
 

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（改定版） 
 
※    zoom でのオンライン開催に変更しました。 

   申込済の⽅は形式変更に伴う参加希望をメールでお尋ねいたします。 
 

いよいよ冬も本番に近付きました。コロナ禍の第 3 派も到来し、気忙しい年末をお過ごしのことと存
じます。10 ⽉、11 ⽉とご案内差し上げた⼭梨県臨床⼼理⼠会「冬のワークショップ」ですが、今年度講
師である九州産業⼤学より窪⽥由紀先⽣とも相談し、会場で対⾯する形式から zoom を⽤いたオンライ
ンでの形式に変更いたします。すでにお申し込みいただいたみなさまには⼤変恐縮ですが、ご理解をよろ
しくお願いします。 

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。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） 
【⽇ 時】 2021 年 1 ⽉ 9 ⽇(⼟)15:00〜18:00、10 ⽇(⽇)9:00〜12:00 
【場 所】 オンライン（zoom） ※第 2 報でお知らせする URL にアクセスしてください。 
【定 員】 100 名 
【スケジュール】 

09 ⽇(⼟)  14:30〜15:00 受付  ※zoom ミーティング利⽤に関する説明 
    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 

※ 第 2 報でお知らせする⼝座へ指定期⽇までにお振り込みください（振込⼿数料はご負担ください）。 
【後 援】 ⼭梨県教育委員会 
 
参加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 

        

参加申込は 12 ⽉ 31 ⽇まで、 
ふるってご応募ください！ 



2021年1月9日（土） 15:00～18:00 オンライン

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（オンライン）

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 オンライン

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・調整中）

事例２ 自然災害における学校支援の事例（予定・調整中）

詳細・お申込み⽅法は
別紙をご覧ください。

オンライン(zoom)開催に変更 参加申込は12月31日まで



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
オンライン（zoom）に変更しました
※ URLは事前にメールでご連絡いたします。

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

参加申込・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コード山梨県教育委員会 12月31日まで申込受付!後援

山梨県臨床心理士会研修委員会
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2020年 12月 15日 

 

1. 第 7 回(11 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 11月 28日(土) 14時～16時、第 7回のスクールカウンセリング研究会は、久しぶりの

事例検討会を実施いたしました。事例提供者の松本友美 SCの意向で、『「母に私を見てほし

い」と訴える中 3 女子との面接過程』について、PCAGIP
ピ カ ジ ッ プ

法とサインズ・オブ・セイフテ

ィ・アプローチ等を応用した事例検討会となりました。事前の資料作成・当日の発表等、事

例提供者の労力が大きく、相対的に参加者の発言機会が少なくなる従来のものと比較して、

PCAGIP
ピ カ ジ ッ プ

法を中心とした事例検討はまさに「全員参加」でした。松本 SCの 3年間の丁寧な

関わりを聴いた各参加者から事例に対する多角的な視点が語られました。これはすべての

参加者にとって有意義な時間であったことでしょう（この形式での事例検討をご希望の方

は、ぜひご応募ください。詳細は次頁をご覧ください）。 

 

2. 第 9 回(1 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 年明け 1月の第 9回スクールカウンセリング研究会も、新型コロナウイルス感染拡大対

策に万全を尽くした上で、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 9 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 3年 1月 16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） 

 ・事例提供：飯久保百合子 SC 

  ・テーマ：『自分の思いを言語化するのが苦手な中学生』 

  ・内容：飯久保 SCより「今回の発表は、SC配置校の小中連携とチーム学校の 2つ

が活用できたケースです。小中連携で、何ができたか、チーム学校で、教職員の生

徒への関わりがどのように変化したのか、などを面接過程の中に織り交ぜなから

発表したいと思います」 

 

 

 

 

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㈯） 松本友美 SC 
「母に私を見てほしい」と訴える中 3女子

との面接過程 
14:00～16:00 

ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 

第8 回（12/19㈯） 一瀬英史 CP 
臨床心理学の方法を導入した高等学校での

通級指導の実際 
14:00～16:00 

ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 

第9 回（1/16㈯） 飯久保百合子 SC 自分の思いを言語化するのが苦手な中学生 14:00～16:00 
ぴゅあ総合 

視聴覚・音楽室 

第 10 回（2/6㈯） 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、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


