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2021 年 2 月幹事会議事録 

日時：2021 年 2 月４日（木）18：30～   於：Zoom によるウェブ会議   

書記：事務所・広報班／今村 

出席：設樂（会長・研修），深沢（学校），長田（子育て），三澤（副会長・高齢者），比志（被害者），

清水（医療），佐野（副会長・産業），齊藤（倫理）， 

欠席：中嶋（福臨発） 

陪席：吉川（代議員），樋口（会計補佐），細川（会計班） 

 

Ⅰ：郵便物回覧 

 以下の郵便物について，事務局から案内があった。 

① 京都光華女子大学大学院カウンセリングセンター研究紀要 

② 神奈川大学心理相談センター紀要 

③ 日本小児心身医学会学術集会 

④ 被害者支援ニュース 33 号 

⑤ 産業保健２１ 103 号 

 

Ⅱ：会員動向 

 事務局より，入会および退会の希望はなかったと報告があった。 

 

Ⅲ：報告および審議事項 

1）事務局 

  ① 2 件の名義後援承認を行ったことを報告した。 

   ・第 3 回山梨県リハビリテーション専門職合同各術大会延期の案内と名称講演依頼（2021 年 7

月 4 日 オンライン開催） 

   ・山梨英和大学心理臨床センター地域連携セミナー コロナ禍における子どもや家族の支援

（2021 年 3 月 8 日 オンライン開催） 

  ② 2020 年度の本県に籍を置く臨床心理士資格試験合格者数を報告した。 

  ③ 日本臨床心理士会より、第一学院高等学校スクールカウンセラー業務への協力依頼があり、一

名を推薦したことを報告した。 

  ④ 本県士会において Zoom ミーティング（Pro プラン）の 1 年間契約を行ったことを報告した。 

    ※参加上限 100 名。各委員会の委員長および事務局長のみミーティングを開催する手続きが可能。なお県士

会の有するアカウントは一つのため、重複してミーティングを開催することはできない。よって委員長と

事務局長間で日程調整を行うものとする。 

 2）事務局 広報班 

  ニューズレター第 21 号の作成・発行について検討・意見交換した。今号における原稿の担当は

例年通り、会長および代議員に加え、前号（第 20 号）に投稿しなかった委員会の中から、子育

て、学校臨床心理士会、倫理、研修の各委員会が担当することとなった。ニューズレター発行日

は 4 月中旬とし、原稿の締め切りは 3 月 13 日とした。 

 3）被害者支援委員会 

   2021 年 1 月 24 日に開催された中部ブロック担当者会議（Zoom）に参加した。今後、中部ブ

ロック間の連携を Microsoft Teams を用いて行うことと、2022 年夏の中部ブロック会議を山梨
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が担当することになった旨報告があった。 

 4）子育て支援員会 

  2020年 12月 20日に開催された全国団体会員児童福祉担当者研修会に参加したことを報告した。 

 5）研修委員会 

  2021 年 1 月 9 日〜10 日に主催した研修会について報告した。ウェブ開催となった研修会の 1 日

目の講演は 30 の外部団体に広報し、43 名が参加した。2 日目のワークショップでは有資格者 35

名が参加した。 

 6）吉川代議員 

  新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今年度においては特例としてオンラインでの研修会にも更

新のためのポイントが取得できることとなったが。来年度については臨床心理士資格認定協会が

検討中であることを報告した。 

 10）倫理委員会 

  2020 年 12 月 19 日に開催された都道府県団体会員倫理担当研修会に参加したことを報告した。

倫理規定はウェブ上のことは想定しておらず、今後の検討課題である。 

 11）事務局 会計班 

  ① 会費が未納の会員への声掛けを要請した。3 月中に督促状を出す予定。 

  ② 3 月中に会計報告と来年度予算案の提出を、昨年度同様郵送による方法で行う旨を要請した。

これに伴う郵送費も会計に計上し，今年度分への計上が難しい場合は「2020 年度予算報告お

よび領収書郵送代」と分かるように明記し，来年度 2021 年度に計上すること。 

  ③ 各委員会に対し、例年通り会計残金を戻すことを要請した。ゆうちょ銀行間の送金にも手数料

がかかることに注意。 

  ④ 次年度は災害支援費を予算案に組み込むため、各委員会への大幅な増額は難しく、これを考慮

した予算立案を要請した。 

  ⑤ 各委員会の研修等に伴う源泉徴収の手続きは当該委員会が行うことを確認した。作業のため

のフローチャートは各委員会の会計班が持っており、ホームページ掲示板にも掲載されてい

る。 

 12）佐野委員長（産業委員会） 

  2021 年 1 月 11 日に開催された全国ひきこもり研修会に参加したことを報告した。本会からの要

請として、本会から受ける情報を流して欲しい旨や、地域のひきこもりの情報に関心を持って欲

しい旨が語られた。 

 13）学校臨床心理士委員会 

  継続研修会の第 9 回を 1 月に主催し、第 10 回を 2 月にウェブにて主催することを報告した。来

年度の継続研修会についてどうするかは現在検討中。 

 

◆次回幹事会日程：2021 年 4 月 15 日（木）１８:３０～ Zoom 開催予定  書記：学校 

   

 

 

 

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 
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2021年 2月 15日 

1. 拡大委員会のお知らせ 

 毎年年度末に実施している拡大委員会を、今年度は 3 月 15日㈪ 18:30 から行います。

新型コロナウイルス感染防止の十分な対策を整えた上、対面にて実施いたします。委員／会

員の皆様と、2020 年度を総括し、来年度の活動に向けた協議をしたいと考えております。

また、今年度の継続研修会（5月〜2月まで全 10回のスクールカウンセリング研究会）を 7回以上参

加された方、もしくは事例提供／ファシリテーターをされた方には臨床心理士資格更新の

ための研修証明書（2群(種)）をお渡しいたします。 

 会場の収容人数の関係で定員を設けさせていただきました。ご希望の方はお早めにお申

し込みください。 

 

