 今回、【心と体でつながる「新しい」共感実践】オンライン WS が 10 月２5 日(日)に開催さ

れます。セラピストに必須の「共感」能力の飛躍的な向上に繫がる内容となっています。 

 講師は心理療法ブレインスポッティング（BSP）の国際トレーナー鈴木孝信氏です。 

 ブレインスポッティング（BSP）は、EMDR のエキスパートであった D.Grand 博士によっ

て、精神分析、SE、EMDR 等の影響を受けて開発され、「視点」により脳の調整(制御)を活性

化させ、トラウマを【素早く】【徹底的に】処理できる心理療法です。BSPはトラウマ処理に非

常に効果的なだけでなく、ＣＰＴＳＤ、全般性不安障害、パニック障害、愛着の問題など幅広い適応

ができ、欧米の臨床研究におけるトラウマ療法の効果比較でも高い治療効果が認められています。

今回は、共感実践の能力向上に特化したプログラムのご案内となります。以下に紹介文があり

ますので是非ご覧下さい。 

*********************************************************************************** 

【心と体でつながる「新しい」共感実践】◆オンラインワークショップ◆ 

  

 心理臨床において、クラアントのプロセスの質を大きく左右するのが、セラピストとクライア

ントの関係性です。この関係性はセラピストがいかにクライアントの内的な状態を自らの内的

システムに映し出すかということに大きく委ねられています。これを可能にするのが共感です。 

 

※過去のワークショップの紹介ビデオをご覧ください。  

【紹介ビデオ】 https://youtu.be/14DxcNpgovY 

 

※ワークショップの最新の詳細な内容が以下のページにあります（過去の WS 内容です）。 

【紹介ページ】 https://peraichi.com/landing_pages/view/20200502workshopbtij 

 

 「共感」はロジャーズが注目されて以降、着目される概念となりました。一方で、曖昧な定義

が避けられない性質もありましたが、近年の神経学の研究が進むことにより、共感の脳内での

メカニズムが明らかになり、包括的に理解出来るような理論が生まれてきました。このような共

感研究の知見の蓄積を活用し、臨床心理士／公認心理師として必要な共感の力を深め、高い治療

スキルを学んでいただくのが、このワークショップの目的となります。 

 

 当ワークショップでは、トラウマ心理療法「ブレインスポッティング」臨床や、共感研究の

知見から得られた最新の「臨床力向上の術」をお伝えします。共感することは学ぶことが出来ま

す。共感力を引き出す具体的な方法を理解し、練習し、臨床に応用できるようにします。どん

なアプローチにでも応用できる共感を学び、実際の臨床力を高めること目指しましょう。 

※ワークショップ内では、ストループ検査など多彩なアクティビティを予定しています。 

https://youtu.be/14DxcNpgovY
https://peraichi.com/landing_pages/view/20200502workshopbtij


【ワークショップ概要】 

 

＜日時＞ 2020 年 10 月 2５日(日) 10:00-17:00 （9:30 オンライン開始） 

        午前：共感研究のレビュー 

        午後：TIP モデル 

＜会場＞ オンライン（ＺＯＯＭ上） 

＜講師＞ 鈴木孝信（公認心理師／アダムズ州立大学／杏林大学／ブレインスポッティング国際

トレーナー） 

＜対象＞ 臨床心理士／公認心理師／医師／精神保健福祉士／社会福祉士／対人援助職 

＜定員＞ 98 名 

＜参加費＞12000 円(早割～10/11 まで）15000 円（通常～10/12 以降） 

＜主催／協力＞BTI-J／西田正憲（臨床心理士） 

＜申込先＞ 

https://www.kokuchpro.com/event/26b6a77ffe72d37286e4d964f8a082ca/ 

 