 

 
 

S C 事 例 検 討 会  

自 分 の 思 い を 言 語 化 す る の が  

苦 手 な 中 学 生  
 

今回の研究会では、飯久保百合子 SCにご発表いただき、事例検討会を行いたいと思います。                  
飯久保SCより：今回の発表は、SC配置校の小中連携とチーム学校の2つが活用できたケースです。小中連携
で、何ができたのか、チーム学校で、教職員の生徒への関わりがどのように変化したのか、などを面接過程
の中に織り交ぜながら発表したいと思います。 

 

2021.1.16（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）※県臨床心理士会非会員

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） 

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9回スクールカウンセリング研究会 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.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

済
Meetにて
実施済

Meetにて
実施済



高齢者支援委員会 第 6回例会 2020年 10月 21日（水） 18：30～2０：50 

場所： Meetによるウェブ会議 

参加者： 三澤，伊藤，細川 

 

⚫ 研究対象者について 

統計処理をする訳ではないので，予測をするのはそこまで厳密にしなくてもよいのでは？ 

調査ができるところから始め，調査研究に堪えうる数や対象に段階的に広げていくのが現実

的かも？ 

「できるところ」とは？→県のデータで閲覧が可能な入所施設 

 

→県だけで 300弱ぐらい？＋甲府市の施設 

◆入所施設から始めること 

 心理士がこれまで活動してきた環境に近いかも？（病院などあるい程度枠がある環境） 

 アウトリーチなど利用者の生活環境に入って活動するものは，なくはないが実数は少ない。 

 居宅事業所，通所リハ，デイサービスなどまで広げると，広がりすぎてしまうため現在は保

留，今後要検討。 

◆職種を対象にすること 

 ケアマネージャーは高齢者支援にほぼ限定される職種なので，これに限っては職能団体に

積極的にアクセスしてもいいかもしれない。 

 

次回 2020年 1月 20日（水）13:30～の予定 

開催場所については，一週間前までにお知らせします。 

 



宮田智基 先生講師

お申込み方法

山梨県臨床心理士会主催 子育て支援委員会講演会

右記ＱＲコードからお申し込みください。

締め切り 1/25(金)＊定員になり次第締切

①お申込みにはGoogleアカウントが必要です。お持ちで
ない方はアカウントを取得し、お申込みください。

②参加費は事前にお振り込みの上、振り込み控えの写真
を申し込みフォームに添付して下さい。

振込先【金融機関名】ゆうちょ銀行
【口座番号】記号10800 番号14463511
【口座名義】山梨県臨床心理士会子育て支援委員会

③参加者には２/5(金)までにZOOMのURLと
パスワードをお送りします。

お問合せ：子育て支援委員会事務局 y.kosodate.cp@gmail.com

コロナ禍により、対面での相談を控えている子育て中の親御さんも
利用できるSNS。本研修会では、SNSカウンセリング(LINEに限定)の
社会的ニーズや、その実践と留意点について、宮田先生にご講演いた
だきます。また、事例素材を通したワークとグループディスカッショ
ンを行う予定です。 ※CP資格更新ポイント取得申請予定

2020年2月11日(木)
AM10:00～PM16:00

日時

帝塚山学院大学大学院教授、(公財)関西カウンセリングセンター講師。
臨床心理士・公認心理師・KIPP精神分析的心理療法家。長年精神分析的な
視点で、病院・学校・産業などの臨床に従事。最近は現場やClのニーズに
柔軟に応えるべく、統合的心理療法やSNSカウンセリングにも取り組んで
いる。著書「SNSカウンセリング・ハンドブック」

オンライン(ZOOM)場所

山梨県臨床心理士会会員

臨床心理士対象

定員： 99名

参加費：2000円

お申込みＱＲコード

研修内容

https://forms.gle/9v
KQnnaqbj6zrN8TA

https://forms.gle/9vKQnnaqbj6zrN8TA


    

        