2020 年度 学校臨床心理士委員会 拡大委員会 

 ・日時：令和 3年 3月 15日㈪ 18:30～ 

 ・会場：ぴゅあ総合（甲府市朝気） 3階 視聴覚・音楽室 

 ・申込方法：『SC拡大委員会』のメールタイトルで、scyamanashi@yahoo.co.jp （担

当：石原）へご参加の旨をお伝えください。 

 ・定員：先着 20名 

 ※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）。 

 

2. 第 9 回(1 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 1月 16日(土) 第 9回スクールカウンセリング研究会は、飯久保百合子 SCから『自分の

思いを言語化するのが苦手な中学生』をテーマに事例提供していただきました。小学校と、

進学先の中学校でも SCであったこと、機能的ではない両親に代わって教職員の資源
リ ソ ー ス

を活用

できたという土台の上に、認知行動療法
C B T

、二人読みなどのワークを取り入れたことは、“言

語化するのが苦手”なクライエントにフィットする方法に思えました。質疑応答では「“自

分で考えること”を志向したら完全に不登校になっていたかも」等の意見がありました。ま

た、今回の事例提供を可能とした飯久保先生の詳細な記録の存在も特記すべきことでしょ

う。貴重な発表、ありがとうございました。 

 

3. 第 10 回(2 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 2月 6日(土) 第 10回スクールカウンセリング研究会は、『ＳＣと弁護士の連携：児童虐

待事案の検討を通して』と題し、山梨県弁護士会・子どもの権利委員会と当委員会との合同

開催（オンライン形式）を企画しました。心理士・弁護士双方が振り分けられたグループに

2020 年度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 

mailto:scyamanashi@yahoo.co.jp
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て、それぞれの立場から、事例の考え方や対応を検討しました。1つのグループには 3〜4

名の心理士と 2名の弁護士を任意に割り当てました。架空の事例を前半（パート 1とパート 2）

と後半（パート 3 とパート 4）に分け、SC／弁護士それぞれの考え方と取り組みを意見交換し

ました。その際に用いた Googleスライドは、リアルタイムで視覚情報を共有でき、オンラ

インにおける有効な手段であることを再認識できました。私達臨床心理士にとって、法律や

弁護士の考え方は分からなかったり知り得ぬ部分も多いわけですが、このグループワーク

によってその一端を垣間見ることができました。また弁護士の方々にとっても、SCの発想

は参考になったとのことでした。 

 今後も引き続き弁護士会との協働や、他の職種との共催による研修会を考えております。

皆様の臨床活動の一助となれば幸いです。 

 

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 3月 15日㈪の拡大委員会、来年度のスクールカウンセラー協

議会、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。 

 

 



令和 3（2021）年 2 月広報 

 

企画・運営：山梨県臨床心理士会 被害者支援委員会 

Mail：psychoyamashien@gmail.com    

 

令和 2年度 被害者支援委員会 例会のご案内 

  

日頃より大変お世話になっております。今年度最後の被害者支援委員会を Zoom開催します。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

日  時：令和 3 年 3月 1日（月）18：30～20:00 

開催方法：Zoom （URLは後日送信します）  

     ＊参加できる方は psychoyamashien@gmail.comに連絡をお願いします。 

 

内容：1）報告事項 

    ①2020年度 全国都道府県団体会員被害者支援担当者会議 

    ②2020年度 全国都道府県団体会員災害支援担当者研修会 

    ③2020年度 中部ブロック担当者会議（冬） 

    ④長野県公認心理師・臨床心理士協会主催 災害支援研修 

    ⑤「大規模災害時における法律相談業務に関する協定」に基づく協議会 

2）審議事項 

    ①R2年度委員会会計および活動報告 

②R3年度予算および活動計画 

 

 

 

 

 

 

             

サイコ  やま 支援 

 

この委員会に関するお問い合わせは 

psychoyamashien@gmail.com におねがいします。 

被害者支援委員会 

mailto:psychoyamashien@gmail.com


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

済
Meetにて
実施



高齢者支援委員会 第 7回例会 202１年 1月 2０日（水） 18：30～2０：30 

場所： Meetによるウェブ会議 

参加者： 三澤，伊藤，内藤，細川 

 

⚫ オンラインでのアンケート回答について 

・ 回答は 5 分ぐらい。ページ数は多いが，すべてのページに回答するわけではないので，こ

れくらいの時間で回答できそう。 

・ ネット環境が整っている事業所がそれほど多くないため，オンラインでの回答はハードル

が上がる？現在オンライン研修が増えているようなので，今度どうなっていくか？ 

・ ネット環境が十分に整っていないことを想定するなら，一度オンライン回答を試してみて，

その様子で紙ベースへ移行した方がいいかも？ 

 

⚫ 助成金申請スケジュールの確認 

・ 今年度と同様であれば，5 月中旬まで公募期間，8 月中旬に助成先の決定，9 月～翌年

9月までの約 1年間が研究機関，その後報告という流れ。 

・ 大同生命の地域保健福祉研究助成金の申請をするように準備を進める。 

・ 最低 30万円の助成を受けられるので，すべて紙ベースで行っても大丈夫そう？ 

   紙代，印刷代，封筒代（県士会の名前が入ったもの），切手・郵送代，会議費… 

   分析ソフトの購入？（Excelですべてできそうだが…） 

・ 申請が通らなければ，県士会の予算で増額を検討してもらう。 

 

⚫ 研究対象施設について 

・ 三澤委員長が調べてくれたものをもとに，具体的な依頼先を検討。 

      山梨県健康長寿推進課 介護保険事業所一覧 

https://www.pref.yamanashi.jp/chouju/kaigohokennjigyoujoitirann. 