※臨床心理士資格更新ポイント申請予定 

************************************************************************************ 

 

https://www.kokuchpro.com/event/26b6a77ffe72d37286e4d964f8a082ca/


主催：長岡病院心理課  共催：京都SST研究会  
 

第14回  心理臨床ワークショップ  
～トラウマ治療の実際～  

今回は石島洋輔先生（刈谷病院）と道免逸子先生（関西国際大学）をお招
きして、近年ニーズの高まっているトラウマ治療のさまざまなテクニック
をご講義いただきます。具体的には、トラウマ反応を低減させる方法、あ
るいはトラウマと併発して生じることの多い解離性同一性障害への対応法
として、ナラティブ・エクスポージャーやEMDR TS（＝チャンスEMDR）、
自我状態療法をご紹介いただく予定です。これからトラウマ治療を始めた
い方、トラウマ治療の幅を広げたい方はぜひご参加ください。 

 刈谷病院  

 精神科医  

講師：石島洋輔先生 
お申し込みは以下のサイトから  

h t t p s : / / g o o . g l / 7 E K t Q 7  

お問い合わせ  

 長岡ヘルスケアセンター（長岡病院）心理課 

 TEL：(075) 951 – 9201（代表） 

 E-mail：nagaokashinri@gmail.com  

※臨床心理士の資格更新ポイント（２P）を申請予定です。 

日時： 2 0 2 0年１１月１０日～１２月 1 0日  約 5時間  

場所：オンライン  

料金： 1 0 , 0 0 0円（期間中、くり返しご覧になれます）  

対象：保健・医療・福祉・教育・司法・産業の専門職  

   （守秘義務のある方、大学院生も可）  

講師：道免逸子先生 

 関西国際大学 

 公認心理師・臨床心理士  



 

 

方 法: Zoom によるオンライン配信 
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※本講演会は、福岡市NPO活動推進補助金を用いて開催されます。 

 

市民対象 

講座 

市民対象 
オンライン 
講座 

参加費: 各回 500円（事前入金制） 
 お申込: ホームページ（https://www.codachi.org/） 
もしくは右のQRコードから申込フォームに
アクセスし、お申し込みください。申込及び
入金の締め切りは第 1回 10月 25日まで、
第 2回 12月 6日までです。 
 

なんで○○はできるのに△△は

できないんだろう 

朝「学校に行
きたく

ない」と言い
出した 

ゲームばかりに熱中…  何を考えているか  わからない 

注意することが多すぎて 疲れる… 
後 援: 未定 

 お問い合わせ: 特定非営利活動法人 九州大学こころとそだちの相談室 
〒814-0002 福岡市早良区西新 2-16-23 九州大学西新プラザ内 産学交流棟 
TEL 092-832-1345  HP https://www.codachi.org/ 

対 象: 地域住民の皆様、発達の凹凸があるお子さんの保護者、教員 

Q&Aコーナーあり 

発達支援に携わる方、発達支援を学びたい方、関心のある方 
 

10:00-12:00  
2020年10月31日(土) 

講師：古賀 聡先生（九州大学准教授・臨床心理士） 
 

「親の心理と親子関係」編 第 1 回 

2020年12月12日(土) 
「子どもの理解」編 

講師：小澤永治先生（九州大学准教授・臨床心理士） 
 

10:00-12:00  

第 2 回 



  

オンライン居場所活動 

「りとりんく」のご案内 

特定非営利活動法人 
九州大学こころとそだちの相談室 

〒814-0002 福岡市早良区西新2-16-23 
九州大学西新プラザ内産学交流棟 

TEL：092-832-1345 
HP：https://www.codachi.org/ 

 
月～土曜日（祝・祭日等をのぞく） 
開業時間     10：00～18：30 

 
●カウンセリングルーム こだち 
※事前に電話でのご予約が必要です。 

初回面接料金6,000円、個人面接料金5,000円（二回目以降） 

特定非営利活動法人 
九州大学こころとそだちの相談室 



「りとりんく」の基本方針 
そこに行けば、誰かと出会い、たわいもない話をしたり、のんびり過ごすこ
とができる・・・人はだれでも、そういう場所や時間があることで、少し元気
になれたり、希望を持てるのかもしれません。 
 