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： ２０２１年１月１９日（火）  １８：００～２０：３０   

会 場： 県立青少年センター 本館 第２会議室（４階） 

発表者： 佐野孝枝 氏 

テーマ： 「産業領域におけるトラウマ療法の試み」 

    

 

 

※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。 
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長野県公認心理師・臨床心理士協会主催 

継続研修第 1 部〈災害支援〉 

～災害時の基礎を知る～ 

 

 

日 時 ：2021 年 1 月 31 日（日） 9:30-12:30 

会 場 ：Web 上でのオンライン研修（Zoom ミーティング） 

 

【当日のタイムスケジュール】 

19:10～19:30 Zoom ミーティング受付 

19:30～19:50 進行より諸連絡        進行：災害支援委員 

開会のことば    （災害支援委員） 

会長挨拶・講師ご紹介  （山本会長） 

19:50～10:10 2019・2020年度の県協会災害支援活動報告 

（竹内担当理事） 

10:10～10:20           ～休憩～                

10:20～12:00 講演『災害時のストレス』 講師：中垣 真通 先生 

12:00～12:25 質疑応答 

12:25～12:30 お礼のことば    （山本会長） 

閉会の言葉     （災害支援委員） 

連絡事項 ※終了次第 Zoom ミーティング各自退出 

 

【講師紹介】 

  中垣真通先生（子どもの虹情報研修センター／日本公認心理師協会 災害支援委員会 

副委員長） 

  阪神淡路大震災以降の大きな地震災害では、現地視察や現地支援を行っている。

2009 年から 2019 年まで、日本臨床心理士会で「被害者支援委員会」の委員として災

害支援や児童虐待に関係する研修会を企画。静岡県公認心理師・臨床心理士協会災害

支援委員などを務めている。 

 

 

継続研修第 1部〈災害支援〉の事前登録（参加申し込み） 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kduupqzgrH9V_IOxk3ZwIS1ux2BeDHmjb 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kduupqzgrH9V_IOxk3ZwIS1ux2BeDHmjb