html 

   ・ 同じ法人が複数の事業所を運営している場合が多いので，法人宛てに依頼をしてみる？ 

   ・ 研究対象を広げる／絞るという議論は，これまで何度となく行ってきた。 

   ・ 当初の研究目的に立ち返ると，高齢者支援に携わっている CP の疑問や不安，他職種か

らどのように思われているか，他職種との「心理支援」の捉え方のずれなどを明らかにするこ

と，を目指したい。  

→ こちらでどのような利用者を対象としている事業所かを絞らない方がいいかも？ 

   ・ まずは特別養護老人ホーム（老人福祉法），老人保健施設（介護保険法）を運営している

法人をピックアップしてみる。 

    

   次回 2月 17日（水）18:30～ オンラインにて開催予定 



     2020（令和 2）年度都道府県団体会員倫理担当者研修会報告 

                                 2021年 2月 1日 

                    山梨県臨床心理士会 倫理委員長 齊藤徳仁 

 

日時 2020年 12月 19日（土）10：00から 16：00 

場所 Zoom形式 

内容 10：00から 10：10 宇田川委員長からの挨拶 

   10：10から 10：25 演題 1 舘盛雅裕 氏（日本臨床心理士会 研修部長） 

    「遠隔心理支援における代表的ツールについて ～Zoom とWebEXを中心に～」 

   10：25から 11：10 演題 2 杉原保史 氏（委員 京都大学） 

    「遠隔心理支援とその実践における倫理的な諸問題について」 

   11：10から 11：30 演題 3 中村洸太 氏（オンラインカウンセリング協会） 

     「ビデオ会議システムを使った心理支援の実際」 

    13：00から 13：40 アンケートのフィードバックと傾向分析 

    13：40から 14：50 架空事例の検討 

     

所感  

オンライン臨床の KeyWordは「個室性」と言われ、個別支援においても、会議などでも

同様だと感じた。画面に映っていないところにも思いを馳せたりする必要があり、その独

自性について考えさせられた。個別臨床においては、あらかじめ振り込みをしてもらい、

確認後面接をするなど行っている場合が多いよう。 

 注意点の 1つとして、代表的ツールの機能の差はないが、使いなれていることが必要で、

メールの誤送信が多いと指摘があった。 

 グループなどでは、熱心な人がそのグループからバーンアウトすることも散見され、対

面のグループと違い、ケア（その後のフォロー）などの難しさもあるよう。 

倫理的問題として、遠隔心理支援においてはルール作りだけでは不十分で、心理専門職

同士で高い倫理的視点を持つことが重要。 

宇田川委員長より、倫理規定はＷｅｂ上のことは想定されておらず、留意点については

地域で検討して欲しいと最後コメントがあった。 

 

今後にむけて 

 架空事例検討会で感じたが、同じ心理専門職であっても働いている現場、経験・・など

により、その事例の倫理的問題がどこにあるかなど違いがあった。私自身臨床を行ってい

ると自らの判断で考えることが多いが、今後も普及されていくだろう遠隔心理支援を考え

ても、複眼的に検討を行っていくことが必要だと強く感じた。 

研修の運営的面を考えると、参加者にいつメールをし、資料の印刷など環境設定も重要。 



コロナ禍において、子どもの心にはどのような変化が生じているのか。
支援者としてはどのように子ども・家族の支援を行えばよいのか考えます。

講師 人見 健太郎（ひとみ けんたろう）

みとカウンセリングルームどんぐり所長 日本臨床心理士会理事

1997年 茨城大学大学院人文科学研究科修士課程文化構造専攻修了

1998年 みとカウンセリングルームどんぐり開設
複数の公立高校や特別支援学校のスクールカウンセラーを兼任

2001年 ロンドン・タヴィストック・クリニック思春期・青年部部門留学

東日本大震災における緊急派遣事業、被災者支援実施、COVID19感染症拡大に
ついても教育現場を中心に支援を行い、WEB実践の在り方等を委員として検討
している

2021年 3月8日（月）18:30～20:00

Google Meet によるオンライン開催（参加無料）

保育、教育、医療、福祉、心理など、子ども
に係る対人援助職の方（定員：100名）

| 対象 |

| 日時 |

| 開催 |

専用フォームよりお申し込みください
https://forms.gle/U6okxr6wwiHBkSqQA

2021年3月3日（水）

| お申し込み |

| 締め切り |

＊参加方法などの詳細については前日にメールでお知らせします

後援：山梨県臨床心理士会 山梨英和大学メイプルカレッジ
山梨英和大学心理臨床センター
は、臨床心理士・公認心理師の
養成・研修機関であり、地域に
カウンセリングサービスを提供
する機関です

TEL：055-222-3023
Web：https://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/guide/campus/rinsho/

お問い合わせ 山梨英和大学心理臨床センター

2020年度 山梨英和大学心理臨床センター 地域連携セミナー



NPO法人メンタルコミュニケーションリサーチ主催

第９回

不登校・ひきこもり
支援者研修会

2021年3月13日（土） 9：30〜15：30
開催形式：オンライン （Zoom）
参加対象：臨床心理士、支援者、大学院生
参加費：一般料金5,000円、学生料金2,000円