九州大学こころとそだちの相談室では、個人面接の事業（カウンセリングルー
ム・こだち）、フリースペース「ここりーと」に加えて、新たにオンライン居場
所活動「りとりんく」として、利用者のみなさまにそうした空間と時間を提供し
たいと考えました。「りとりんく」はリトリート(retreat：隠れ家)とリンク（link：
つなぐ）を合わせて作った名前です。共通の趣味の人とつながったり好きなこ
とが広がったり、踏み出す一歩につながるかもしれません。スタッフとの個別
のやりとりから始めることもできます。 
  

対象となる方 
「りとりんく」では「学校に行きづらい・・・」「緊張するけど、人と話してみ
たい」「集団で活動する練習をしたい」「心理のスタッフがいる中で同世代と関
わりたい」「オンラインだったら話せるかもしれない」などの気持ちをお持ちの
方をサポートします。 
対象は、①～⑤を満たす方です。 

①人と話してみたい10歳～18歳の方。 
②主治医がおられる場合は、主治医に参加の許可をいただける方。 
③通信機器をお持ちでWi-Fi 環境があり、集中できる環境のある方（タ
ブレットかパソコンがおすすめです）。 

④電話かオンライン面談で保護者の許可を確認できる方。 
※2回目以降継続される場合は、3ヶ月に1回以上のオンライン保護者
面談（別料金：3000円）が必要です。 

⑤りとりんくの約束事が守れる方（別紙） 

日時 
2020年 10月から2021年 3月までの金曜日 11:00-12:30 
（祝日は除く） 
 

方法 
Zoom を使ってオンラインで集まります。接続が心配な方は、事前に通信テ
ストを行うこともできます。 
 

定員・スタッフ 
定員：5名（先着順） 
スタッフ：臨床心理士・公認心理師のスタッフ、心理学を学ぶ大学院生スタッ
フ数名（スタッフの得意分野や興味関心はさまざまです。例：運動、音楽、漫画、
料理、編み物、絵を描くことなど） 
 

料金 
初回のみ無料。2回目以降は、月額4000円（事前振込）と、単回の場合は1
回あたり 1200 円（前月の参加日数確定後の振込）を選べます。3 ヶ月に 1 回
以上のオンライン保護者面接は別途料金3000円が必要です。 
 

申込方法 
初回申込の際は、参加希望の 8 日前の木曜日の 18:30 までに申込フォーム
（右下 QR コードかホームページのリンク）に入力してください。自動返信メ
ールを送信後、1週間以内にこちらからご連絡いたします。自動返信メールが送
られてこない場合は迷惑メールフォルダを確認後、お電話ください。2回目以降
のご参加の方は前日までに申込フォームに入力してください。 

 
お問い合わせ：九州大学こころとそだちの相談室 （092-832-1345） 



11月22日 9:30-12:00
2020年

日

阪神・淡路大震災から25周年

HPまたはQRコードからお申込みいただけます。

https://www.26annual.iadp.info/ （「IADP第26回大会」で検索）

Zoomを用いてオンラインで開催いたします。
インターネット環境さえあれば、どこからでもご参加いただけます。

オーガナイザー ：永山智之（国際力動的心理療法学会第26回大会会長／
兵庫教育大学講師／PAS 心理教育研究所客員研究員）

チ ェ ア ：小谷英文（国際力動的心理療法学会理事長／
PAS心理教育研究所理事長／国際基督教大学名誉教授）

スピーカー ：小林和（精療クリニック小林院長）

菊地いつか（NPO法人「阪神・淡路大震災1・17希望の灯り」理事）

レスポンダー ：宇佐美しおり（四天王寺大学看護学部教授／
看護実践開発研究センター長／熊本大学名誉教授）

9：40～10：00 講演：小林和先生「危機に、新しい知恵を得て生きる」

10：00～10：20 講演：菊地いつか氏

(10分休憩)
10：30～11：45 全体ディスカッション

11：45～12：00 まとめ

参加申し込み 開催前日までに、参加URLをメールでお知らせいたします。
ディスカッションへの参加をご希望の方は、
参加費のお支払いを確認させていただいた後、参加URLをお知らせいたします。
(お支払い後のキャンセルについての返金は承れません。予めご了承ください。)