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/



オンライン研修会一覧

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

予告 有料のものは無料で見れます

料金 無料～1500円

更新 毎月１日に新作を更新

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

タイトル 時間 料金 内容

座談会『小学生以下のお子様が
いらっしゃる女性臨床心理士』

42分 無料 「産休・育休を取れたか」「子育てし
ながら仕事をしていくことの大変さ」
など。

座談会『臨床心理士資格を持た
れていない公認心理師』

34分 無料 「公認心理師を取得して変わったこ
と」「公認心理師としてこれからやっ
ていきたいことは何か」など。

座談会『若手心理士が学会の面
白さについて語ってみた』

68分 無料 「いくつ学会に入ってる？」「各学会
のおススメポイント」「学会での過ご
し方」など。

講義『不登校生の保護者に対す
る面接法』

72分 １５００円 講師：上田勝久（兵庫教育大学）
SCが不登校の保護者面接をする際
にできることは何か。

対談『就労支援における企業の
視点』

57分 ５００円 Dirise（ディライズ）代表の寺谷卓也

さんとの対談「障害者を雇用しよう
とする企業の本音」など。

医療機関におけるうつ病男性の
インテークロールプレイ

35分 ５００円 休職中のうつ病男性のインテーク
面接。解説付き。

医療機関における発達障害を抱
える男性のインテークロールプレ
イ

24分 ５００円 発達障害を抱え、夫婦関係で悩む
夫のインテーク面接。解説付き。

対談『心理・福祉職が知っておき
たい薬のコト』

73分 ５００円 kanne（カンエ）代表の松本さんとの

対談「副作用への不安などが強い
患者さんはどうするのか」など。

講義『心理職に知ってほしい就
労支援に関する社会資源の基
礎知識』

60分 １０００円 講師：浜内彩乃（京都光華女子大
学）「障害者手帳について」「就労支
援の社会資源について」など。

摂食障害を抱える女性のイン
テークロールプレイ

35分 １０００円 講師：竹田剛（神戸学院大学）摂食
障害の病理や必要な情報収集に
ついて解説。

オンラインシンポジウム

「公認心理師」という資格を若手
が考える

44分～
60分

各５００円
（全５部）

公認心理師を持つ臨床心理士２名
と精神保健福祉士でそれぞれの専
門性について話し合った。

講義『トラウマに対する安定化』 60分 １５００円 講師：河上雄紀（長岡病院）トラウ
マを抱えるクライエントへの心理教
育の方法、リラクゼーション法等。

講義『子どものアサーション』 74分 １０００円 講師：浜内彩乃（京都光華女子大
学）子どもと保護者に向けたアサー
ションについて解説。ワークもあり。



『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。



自尊感情を支える・育む

臨床心理士
有資格者

公認心理師
有資格者

自宅で研修
何度も見返せる

日時 2021年1月17日（日） AM10:00～AM12:00

場所 ZOOM（リアルタイム＆録画視聴1カ月）

定員 先着100名（録画視聴のみは無制限）

内容

クライアントが抱える問題は多岐に渡りますが，多くの方は共通して自尊感情が低いとい
う問題，すなわち「自分をこのままでいいと思えない」状態を抱えて来訪します。そのため，
セラピストはクライアントの主訴と向き合うことに加えて，自尊感情を高めるという視点も持
つことができれば，より丁寧かつ前向きな心理支援が可能になります。
今回は認知行動療法やセルフ・コンパッション・セラピーなどいくつかのアプローチを紹介
しながら，自尊感情を高めるための様々な関わりについてお話できればと思います。

講師
竹田剛（神戸学院大学心理学部・(社医)なにわ生野病院心療内科）
臨床心理士・公認心理師。2015年よりなにわ生野病院心療内科にて統合的・連携的治
療に携わる。摂食障害，不登校を抱えるクライアントおよびその親への支援について造詣
を深めている。主なアプローチはブリーフセラピー，認知行動療法。

参加費
２０００円
（録画視聴の
み1500円）

お問い合わせ・お申込み先

大阪・京都こころの発達研究所 葉

HP:https://kokoro-you.com/
MAIL hutaba.kokoro@kokoro-you.com

自分との「つきあい方」の再考を促すアプローチ



文部科学省課題解決型高度医療人材養成プログラム

2021年度 東京大学
職域・地域架橋型
価値に基づく支援者育成
受講生募集 12/24締切

Values-informed service
３つの基本素養を備えた
支援者育成を目指します

1. Trauma-Informed Care
トラウマを熟知して支援できる

2. Co-Production 
当事者と共同創造できる

3. Organizational Change 
これらの実現のため組織文化を変革

開催場所
東京大学本郷キャンパス・医学部附属病院内会議室
※2020年4月～11月現在は、オンライン講義実施。

新型コロナウィルス感染症 感染状況により東京大学の方針に
従い、オンライン又は、学内や院内の会議室での開催予定。
事態が終息し全体としては会議室での開催が可能な場合も
オンライン参加していただけるように準備中。

受講期間
2021年4月～2022年3月

応募資格
(1)(2)双方を満たす方
(1) 4年制大学卒業者、または大学卒業者と同等以上の学力を

有すると認められた22歳以上の方
(2) 医療、学校、行政(保健・福祉）などの領域で対人支援職を

目指す方。または既に対人支援に従事しており、
さらに高度な知識・技術を身につけようとする方

募集人員
職域架橋型コース（C-1）20名、地域連携型コース（C-2）20名
※C-1とC-2の両方のコースの申込みも可能です。

C-1 心理支援職

医療をはじめとする様々な領域で心理支援職に
従事する社会人、あるいはそれらの職を目指す
学生等が主な対象です。
看護、精神保健福祉、作業療法、薬剤、栄養、
学校教育など多様な職域の社会人で、個人の
心理・行動のアセスメントにもとづく支援力向上
を目指す方等も対象に含みます。

C-2 （地域）対人支援職

行政、社会福祉、学校教育、NPO法人等で対人
支援職に従事する社会人、あるいはそれらの職を
目指す学生等が主な対象です。
医療職等で地域との連携について学びたい方、
心理職等個人の支援にあたる方で社会的支援の
視座を深めたい方等も対象に含みます。