【お申込み】 https://forms.gle/ZR39vCcNJ6xotjkN8 のURLからお申込みください。

【お問合せ】 NPO法人メンタルコミュニケーションリサーチ 事務局 mentalcr@yahoo.co.jp

第１部 9：30〜12：30

「家族支援の一歩：家族療法家中釜洋子先生と
文脈療法の基礎」

講師：田附あえか （筑波大学）

2021年1月に『《中釜洋子選集》家族支援の一歩 :システミックアプローチ

と統合的心理療法』（遠見書房）が出版されました。今回の研修では、本書

をもとに文脈派家族療法の考え方を紹介し、実際の面接場面を収録した

DVDを見ながら、多方面の肩入れや公平性の考え方等の実践を学びます。

第２部 13：30〜15：30

「支配／服従的関係から共創的関係を目指す
葛藤解決的家族支援の提案」

講師：益子洋人 （北海道教育大学）

家族支援では，ときに「スマホの使いすぎを注意する場面」や「高額な請求

を断る場面」に遭遇します。このときは，「受容」を超えるスキルが必要かも

しれません。今回は対話促進の観点からそのコツをお話し致します。

臨床心理士資格更新研修ポイント申請予定

本研修に申し込みいた
だいた方には、研修１
の内容に関係する
『《中釜洋子選集》家族
支援の一歩 :システミッ

クアプローチと統合的
心理療法』（遠見書房）
の割引価格での購入
特典をご案内させてい
ただきます（1冊15％
OFF 2冊以上20％OFF）。



オンライン研修
年間動画パック

2021年度

当研究所ではこれまで、遠隔地や子育て中などで十分に研修の機会をもつ
ことの難しい先生方や、幅広く臨床知識を得たい先生方に多くの研修を提供
することを目的に、オンライン研修を提供してまいりました。
2021年度は、多くの講師を募集することで、安価な研修を心理職の皆様に

提供できるシステムとして、オンライン研修の動画を年間パックとして、
配信することといたしました。
月1～2本の配信であり、1年中、配信動画は自由にご覧いただけます。

そのため、「興味があった」「ちょっと聞いてみたい」という研修も、
参加費を気にせず受けることができます。
今後、参加者が増えれば、その参加料で新たな研修動画を作成予定です。

動画は毎月1日に1～2本配信予定（裏面に予定表あり）

2021年4月1日～2022年3月31日の1年間

費用

定員

参加
要件

申込
期間

10,000円
（いつ申し込んでも、何本視聴しても同一料金）

なし
（参加者が多ければ多いほど、配信さ
れる研修本数は多くなります）

臨床心理士、公認心理師、幅広く心
理にまつわる専門知識を学びたい方

裏面予定表を参照。

お申込み・お問い合わせ先 大阪・京都こころの発達研究所 葉
Mail hutaba.kokoro@gmail.com
HP https://kokoro-you.com/

本研修
の趣旨

配信
期間

大阪・京都こころの発達研究所 葉 主催

視聴
方法

YouTube(鍵付きURL)

2021年2月～2022年㋂31日
（いつのお申込みであっても、全ての
動画を視聴できます）
日

研修
内容

QRコード、または当研究所の
ホームページより、お申込み
ください。



研修内容一覧

月 講師 講師のご所属 研修タイトルと内容

4月 浅井伸彦 先生
一般社団法人国際心理支
援協会

『トラウマケア初学者のためのファーストエイド』

5月 黒澤泰 先生 茨城キリスト教大学 『親密性とダンスする：カップルセラピーの概要と実践』

6月 坂本美奈子 先生 NPO法人りばてぃーOne 『アドラー心理学から学ぶ親の在り方』

６月 藤本麻起子 先生 京都大学教育学部 他 『摂食障害の方との心理臨床』

7月 海老名悠希 先生 YKストレスケアオフィス
『「からだ」からアプローチする「こころ」の仕事～導入の心構え
から実践上の留意点まで～』

７月 藤本麻起子 先生 京都大学教育学部 他 『精神鑑定の基礎』

8月 奥田綾子 先生
早稲田大学 北九州キャン
パス 学生相談室他

『離島における心理支援の可能性～離島でのスクールカウン
セラー経験から～』

８月 亀田紀子 先生
明治安田生命健康保険組
合

『初回面接、電話相談、オンライン相談で役に立つ！クライエ
ントさんとの関係構築のコツ』

9月 東海林則子先生 ひまわり心理社会相談室 『心理職のための社会福祉制度入門ー子ども編ー』

９月 郡浜浩 先生 キャリアアート研究所 『パワーハラスメントの理解と対応』

10月 東海林則子先生 ひまわり心理社会相談室 『心理職のための社会福祉制度入門ー就労支援編ー』

11月 佐野友泰 先生
札幌学院大学 心理学部臨
床心理学科

『芸術療法をはじめる前に ～その基礎と準備～』

12月 海老名悠希 先生 YKストレスケアオフィス
『母子保健事業に協力する際の観察や助言のポイントと下準
備～乳幼児健診を中心に～』

1月 奥田綾子 先生
早稲田大学 北九州キャン
パス 学生相談室他

『学生相談から見た学校臨床～卒業後を見据えた連続性の
ある支援をするために～』

2月 亀田紀子 先生
明治安田生命健康保険組
合

『初回面接における希死念慮を持つクライエントへの対処～う
つ状態と蓄積疲労の関係をふまえて～』

3月 竹田剛 先生 神戸学院大学心理学部 『他者評価懸念に対する認知行動療法』

研修内容一覧（今後、参加者の人数により随時増やしていきます。内容についての更新も随時行います。）
毎月１日お申込みメールにURLを送信。研修動画１本は６０分～９０分。
※タイトルは当日、若干の変更が加わる可能性があります。

※各研修の簡単な内容の説明は、毎月HPにて掲載致します



初心者精神分析勉強会

当研究所では，2019年度から経験の浅い初学者の心理職を対象に，精神分析的心理療法の基礎を
学ぶための勉強会を開催してきました。1年目は、『現代精神分析基礎講座 第1巻 精神分析の基
礎』を課題図書とし、２年目は『現代精神分析基礎講座 第4巻 精神分析学派の紹介2』を課題図書
として精神分析の基礎知識を整理し，ディスカッションを行ってきました。

2021年度も引き続き年間での開催を予定しておりましたが、コロナ禍ということもあり、当研究
所での開催が困難となり、これまでの通りの開催を断念せざるを得ないと判断しました。しかし、
『現代精神分析基礎講座 第4巻 精神分析学派の紹介2』が残り３講ということもあり、2021年の上
半期に残りの3講を、助言者の先生をお招きし、オンラインでの開催とすることにしました。