講師紹介

国際力動的心理療法学会

市 民 公 開 プ ロ グ ラ ム

お問い合わせ：国際力動的心理療法学会
第26回年次大会事務局

E-mail office26@26annual.iadp.info
本大会のTwitter・Facebookもございますので

ぜひチェックをお願いします！

スケジュール

協力助成

・(社)日本臨床心理士資格認定協会、
兵庫県臨床心理士会

・(公財)精神分析武田こころの健康財団
・PAS心理教育研究所

9：30～ 9：40 ゲストのご紹介と本プログラムの趣旨

第26回年次大会

https://www.26annual.iadp.info/
mailto:office26@26annual.iadp.info


ご挨拶

阪神・淡路大震災から25年を迎えました。この四半世紀の間にも、私たちは
数多くの災害を経験することになりました。
そして今、私たちはコロナ危機に直面しています。あなたは今、ご自身や家族、

身の回りの大切な人の心のケアはできていますか？
長期にわたり予測不可能な中、不安やストレスが高まりやすくなっています。

しかし、この危機はチャンスにもなります。
では、チャンスにするには、どのような視点で、何をしたらよいのでしょうか？

今回の市民講座では、阪神・淡路大震災から学び、コロナ危機に立ち向かう
にあたり、心の育ちと回復の鍵に焦点を当てます。そして、親や教師、養育に関
わる大人の男女の協働・愛情交換により、「がんばろうKOBE」（働くこと）から
「育もうKOBE」（愛すること）への展開を確かなものとしたいと思います。

そのヒントを得るために、お二人のゲストをお招きします。お一人は、思春期
に被災し、（心的）外傷後ストレス障がい(PTSD)で苦しい時期を過ごされた後、
震災の語り部をしながらお子さんを育てておられる菊地いつかさんです。もうお
一方は、ご自身も被災されながらも、阪神・淡路大震災の被災者や子どもたち
の心の支援に尽力されてこられた小林和先生です。
さらに、東日本大震災や熊本地震、そしてまさに今、コロナ危機の心の支援

に携わっている専門家も加わり、市民の皆様からの声も聞かせていただきなが
ら、阪神・淡路大震災を軸に危機からのトラウマ/PTSD予防(教育)、初期対応、
中長期対応の現状、直面する問題、回復の鍵を明らかにしたいと思います。
どなたでもご参加いただけます。子育て中のお父さん、お母さんも。子どもた

ちの健やかな育ちを支えておられる学校の先生や教育関係者、地域の方々も。
最前線で闘っておられる医療関係者の方々も。ぜひご家族や職場、地域の
方々を誘っていただき、ご参加ください。
実践知から学びながら、新たな一歩を共に踏み出しましょう。

大会会長 永山智之

小林和（精療クリニック小林院長）

精神科医。阪神・淡路大震災では、「震災ストレスほっとライン24時間」を開設し、PTSD発症予防に貢
献してきた。2016年、国内2番目の施設設置を目指す「NPO法人こうのとりのゆりかごin関西」副理事
長に就任している。

菊地いつか（NPO法人「阪神・淡路大震災1・17希望の灯り」理事）

震災の語り部。震災で妹を亡くした後、自宅跡に咲いたヒマワリが震災復興のシンボルとなった一方、
家族関係は崩壊。著書「はるかのひまわり」で苦悩を乗り越え、再び前向きに人生を歩むまでを描いて
いる。

宇佐美しおり（四天王寺大学看護学部教授／看護実践開発研究センター長／熊本大学名誉教授）

精神看護専門看護師（CNS）。熊本地震での被災者であり支援者であった看護職の抑うつ、PTSDの予防
及び慢性疾患の悪化防止の介入プログラムを実施し成果をあげた。この仕事はWHOから高く評価されて
いる。現在も看護職の災害対応の訓練プログラム、次いでコロナ対応医療従事者に対する災害支援プロ
グラムの開発事業を展開している。