出願期間

2020年12月4日～12月24日（必着）
（随時1次選考・2次選考を実施）
1次選考：書類審査、2次選考：面接

出願先
〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1

東京大学 CRC A棟1F 精神神経科 TICPOC事務局

出願書類
履歴書・エントリーシート・志願理由書・
応募資格を証明する書類等。
詳細は、https://co-production-training.net/application/ を
ご覧ください。

選考発表及び受講手続き
令和3年（2021年）1月31日
選考の結果を同日までに電子メールにて通知する。
受講を認められた方には関係書類を送付する。

受講料
各コース1年間 9万円 （学生は5万円）

※他コースの受講者が本コースの講義を単回受講する場合は、
1.5万円/日（学生は0.8万円/日）の受講料となる。

※両コース併願の場合の受講料金額割引について検討中。

〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学 CRC A棟 1階 TICPOC事務局
TEL:03-3815-5411（内線36052） E-mail: utokyo.coproduction.training@gmail.com
URL: https://co-production-training.net/

このプログラムは東京大学の履修証明プログラムとして実施され修了者には履修証明書が授与されます

問い合わせ先

2021

Hybrid

course

2019

Face to 

face

2020

Online

https://co-production-training.net/application/
https://co-production-training.net/


6/12 ㊏ AM TICPOC C-1コースの趣旨と概要 TICPOC 事務局　笠井清登・濱田純子

PM 心理臨床実践と研究の倫理 日本大学文理学部心理学科　津川律子 教授

6/13 ㊐ AM 総合病院精神医学と多職種協働 東京大学医学部附属病院　近藤伸介 特任講師・市橋香代 特任講師

PM 精神疾患と薬理 東京大学医学部附属病院

森田健太郎 助教・里村嘉弘 講師・神出誠一郎 准教授

8/28 ㊏ AM 認知行動療法 上智大学総合人間科学部心理学科　毛利伊吹 准教授

PM 力動的視点を非精神分析的ケア場面に適用する 神戸女学院大学人間科学部心理・行動科学科　若佐美奈子 准教授

8/29 ㊐ AM スキーマ療法 洗足ストレスコーピング・サポートオフィス　伊藤絵美 所長

PM チーム支援を有効にする精神力動的視点 京都大学 松木邦裕　名誉教授

11/20 ㊏ AM 発達障害の臨床 東京大学大学院医学系研究科　金生由紀子 准教授

PM 発達障害のアセスメント 帝京大学文学部心理学科　黒田美保 教授

~ WISC-Ⅳ, WAIS-ⅣからADOS-2,ADI-Rまで ~

11/21 ㊐ AM 見えない心を可視化する 中村心理療法研究室 国際ロールシャッハ学会会長　中村紀子

~ 心理アセスメントによるケース理解 ~

PM 精神分析を生きる、そして生かす 上智大学総合人間科学部心理学科　藤山直樹 名誉教授

1/8 ㊏ AM スクールカウンセリングとソーシャルワーク 東京大学医学部附属病院 笠井清登 教授・ゲスト講師

PM 心理支援におけるコラージュ療法の理論とその実践 鹿児島大学大学院臨床心理学研究科　中原睦美 教授

1/9 ㊐ AM オンコロジー領域の心理社会支援 国立研究開発法人 国立がん研究センター　藤森麻衣子 室長

PM 質的研究入門－ナラティブの重要性－ 東京大学大学院教育学研究科　能智正博 教授

5/22 ㊏ AM TICPOC C-2コースの趣旨と概要 TICPOC事務局　笠井清登・熊倉陽介

PM 当事者研究の歴史と理念 東京大学先端科学技術研究センター　熊谷晋一郎 准教授

ワークシートを使った当事者研究の体験 ダルク女性ハウス　上岡陽江 代表