2021年度からのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください。

40名程度

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

URL https://kokoro-you.com/

E-mail hutaba.kokoro@kokoro-you.com

【お申込方法】ホームページにお申込み用の
フォームがございます。

会場

全回申込み 5000円

単回申込み 2000円

参加費

ZOOM（リアルタイム参加のみ）

定員

開催日時・講読内容 各日 10：00～12：00

課題図書 『現代精神分析基礎講座第4巻精神分析学派の紹介2』 （2019、古賀靖彦編著、金剛出版）

2021年度

4月4日 第8講 子どもの精神分析的心理療法2
北川清一郎先生
（心理オフィスK）

6月6日 第9講 集団療法について
岡野憲一郎
（京都大学大学院）

8月1日第10講 短期力動療法
細澤仁先生
（フェルマータメンタルクリニック）

ZOOMで
行う

参加要件 精神医学や臨床心理学を学んでいる専門職または大学院生

https://kokoro-you.com/


オンライン視聴のみ 視聴時間９０分程度

参加をご希望の方は右のQRコードよりお申込みください

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

主催 大阪・京都こころの発達研究所 葉

2021年5月17日（月）～1ヶ月視聴可日 時

● その他、ぜひ開業についての質問をお申し込み時にお送りくださ
い。スタッフ2名で、できる限りお答え致します。

●将来的に開業を考えておられる方、開業臨床に興味がある方の
ご参加をお待ちしております。

こんな質問にお答えします！

会 場 YouTube(鍵付きURL）

参加費

あと値決め

（視聴後に自由に値段

を決められます）

開業したきっかけを知りたい

開業にかかった費用を知りたい

開業をして良かったことは？

開業をして辛かったことは？

臨床歴何年目で開業した？

開業する人へのアドバイスを聞きたい

「開業心理士に聞いてみたい！」



お支払い方法の「あと値決め」とは！？
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一般社団法人 日本ユング派分析家協会（AJAJ）主催 

2020 年度 第８回 日本ユング心理学研究所 研修会のご案内 

 

日 時： 2021 年 3 月 7 日（日）12：00～16：45 

会 場： オンサイト： 連合会館（東京都千代田区神田駿河台 3-2-11） 

オンライン： ＺＯＯＭ 

 

 
 

＜開催要領＞ 

 

１. 開催形態： オンサイト＆オンライン聴講型（全体講演・分科会／基礎コースとも） 

 

・会場に直接ご来場頂く（オンサイト）か、ZOOM でご視聴頂く（オンライン）かを選択して頂けます。 

・オンライン聴講の場合、一方向的に講義をご視聴頂けますが、音声での発言はできません。 

ご質問等は、Zoom のチャット機能を使用して頂くことになります。 

・講師はオンサイト（会場）です。

 

ご挨拶 
 

   コロナ禍の中、皆様方にはお変わりなくお過ごしでしょうか。 

私ども AJAJの研修会も今年で８回目を迎えることとなりました。ご承知のとおり、 

昨年３月にこの第８回研修会を予定しておりましたが、新型コロナウィルスに関する 

政府声明を受け、やむなく急遽中止とさせて頂きました。そこで今年度は、感染拡大 

防止の観点より、オンラインでも聴講して頂ける形で、昨年度と同じテーマで改めて 

第８回日本ユング心理学研究所研修会を開催することと致しました。 

 

   全体講演は、山口素子先生が「ユング派の心理療法と親面接」と題してお話しくださ 

います。ご講演を通じ、ユング派心理療法の中で親面接をどのように位置づけ、実践す 

ればよいのか、皆様方が日々取り組んでおられる臨床の経験と照らし合わせつつ、 

今一度思いを巡らせ、個性化と親面接について、考えを深める機会として頂けましたら 

幸いです。 

 

昨年、残念ながらご参加頂けなかった皆様、また、今年度初めてという皆様にも 

それぞれの学びの場として、奮ってご参加頂けましたら幸いです。 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

2021 年 1 月吉日 

 

一般社団法人 日本ユング派分析家協会（AJAJ） 

会長 豊田 園子 
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２. 定 員： １８０名（定員に達し次第、受付締切） 

 

３. 参加資格： 以下いずれかの条件を満たす方 

① 日本ユング心理学研究所の登録会員・聴講生・候補生 

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 

 

４. 参加費（10％消費税込み） 

①一般：￥6,600- ②登録会員：￥5,500- ③聴講生・候補生：￥4,400- 

  ＊②③は、それぞれ日本ユング心理学研究所の登録会員・聴講生・候補生で、それ以外は①一般となります。 

 

 

５. 研修内容： 

（１） 全体講演： 時 間 12：00～13：30 （受付は 11：30 より） 

  会 場 連合会館（２階）大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

（２）分科会／基礎コース：  時 間 13：45～16：45 

以下の６グループ（分科会４・基礎コース２）に分かれて行います。 

     

＊事例提供ご希望の方は、お申込の際、その旨と事例概要（100字程度）をお書き添えください。 

＊発表者は原則オンサイトでの参加となります。 

 

 

【第 1分科会】 河合 俊雄（京都大学こころの未来研究センター） 

「バウム・テストの見立てとユング派心理療法」 

ユングは「哲学の木」を著したように、木の象徴性に関心を持っていた。しかしバウム・テストにおける見立て

は、むしろバウンダリーなどの木の型式的特徴に基づくものであると思われる。ユング派の視点からのバウ

ム・テストを考え、事例検討を行いたい。 

＊事例募集します。バウム・テストだけの場合も可能です。 

 