小谷英文（国際力動的心理療法学会理事長／PAS心理教育研究所理事長／国際基督教大学名誉教授）

精神分析的心理学を専門とし、東日本大震災の際には仙台及び郡山を拠点に計6年間、熊本地震の際には
計３年間、中長期のPTSD対応に従事している。災害危機対応マニュアル『不測の衝撃』(2014, 金剛出
版)監訳。トラウマと危機に関する国際研究会議にて招待基調講演 (Crisis and Trauma: In between 
destruction and hope, Thessaloniki, Greek, 2019）。



         横浜高次脳機能障害診断法研修会のお知らせ       

知能検査と神経心理学的アセスメント ＜認知症を中心に＞ 

 

 コロナのため横浜高次能機能障害診断法研修会を４月に中止してから半年過ぎました。 

コロナはいつ終息するのか見通しが立ちませんが、医療に休みは無く、高次脳機能障害の 

患者様も受診しています。私達は勉強を続け技術を磨かなければなりません。 

 私は感染状況を見ながら研修会を再開することにしました。あまり先の日程は決めない 

方がよいと思いますので、とりあえず１２月まで決めました。２日続きの研修会ですが、 

１日参加も可能です。臨床心理士の方は資格更新ポイントを２日参加で４点、１日参加で 

２点獲得できます。 

詳しくは HPを参照して下さい。http://members2.na.coocan.jp/index.html  

 

研修内容  午前中は講義、午後は検査の演習。講師は中野光子です。 

講義内容  初日 ：認知症と記憶障害 

      ２日目：検査の選び方  所見の書き方 

演習    医療で使用されているほぼすべての知能検査と神経心理学的検査を用意 

      してあります。各自希望される検査器具を手に取って演習して頂けます。 

 

＜対象＞ 経験者、初心者を問わず認知症について勉強したい方。 

 

＜会期＞ 。いずれも１０時~１７時 

  ９２期  ２０２０年１０月１７日（土）~１８日（日） 

  ９３期       １１月 ７日（土）～８日（日） 

  ９４期       １１月２２日（日）~２３日（月休） 

  ９５期       １２月 ５日（土）～ ６日（日） 

 

＜会場＞ 横浜高次脳機能障害診断法研究所 JR根岸駅から徒歩数分 

  横浜市磯子区原町１３－１２  横浜高次脳機能障害診断法研究所 

 

＜参加費＞ 25,000円（学割,  repeater 20,000円）, 

1日コース 13,000円（学割,  repeater 10,000円) 

 

＜申し込み方法＞ 住所、氏名、所属、本研修会参加を希望される理由、簡単な 

自己紹介を添えて以下に申し込んで下さい。 

 <申し込み先> 中野光子  m-naka27@jcom.home.ne.jp   

 

http://members2.na.coocan.jp/index.html


IPPO(精神分析的サイコセラピーインスティチュート・大阪)主催ワークショップ 

「パンデミック状況における精神分析的サイコセラピーを考える」 

 

新型コロナウィルス感染拡大状況によって、精神分析的サイコセラピーの基盤である対面セッション

は、そのままの形では続行が難しくなる局面が生まれてきています。本ワークショップでは、ロンドンと

大阪という異なる文化社会環境で実践する、2 人の分析臨床家に、この経験の中で考えられたことを話題

提供していただきます。その後、IPPO 訓練生のケースを提示し、参加者それぞれが具体例を通して考え

話し合う機会を設けます。 

全面オンライン研修ですので、これまでご参加が難しかった遠方地域の方々にもご参加いただければ

と思います。臨床心理士資格更新ポイントの申請を予定しています。 

〔日時〕2020 年 12月 20日(日) 13：30―19：00 

〔場所〕全面オンライン(zoom 使用) 

〔講師〕西村 理晃先生(ロンドン医療センター)  飛谷 渉先生(大阪教育大保健センター/IPPO) 

西村理晃氏：英国児童青年心理療法士協会会員、英国精神分析協会分析家 

飛谷渉氏：日本精神分析学会認定精神療法医スーパーバイザー、タヴィストックセンター思春期青年期

精神医学課程修了  

〔プログラム〕◇パネルディスカッション(13：30－15：00) 

「パンデミック状況における精神分析的サイコセラピーを考える」 

話題提供：西村 理晃先生・飛谷渉先生 

司会：平井 正三先生(御池心理療法センター/子どもの心理療法支援会/IPPO) 