自他の身体に関する知識と社会変革 東京大学先端科学技術研究センター　綾屋紗月 特任講師

　　：当事者研究とソーシャルマジョリティ

5/23 ㊐ AM 中動態の世界 ― 意志と責任の考古学 東京大学総合文化研究科・教養学部　國分功一郎 准教授

PM トラウマインフォームドケア 兵庫県こころのケアセンター　亀岡智美 副センター長兼研究部長

7/3 ㊏ AM 地域共生社会におけるメンタルヘルスの戦略 全国精神保健福祉連絡協議会会長・川崎市精神保健福祉センター

竹島正 所長

PM 地域と共に生きる寺院と「集いの場」 大正大学社会共生学部　髙瀨顕功 専任講師

7/4 ㊐ AM 精神保健のOrganizational Changeに向けた 東京大学医学部附属病院　金原明子 特任助教

研究の方法論 国立精神・神経医療研究センター　山口創生 室長

PM 精神障害にも対応した地域包括ケアと意思決定支援 国立精神・神経医療研究センター　藤井千代 部長

　　(権利擁護と共同意思決定)

10/2 ㊏ AM 文京区の虐待対策と子ども家庭支援 文京区子ども家庭支援センター　職員

PM ピアサポートワーカーとコ・プロダクション 東京大学大学院医学系研究科　宮本有紀 准教授

東京大学医学部附属病院　佐々木理恵 学術支援専門職員

10/3 ㊐ AM プライマリ・ケアと精神科医療を統合した訪問診療 祐ホームクリニック吾妻橋　夏堀龍暢 院長

PM 学校メンタルヘルスと若者の自殺対策 NPO 法人Light Ring.　石井綾華 代表理事

12/11 ㊏ AM 医療人類学の基本と最前線 慶應義塾大学文学部・大学院社会学研究科　北中淳子 教授

PM 東日本大震災におけるメンタルヘルス 岩手医科大学神経精神科学講座　大塚耕太郎 教授

12/12 ㊐ AM 事故・事件の被害者支援 被害者支援都民センター　鶴田信子 心理相談担当責任者

PM 対人支援サービスの質の評価とPDCAサイクル 東京大学総括プロジェクト機構　「Quality とHealthを基盤におく

サービスエクセレンス社会システム工学」総括寄付講座

特任教授　水流聡子 特任教授

9/11 ㊏ AM 多職種協働における価値と多元主義 京都大学大学院医学系研究科　村井俊哉 教授

東京大学医学部附属病院　榊原英輔 助教

PM 臨床心理学の社会論的転回 十文字学園女子大学人間生活学部人間発達心理学科

東畑開人 准教授

9/12 ㊐ AM 家族が望む精神科医療と地域社会 あおば福祉会　島本禎子 理事長

PM 22q11.2欠失症候群 22 HEART CLUB　三ツ井幸子 副代表

ー 重複する障害を抱えた子どもとその家族の生活

2/19 ㊏ AM 精神分析的心理療法における 帝京大学心理臨床センター　笠井さつき 教授

「女性であること」とトラウマ

PM 薬物依存症をもつ人を地域で支える 国立精神・神経医療研究センター　松本俊彦 部長

2/20 ㊐ AM ヤングケアラー 成蹊大学文学部現代社会学科　澁谷智子 教授

PM 当事者主権の福祉社会へ 認定NPO 法人ウィメンズ アクションネットワーク 上野千鶴子 理事長

2021年度プログラム
9:00-18:00 (12:00-13:00 お昼休憩）　※講師、講義タイトル、内容等は変更となる可能性がございます。　※他、集中実習、外部実習含む

C-1 職域架橋型コース

C-2 地域連携型コース

C-1・ C-2 合同講義



哲学心理研究所主催

第３回 オンラインCBTセミナー
～すぐに使える行動分析学～

今回のテーマは、応用行動分析学です。ある行動をできるようにしたり、
特定の行動を増やしたり減らしたりしたい場合で使える方法論です。本
セミナーでは、とっつきにくいと思われている応用行動分析学について、
できるだけ具体的な活かし方を紹介し、参加者の皆さまの普段の面接に
すぐに役立てていただけるよう、分かりやすく解説する予定です。特に、
子育てでお困りのクライエントに適用できますし、ご自身の日常生活の
困りごと解消にも活用できるはずです。