テーマ： 「ユング派の心理療法と親面接」 

講 師：  山口 素子（山口分析プラクシス） 

概 要： ユング派心理療法は「個性化」を基礎とするきわめて個人的なものであると考えられている。 

そのため母子平行面接での母親面接とユング派の心理療法は別物であるという考えを漠然と持つ人は多いので

はないだろうか。しかし、母親という個人に向き合わず、こどものみを考えるセラピーは壁に突き当たることが多く、 

子供のためという考えがむしろ子供のセラピーそのものの障害になっていることもある。母親のためというだけではな

く、子供のためという観点も含め、ユング派心理療法における個性化と親面接について論じたい。 
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【第２分科会】 川戸 圓（川戸分析プラクシス） 

「漱石における西洋との出会いとそこから生まれた科学観と心の病からの旅立ち 

           ～河合隼雄の目指した『新しい科学』（中沢新一氏より）との比較検討～」 

これは少々長い講義になりそうなので、数回に分けて論じたいと考えているが、連続して聞いて頂かなくても

一回、一回で心理療法について考えるヒントとなるものをお伝えできればと目論んでいる。参加を希望される

方は、河合隼雄がユング派分析家の資格取得後 1967 年に著した『ユング心理学入門』（岩波現代文庫）の

第 1 章「心の現象学」を必ず読んでおいて頂きたい。初版本で 18 ページほどなので困難ではない。そこで

「How」と「Why」の違いが述べられているが、それはまさに漱石が『文学論』および『文学評論』で論じた問

題でもあった。『文学論』『文学評論』はイギリス留学から帰国した漱石が、東大で行った講義「英文学概説」

のまとめである。その後漱石は東大を去り、『文学論』『文学評論』を捨て、創作作家へと旅立ったのである。

河合隼雄が目指した「新しい科学」と漱石が捨てた「科学」とはどこが違ったのか、試行錯誤しながら論じてみ

たい。 

 

【第３分科会】 田中 康裕（京都大学） 

  「身体症状／疾患をもつクライエントとの心理療法」 

 「心身症」と総称されるこころの問題の関与が大きい身体疾患があることが知られるようになり、

かつ、ターミナルケアを含めたリエゾン医療への参加が要請されるようになった今日、心理療法家が

身体症状／疾患を抱えるクライエントと出会う機会も増えてきている。この分科会では、事例を通し

て、ユング心理学の観点から症状や疾患をいかに理解しアプローチするのかについて考えてみたい。 

＊身体症状／疾患をもった事例を募集します。心理療法の経過中にそれが発現した事例も歓迎します。 

 

【第４分科会】 桝藏 美智子（立命館大学、ぽこあぽこ分析オフィス） 

「夢のとりくみについて考える」 

W.ギーゲッリッヒの「夢との取り組み」（『神話と意識』所収）を読み、夢を通してのたましいの概念、夢中遊行、

未知と内的無限などについて味わいつつ、夢について必要な姿勢やその理解について深めていきましょう。

（新しく出版される本に、加筆修正版が入っていますので、こちらも参照いたします。） 

 

参考文献：W.ギーゲリッヒ『神話と意識』（日本評論社）、『Working With Dreams : Initiation into the Soul’s 

Speaking About Itself 』(Routledge, 2020 年 11 月末日出版予定) 

（テキストを入手しにくい場合は、事務局まで相談ください。） 

 

【基礎コース-１】 田熊 友紀子（代官山心理・分析オフィス） 

「『水の方へ降りていく』： ユングの文献から『水と無意識』について学ぶ」 

ユングは「集合的無意識の諸元型について」の論文で、意識から無意識の深淵に入っていくプロセスを描

出しています。そのプロセスの最初の段階で「人間が水の方へ降りていく」ことの重要性をユングが述べて

いるように、心理療法に現れる“水”はユング派心理療法の基礎としても重要と考えます。本セミナーでは、

ユングの上記論文を概観し、水イメージの流れに沿うことについて考えてみたいと思います。さらに、”水”が

表現された事例をとりあげて検討します。 

    文献：C.G.Jung『元型論』（紀伊國屋書店）所収 第Ⅱ論文「集合的無意識の諸元型について」 

 

【基礎コース-２】 吉川 眞理（学習院大学） 

「ユング心理学と禅」 

ユングはその晩年に禅を通して日本に出会っていた。ユングと禅との出会いや、その理解を、禅学者の鈴木

大拙や久松真一とユングの出会いに焦点を当てつつ明きらかにすることを試みる。そこにユングによる自己

の概念と禅における悟りの体験の親和性を浮かび上がらせていきたい。 

文献：河合隼雄『ユング心理学と仏教』（岩波現代文庫）
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６. 参加申込について 

お申込の方は、件名を「AJAJ 第８回研修会申込」とし、以下の内容を明記のうえ、メールまたは FAX

にてお申し込みください。 

 

❈ 記載事項：１）参加ご希望の分科会または基礎コース 

      ２）ご希望の参加形態（オンサイト or オンライン） 

３）参加されるご本人の氏名・ご連絡先 

       Ａ）一般の方：①氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） ②住所 ③返信用のご連絡先（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ／FAX）  

④所属 ⑤職業／専攻 

   ＊臨床心理士の方は、臨床心理士番号もお書き添えください。 

   Ｂ）登録会員：①氏名 ②登録会員番号 ③返信用のご連絡先（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ/FAX/住所） 

  ４）事例提供ご希望の方は、その旨と事例概要（100 字程度）をお書き添えください。 

 

❈ 宛  先： 一般社団法人 日本ユング派分析家協会（AJAJ）事務局 

   e-mail： infoajaj@circus.ocn.ne.jp 

   ＦＡＸ： 075-253-6560 

❈ 申込締切： 2021 年 1 月 31 日（日） 

 

７. 参加可否について 

・申込締切後の２月初～中旬頃に、お書き頂いたご連絡先に通知を差し上げます。 

・お申込み受付は原則として先着順とさせて頂きますが、希望者多数の場合には参加頂けない場合

もありますので、予めご了承ください。 

・参加証等は発行いたしません。 

・申込者本人のみご参加可能です。 

 