◇事例検討(訓練生発表)＆グループディスカッション(15：15－17：30) 

◇全体討議(17：45－19：00)  

 

〔参加資格〕臨床心理士、公認心理士、医師、心理療法に携わっている大学院生〔参加費〕5000 円〔定

員〕50名 

〔申込方法〕 

https://docs.google.com/forms/d/1_GdUkt1r2f2AnKzLS2XBhYvznk1icgfCtsJexW4uhzY/edit?usp=dri

vesdk 

11 月末日までに、上記のGoogle フォームよりお申し込みください。 

［振込先］【口座名義】精神分析的サイコセラピーインスティチュート大阪ゆうちょ銀行からのご送金 

【記号】14020 【番号】62343931 ゆうちょ以外からのご送金 【店名】四〇八 【種目】普通預金 【口

座番号】6234393  

〔その他〕・参加申し込み時のガイドラインに同意いただけない場合は、受講できません。・申し込み時

に参加費の振込先をお知らせします。振込確認後、Zoomの URL をお知らせします。・Zoomのダウンロ

ード、通信環境や使用方法は各自でご準備ください。・本研修会は、臨床心理士更新ポイントの申請を予

定しています。 

〔問い合わせ〕ipposeminar@gmail.com 

〔主催〕精神分析的サイコセラピーインスティチュート・大阪(IPPO)http://ippo2017.com/ 



JFPSP自己心理学協会主催 2020年度第 2回公開セミナー 

 

[日時] 2020 年 12 月 13 日(日)10:00～16:00 

[場所] zoom 開講 

[講演] 

(AM)ビギナーコース 

「間主観性理論の基礎知識～本当にかみ砕いて説明する間主観性の基礎」 

(PM)アドバンスコース 

「差別、不確かさ、偶然性、トラウマ～何が起こるかわからない世の中を生きることと精神

分析」 

[講師] 富樫公一(甲南大学／栄橋心理相談室) 

[料金] 有資格者 6,500 円 修士課程大学院生 4,500 円 

[申込み] http://jfpsp.net/OpenSeminars/2020ZoomSeminar2.html 

※臨床心理士資格更新のためのポイント申請予定講座です。 



「学齢期のポジティブ行動支援」 

 

大久保賢一先生 ： 畿央大学教育学部准教授、日本ポジティブ行動支援ネットワーク会長 

2020 年 11 月 7 日（土）19 時から 21 時オンラインライブセミナー 

※11 月末まで、オンラインライブセミナーの録画を YouTube で限定配信しますので、ライブに参加で

きない方でも視聴していただけます。 

 

◇ポジティブ行動支援（PBS）とは 

 当事者のポジティブな行動（本人の QOL 向上や本人が価値あると考える成果に直結する行動）をポジ

ティブに（罰的ではない肯定的、教育的、予防的な方法で）支援するための枠組みのことです。（日本ポ

ジティブ行動支援ネットワーク H P より、https://apbsjapan.org/?page_id=14） 

 

◇参加方法 

①11 月 7 日（土）19 時から 21 時のオンラインライブセミナーへの参加 

 ＊後日の録画の視聴も可能です 

②録画の視聴のみ希望  

 11 月末まで視聴可能の予定です 

 

◇参加費 

一般： 5000 円 

学生： 1000 円  ＊学生証を確認させていただく場合がございます。 

＊11 月 7 日のオンラインライブセミナーに参加される場合は、当日までに参加費をお支払いください。 

 

◇バトンタッチ講演会～科学的根拠に基づく自閉症支援～生涯を通して発達を支える 

生涯にわたる発達支援をテーマとして、それぞれのライフステージで起こりうる課題と、支援の実際に

ついて、「幼児期」「学齢期」「青年期」「成人期」それぞれのライフステージに応じたご専門の先生にご講

演いただきます。 

 

【青年期】2020 年 12 月 12 日（土） 

山田智子先生 ： 一般社団法人 SSTAR 代表理事、小児発達学 博士、UCLA PEERS® Certified Provider 

 