詳細・お申し込みは以下をクリック

申し込みフォームへ

お問い合わせ

哲学心理研究所

E-mail：tetsugakushinri@gmail.com

臨床心理士の資格更新ポイントを申請予定です

日時： 2 0 2 1年 2月 7日（日） 1 0： 0 0～ 1 6： 3 0頃

場所： Zo om（オンライン会議ツール） o r 後日の録画視聴

料金： 7 , 0 0 0円（ Zo omによる当日参加）

9 , 0 0 0円（ 2 / 1 4頃～ 3 / 1 5の録画視聴。くり返し視聴可）

対象：保健・医療・教育・産業・福祉・司法などの対人援助職

（大学院生も可）

講師：河上雄紀

 長岡病院

 公認心理師／臨床心理士

若井貴史

 哲学心理研究所 所長

 公認心理師／臨床心理士

https://forms.gle/o3m1tiduMsRpuLr66


2020年度第 3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： 2021 年 1月 24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 3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 11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 － こころの「先端」に触れる試み －」 

講 師：岩宮 恵子（島根大学） 

 私の日々の臨床のなかで、箱庭を中心として進んでいく面接はめっきり減っています。しかし、ス

ポット的に作成を希望されるクライエントの箱庭に出会う体験は変わらずあります。そうして表現さ

れた箱庭は、言葉になる以前のこころの「先端」の表現になっている場合もあるように感じています。

そのような箱庭によって示されるイメージから何を読み取ることができるのか事例の流れを追いなが

ら、深掘りしたいと思います。 

 

◆14：30～17：00 

箱庭療法事例検討  

プレイセラピーの合間に、ふと箱庭にアイテムを置き、またプレイセラピーに戻るというようなこ

とはよくあります。そしてそうして置かれた箱庭は、豊かなイメージの表現として捉えることが難し

いものの、セラピー全体の流れのなかで見ると、そこで箱庭が置かれたことが重要な意味をもってい

ると感じられることもあります。今回の事例検討では、そのような視点からプレイセラピーの流れの

なかでの箱庭表現について考えていければと思っています。（事例提供者：布野浩一氏） 

 

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。 

※ 参加申込締切：2021 年 1 月 14 日（木） 

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


・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：2021 年 1 月 15 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。 

・Zoom会場のURL等は一斉メールにてお届けしております。 

  メールが受信出来ないなどの事象を避けるため、事務局アドレスの【受信許可登録】を行ってください。 

・1月第 4週、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。 

1月 20日（水）までにURLが届かなかった場合は 1月 22日（金）午後 3時までにご連絡ください。 

・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 

※ 研修会についての事務局へのお問い合せは、1月 22日（金）午後 3時までにお願いいたします。 

それ以降の対応は出来かねますので、ご了承ください。 

mailto:office@sandplay.jp


心理オフィスＫ主催セミナーのご案内 

 

●オンラインセミナー「心理職のためのミニマム睡眠医学」 

2021 年 1 月 24 日（日）13:00～16:00 

講師：渥美正彦 先生（上島医院院長、精神科医） 

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、公認心理師、心理職、言語聴覚士、作業療法士、精神保健福祉士、

社会福祉士、教師、保育士、対人援助職、大学院生など。 

申し込み： info@s-office-k.com に「睡眠医学セミナー参加希望」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/1602 

 

●オンラインセミナー「WAIS-4 アドバンスセミナー（解釈と所見作成編）」 

日時：2021 年 3 月 21 日（日）13:00～16:00 

講師：伊藤周平 先生（公認心理師） 

費用：5,000 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、精神保健福祉士、社会福祉士、言語聴覚士、作

業療法士、教師、保育士、キャリアコンサルタントなどの資格をもつ対人援助の専門家。 

申し込み： info@s-office-k.com に「WAIS-4 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/2631 

 

●オンラインセミナー「横浜精神分析研究会-ウィニコットと独立学派の臨床」 

日時：毎月 1 回 第 2 日曜日 13:00～17:00 

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：25,000 円 

開催場所：Zoom と 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、臨床心理系大学院

生など。 

申し込み： yokopsy@s-office-k.com に「横浜精神分析研究会参加希望」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/meeting 
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