８. 参加費のお振込について 

参加頂ける方につきましては、2021 年 2 月 25 日（木）までに、下記口座までお振り込みください。 

 

       振込先: 三井住友銀行 京都支店 普通 ７９０８８４３ 

           一般社団法人 日本ユング派分析家協会 
 

＊振込明細は領収書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ご返金できませんので、ご了承ください。 

 

９. 会場／ZOOM 情報について 

・オンサイト参加の皆様におかれましては、別紙地図をご参照ください。 

・各分科会の会場・ZOOM情報につきましては、3 月 5 日（金）までにメールにてお知らせ致します。 

 

１０. 研修ポイントについて  

全体講演と分科会の両方に参加された場合、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(4)により、一般参加２ポイント、事例発表者４ポイントの取得となります。 

 

＊ 新型コロナウィルスの感染が確認された場合、保健所等の公的機関からの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。 

 

お問合せ先: 一般社団法人 日本ユング派分析家協会（AJAJ）事務局 

 住 所： 〒604-8126  京都市中京区高倉通蛸薬師下る貝屋町 558 澤田ビル 2 階 201 号 

 ＦＡＸ： 075-253-6560   e-mail： infoajaj@circus.ocn.ne.jp
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連合会館 

東京都千代田区神田駿河台 3-2-11 

URL： https://rengokaikan.jp/access/index.html 

 

 

   ■アクセス方法 

   【交通機関】 

    ●地下鉄 

     丸ノ内線／新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ 

     東京メトロ 千代田線 新御茶ノ水駅 Ｂ３出口 ※ （徒歩０分） 

     東京メトロ 丸ノ内線 淡路町  Ｂ３出口 ※ （Ｂ３出口まで徒歩５分） 

     都営地下鉄 新宿線  小川町  Ｂ３出口 ※ （Ｂ３出口まで徒歩３分） 

     ※Ｂ３ａ・Ｂ３ｂ出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。 

    ●ＪＲ 

     ＪＲ中央線・総武線・御茶ノ水駅・聖橋口 （徒歩５分） 



子供のこころの困りごとと
認知行動療法

第一部『学校や家庭にどう働きかけるか』無料オンライン生配信

第二部『子供と認知行動療法を楽しむには』有料録画視聴

我々大人と同様に、時として子供もこころの困りごとを抱えることがあります。
そこには、大人の都合でいろいろな名前がついています。うつ病、双極性障害、社
交不安症、パニック症、強迫症、摂食障害、発達障害、ADHD、チック、緘黙、
ピック症（爪噛み、抜毛など）、ゲーム症など。まだまだあります。

しかし我々認知行動療法家は、それらの病名を横目で見ながらも、あくまで子供
達の実際の生活不便を取り除くお手伝いとして、関わってきました。大きな不便や
中ぐらいの不便が解消し、日常生活をそれなりにやっていけるようになっていると、
いつの間にか病名が取れているというのが我々の介入です。

子供のこころの困りごとに相対したとき、どのような指針をもって臨めばよいの
でしょう？何に気をつけて、どう振る舞えば良い？抑えておくべきポイントは？こ
ういう子は？こういう学校・家庭をどうしたら良い？などと色々な問いがあると思
います。

そこで、今回は、⾧らく日本の認知行動療法を盛り上げてきた一人で、子供と楽
しく臨床してきた神村栄一先生と対談を行います。

問題解決のひとつの鍵である『学校や家庭にどう働きかけるか（第一部）』、無
料でライブ配信&質疑応答行います。

また、参加者から事前に募った質問を元に『子供と認知行動療法を楽しむには
（第二部）』も収録し、後日第一部・第二部共に有料で編集録画配信します。一部
二部通しで臨床心理士ポイントを申請予定です。

【対 象】医療、保健、福祉、産業、教育、司法の有職専門家
大学院生（認知行動療法初心者の方でも歓迎です）

【参 加 費】オンライン配信：無料 ／ 録画配信：10,000円
各種割引あり。詳細はホームページより。

【参加方法】下記URLまたはQRコードからお申し込みください。
https://cbtcenter.jp/event/?itemid=2661

【お問合せ】web@cbtcenter. jp（一社）CBTを学ぶ会事務局

【対談者】
神村栄一（新潟大学） 西川公平（CBTセンター）

【日 時】
第一部 2021/02/21(日) 18:00-20:00（オンライン配信）
第二部 2021/03/05~2021/05/31（録画配信）

一般社団法人 CBTを学ぶ会 対談企画 第三弾



京都 CBTセンター主催 

「産業臨床に役立つ心理職のための法律と臨床セミナー」 

  

WITHコロナにおいて、中小零細企業のメンタル問題は深刻になる一方です。 

しかし、小さな会社ほど心理面で困っているにも関わらず、どんな人に相談したらよいのか

迷走している状況です。 

本研修では二部構成で法律と臨床についてご紹介いたします。 

 

【日時】 

第一部：2021 年 03月 12 日（金）19:00～21:30 

第二部：2021 年 03月 19 日（金）19:00～21:30 

※録画視聴：3/20～4/20 

 

【受講料】各５，０００円 

なお、録画はお好きな時間に繰り返し何度でも御覧いただけます。 

 

【場所】オンライン(YouTubeを使用) 

 

【講師】中條幸子 先生(りんどう国際事務所) 

 

【申込み】https://cbtcenter.jp/cms/?itemid=2662 

 

【お問い合わせ先】mail: kyotocbt02@gmail.com 



一般社団法人 日本精神分析的自己心理学協会(JFPSP)主催 

「2021年度 神戸精神分析セミナーのご案内」 

 

2013 年より当協会は自己心理学を主軸に置き、精神分析を系統立てて学ぶ場を提供させて頂いておりま

す。 

フロイトから始まり間主観性理論という現代精神分析の考え方に至るまで、理論の展開、その歴史的背

景、なにより臨床場面をどのように考えるのか、を学んでいます。 

ここ数年は関係性への転回から倫理的転回への学びへと進み、治療者としての私たちを考える「場」へと

発展しています。 

 