【成人期】2021 年 1 月中に動画配信の形式（1 ヶ月程度視聴可能）で開催予定です。 

池田浩之先生 ： 兵庫教育大学大学院学校教育研究科人間発達 教育専攻臨床心理学コース助教、兵庫

県労働局 発達障害専門指導監 

 

主催：一般社団法人パーマネント・クリエイティブ・マインド 

後援：日本公認心理師ネットワーク  

     Twitter：https://mobile.twitter.com/tPWt4kGeaimCbTW 



     Instagram：https://www.instagram.com/jpn_since2020/?igshid=oloc943se783 

   ABA チャンネル  

     Twitter：https://mobile.twitter.com/ABA_channel 

     Instagram：https://www.instagram.com/abachannel/?igshid=1t2qy06bx6shh 

   リチェルカ  

     Twitter：https://mobile.twitter.com/8h6KoYlcxWYLyse 

     Instagram：https://www.instagram.com/recerca_himeji/?igshid=lam5dh0jl9fz 

   エウレカ  

     Twitter：https://mobile.twitter.com/EurekaHimeji 

 

  

お問い合わせ先 

一般社団法人パーマネント・クリエイティブ・マインド 

Mail：pcm.kensyu@gmail.com 



 第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 のお知らせ 

 

日本認知療法・認知行動療法学会（JACT）は，認知療法・認知行動療法をともに学び，

実践していくことを目的に設立された学術的な集まりで，医師，心理職，看護師，精神保健

福祉士，作業療法士，教師を初めとする多くの方々に参加していただいています。今年は、

JACT の発足後 20 年目羽ばたきの転換期です。本会で皆様と集まり、気づき、今後の日本

認知療法・認知行動療法のさらなる普及と発展に繋げていきたく思っております。今年はオ

ンラインでの開催となります。大変な時期ですが、奮ってご参加の程、よろしくお願い申し

上げます。 

 

大会テーマ：「きづく！あつまる！つながる！20 歳（はたち）の JACT」 

内容：発足 20 年にあたって、教育講演 16、シンポジウム 18、ケーススタディ、座談会、

ワークショップなど様々な企画を準備しています。詳細は HP でご確認ください。 

 

日時：2020 年 11 月 21 日（土）～23 日（月・祝） 

 

場所：オンライン[Zoom] 

参加費：日本認知療法・認知行動療法学会 会員 8000 円、非会員 9000 円 

    学生・学校教員 2000 円 

 

参加登録方法：大会 HP  http://jact2020.umin.jp/registration.html より 

 

申し込み期日：10 月 16 日（金）まで 

※申込者の事情でキャンセルされました場合には、参加費の返金ができませんのでご了承

ください。 

日本臨床心理士資格認定協会 更新ポイント：大会参加により 2 ポイント／ワークショッ

プ（5 時間以上）で 2 ポイント申請予定 

 

問い合わせ先：第 20 回日本認知療法・認知行動療法学会運営事務局株式会社インターグル

ープ内 

〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル 

TEL：06-6372-9345  

FAX:06-6376-2362 

E-mail: jact2020@intergroup.co.jp 



[大会長] ▶▶原田伸彦 （みやぎ静心会国見台病院）

▶▶リモート開催のため、参加者には事前に参加IDをご連絡します
当日事務局：NTT東日本関東病院内 （無料Zoom準備会あり）

[会 場]

{後援} 公益社団法人日本精神神経学会／公益社団法人日本精神保健福祉士協会／一般社団法人日本臨床心理士会／一般社団法人日本作業療法士協会

℡090-4431-1779Mail：cbgta.jimu@gmail.com

第11回 集団認知行動療法研究会学術総会

●プログラム●

集団認知行動療法の新たな展開
～これまでとこれから～

12月6日 9：00～16：30

2020年

[参加申込]▶▶研究会HPよりお申し込みください
非会員の方は参加申し込み時に会員申し込みをお願いします

[プログラム委員長]▶▶賀古勇輝 （岡山県精神科医療センター）

http://cbgt.org （無料Zoom準備会あり）

第11回学術集会は、日本精神神経学会専門医単位・ 日本臨床心理士資格認定協会ポイント対象です

9：40-11：00 特別講演 「私と集団認知行動療法」
講師／秋山 剛先生（NTT東日本関東病院）

11：15-12：25 ワークショップ「困難事例を検討する」
講師／中島 美鈴先生（九州大学人間環境学研究院/肥前精神医療センター）

12：40-13：40 ランチョンセミナー 「これで私も生きられる～ダイアローグとしての当事者研究の可能性～」
講師／向谷地 生良先生（北海道医療大学／浦河べてるの家）

14：10-16：15 シンポジウム 「 トラウマ関連障害の様々な心理療法
～うつ病や不安症を防ぐために集団認知行動療法で活かせること～ 」

演者／山下 洋先生（九州大学病院 子どものこころの診療部）
伊藤 正哉先生（国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター）
八木 淳子先生（岩手医科大学附属病院児童精神科／いわてこどもケアセンター）

集団認知行動療法研究会 検 索

リモート開催

参加申込URL

定員80名
参加費4,000円

日

問い合せ先 集団認知行動療法研究会事務局

Zoomを使ったWeb総会となります

総会前に、Zoomの使用法、当日の参加の仕方など
を練習できる、無料Zoom準備会に参加できます

http://cbgt.org/


 

研修ビデオ（YouTube によるオンデマンド配信）のご案内：愛知県臨床心理士会 

 

一般社団法人愛知県臨床心理士会災害支援部会は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会より助成

を受け、2 本の研修ビデオを作成いたしましいた。 

 

これまで愛知県臨床心理士会会員に限り無料で公開して参りましたが、弊会と災害支援において協力関係にある 

中部ブロック 9県(長野・山梨・富山・石川・福井・静岡・岐阜・三重)心理士師会に所属する先生方に無料にて研

修ビデオを公開させていただきます。公開する研修ビデオは以下の 2 本です。 

 

①「遠隔相談研修会〜電話を“電話相談”として日常臨床に活かすために」 

[話題提供] 長瀬治之愛知県士会会員(ながせ心理相談室／愛知県臨床心理士会こころの健康電話相談専門委員) 

[概要] 電話相談の基礎的な知識の修得と、業務実践のために必要な危機管理意識・倫理的意識の向上を 

目的として、電話相談に経験の深い講師による話題提供と会員からの質疑応答を収録しています。 

[媒体] YouTube 経由にてオンデマンド配信(11 月末日まで) 

 

 

 

②「 新型コロナウィルス(covid-19)下における子どもと家族の心理臨床ガイドライン」 

[講師] 平井正三先生(御池心理療法センター／NPO 法人 子どもの心理療法支援会(サポチル)) 

[概要] サポチル監修によるパンデミック下における心理療法実施にまつわるガイドライン(第 2 版)を題材に、 

     成立までの経緯と、実際の運用に関する質疑応答です。これまでとは異なる状況下において、 

     感染リスクの低減と、心理的な支援を提供することの間でバランスを取ることは容易ではありません。 

     感染対策と心理支援の両面に配慮をする上でのヒントに触れる機会としてご活用ください。 

[媒体] YouTube 経由にてオンデマンド配信(11 月末日まで) 

 

 

 

視聴を希望される方は、お手数ですが以下のフォームに必要事項をご記載のうえ送信してください。 

 愛知県臨床心理士会オンライン研修ビデオ視聴申込みフォーム 

フォームの最後にある確約に関するチェックをすべてつけていただけた方に、愛知県臨床心理士会 2020 年度オンライン

研修群事務局より、研修ビデオの URL が記載されたメールをお送りいたします。 

 

この先も中部ブロック 9 県の連携を宜しくお願い致します。 

 
一般社団法人 愛知県臨床心理士会 2020 年度オンライン研修群事務局 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-17-29 丸の内 ia ビル 2F 

Tel/Fax 052-971-5564   E-mail: asccp.info@gmail.com 

無料視聴できる！ 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDTLdrtQum2shvSo8Z2QbC5898ZyTyGyefQWUZVM1lMHcxQ/viewform
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