ご登壇頂く先生方のもとでの少人数制の講義ですので、ご参加いただく先生方の臨床体験を味わいなが

ら学ぶ「場」にもなっております。 

昨年はコロナ禍で開講を断念した講義もございますが、2021 年度はすべてのコースワークをオンライン

で提供いたします(一部はハイブリット方式で開講)。 

関西から遠く離れた先生方にも気軽にご参加頂くことが可能となりました。 

 

コロナウィルス感染症の逼迫により、極めて不確実な年になろうとも、私たち精神分析(的心理療)を学ぶ

ものは、それでも学び続けるという姿勢は保ち続けたいと願っています。 

またそのような着実に学ぶ「場」を提供させて頂ければとも願っております。 

 

4 月から 5 コースご用意させて頂きました(詳しくは JFPSP の HP をご覧ください)。 

http://jfpsp.net/TrainingInstitute/KobeSeminars2021.html 

 

内容等に関するご質問等がございましたら訓練研究所教務宛( jfpspkyoumu@gmail.com )までお気軽にお

問い合わせください。 

 

新年は苦しい幕開けとなりましたが、それでも多くの方々が希望をもって進める年になるよう私ども

JFPSP はお手伝いできればと願っております。 

 

JFPSP 自己心理学協会訓練研究所 

安村直己 

 

ーー 

「2021 神戸精神分析セミナー(全面 zoom 開講) 

 

1) ジェンダーとセクシュアリティ(葛西真記子) 

全 12 回(一部対面講義併用)／原則毎月第 1(月)19:30～21:00 

 



2) 精神分析と文化(及川卓／安村直己) 

全 12 回／原則毎月第 2(月)20:00～21:30 

 

3) 対象関係論(志久内陽子／仙道由香／清野百合／馬場天信) 

全 12 回／原則毎月第 3(月)19:30～21:00／一部集中講義 

 

4) 精神分析的研究法?(及川卓／栄橋心理相談室) 

全 12 回／毎月第 4(月)19:30～21:00 

 

5) 精神分析的診断と事例検討(中西和紀) 

全 6 回／偶数月第４（日）13:00～16:00 

※定員に達しました。 



専門職のための 産業メンタルヘルス通年セミナー 

 

第 10 回セミナー  

★★【精神障害者の就労支援について考える】★★ 

＜オンラインセミナー＞ 

 

障がい者の雇用が推進されるなか、精神障がいを抱える方が多くの企業で採用されるようになりました。 

とはいえ、他障がいと比べ就労定着率の低さなど現場での人事のお悩みも増えています。 

本セミナーでは，精神障がい者の就労に造詣のある精神科医の先生を講師としてお招きして、 

現場での実践的な対応について学びます。 

詳細は，こちらから 

https://mental-seminor.romu-trust.co.jp/ 

 

◆日時 2021 年 2 月 13 日(土）10:00 ～16:00（9:45 開場）   

    【終日参加】または【午前参加】または【午後参加】 

    午前 10:00～12:30  知識編 

    午後 13:30～16:00  実践編 

     

◆会場 オンライン（ZOOM）（ZOOM 使用方法のレッスンあり）  

     

◆講師 

午前： 

大西 守（おおにし まもる） 

・公益社団法人日本精神保健福祉連盟 常務理事 

・日本外来精神医療学会 理事長 

・日本産業精神保健学会 副理事長 

・独立行政法人 労働者健康安全機構 東京産業保健総合支援センター 相談員 

＜資格＞ 

 医学博士/ 精神保健指定医/ 日本医師会認定産業医 

 日本精神神経学会認定 専門医・指導医 

 日本心身医学会認定医・認定指導医・評議員 

  

午後： 

近藤雅子 

（合同会社労務トラスト EAP コンサルティング部部長） 

 臨床心理士／精神保健福祉士／公認心理師／CEAP 

・東京産業保健総合支援センター メンタルヘルス対策促進員 

・厚労省 ハラスメント対策支援事業 コンサルタント 



・国際医療福祉大学大学院 非常勤講師 

 

◆参加対象者 

臨床心理士・公認心理師・精神保健福祉士・保健師・看護師・産業医などの守秘義務のある有資格者（大

学院生も可） 

＊日本臨床心理士資格認定協会の臨床心理士更新のためのポイントを申請予定（終日参加のみ） 

 

◆参加費 

 終日参加：一般 15,000 円 ／M リスト会員 10,000 円 ／大学院生 8,000 円 

 半日参加：一般 8,000 円 ／M リスト会員 5,000 円 ／大学院生 4,000 円 

 （※M リスト会員とは、弊社の運営する医療口コミサイトです（年会費無料キャンペーン中） 

   詳細は，「産業メンタルヘルス通年セミナー公式 WEB サイト」をご覧ください。 

   申し込み画面 https://stressrelief-project.com/mlist/register.php ） 

 

◆お申し込みはこちらから 

【産業メンタルヘルス通年セミナー公式 WEB サイト】 

 https://mental-seminor.romu-trust.co.jp/ 

 上部にあるアイコン「最新セミナー」をクリックしますと、お申し込みボタンに飛びます。 

 

◆参加者の声 

・ロールプレイの時間も盛り込まれていたので、より主体的に受講することができました。 

・毎回、豊富な現場経験を聞かせていただき、非常に参考になります。 

・明日から使えるセミナーの内容が本当に有難いです。 

・講師の先生の話がとても面白く、引き込まれました。 

 

◆今後の開催予定（お申込み：https://mental-seminor.romu-trust.co.jp/） 

・3 月 27 日【ストレスチェックの基礎知識と活用方法】 

 

◆お問い合わせ 

合同会社労務トラスト セミナー事務局 

part2-info@mind-inc.jp 
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