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　こんにちは。今年度
より会長を務めており
ます設樂友崇と申しま
す。山梨県臨床心理士
会は山梨を拠点に活動
している臨床心理士の
職能団体です。臨床心
理士は５年毎の更新が
必須の資格で、心の専
門家として生涯に渡る

研鑽と技能の社会還元が求められています。
そこで当会は職能団体として、会員の専門
性向上を支援し、会員の権利擁護や利益の
向上をはかることを目的としています。現
在１６０名を超える会員が、９つの委員会１

のひとつ以上に所属して研修や研究を行っ
ています。また、各委員長を中心に幹事会
を構成し、概ね隔月で定例会議を行ってい
ます。
　ところで、すでに１年以上続くこのコロ
ナ禍は、当会の活動にも会員の日々の臨床
にも大きな影響を及ぼしました。例えば、
昨年６月の年次会員総会は書面決議となり
ました。また、多くの委員会ではオンライ
ンで活動を継続し、年度後半には感染状況
を見極めつつ対策を施しながら対面でも研
究会や研修会の活動を行いました。さらに、
定例の幹事会はオンライン開催となり、例
年行っているワークショップ型研修会も初
の全面オンラインで実施しました。私たち
にとってはいずれも新しいチャレンジでし
た。
　会員それぞれの臨床現場では、オンライ
ン相談を導入したところとそうでないとこ
ろ、雇用そのものの減少の有無など、影響
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は必ずしも一様ではありませんでした。し
かし、逃れようもなく日々続く感染の緊張
感の中で、差別心や恐怖など様々な否定的
な気持ちが自分にも湧く体験をしてハッと
したり、改めて臨床心理士の仕事の意味を
考え直したり、心の専門家として機能し続
けようと模索したことは、会員が共通して
取り組んだ課題でした。
　東日本大震災から丁度１０年の日の甲府
は雲ひとつ無い青空でした。震災後、そし
てこのコロナ禍でも幾度となく感じたこと
ですが、人間の都合や気持ちとは全く関係
なく、世界は美しい。同時に、私たち人間
の何とささやかな存在であることでしょう。
しかし、そのようなささやかな人間一人ひ
とりのかけがえ無さを大切にする態度こそ、
臨床心理士が変わらぬ指針としてきたこと
です。
　会員がそれぞれの臨床現場で生き生きと
誠実に働き、お互いにつながっていくこと
で、お会いする人たちも山梨も今より少し
元気になるはずです。そう願いながら、今
年度も活動していきます。

1山梨県臨床心理士会には倫理、研修、産業領域、被害者支援、 
  医療保健領域、学校臨床心理士、子育て支援、高齢者支援、
  福祉臨床発達支援の 9 つの委員会があります。



　２０２０年４月７日に
７都府県に緊急事態宣言、
その後まもなく対象が全
国に拡大されました。こ
の第１回の緊急事態宣言
は概ね１か月半で解除さ
れたのですが、２０２１
年１月７日に出された緊
急事態宣言は１都３県で
３月２１日まで延長され

ています。世界の多くの都市でロックダウン継
続中です。ワクチン接種も少しずつ開始されて
いますが、多くの人が安心できる日常生活が
戻ってくるのはもう少し時間がかかりそうで
す。非日常が日常となり、マスクをしながら面
接をすることがあたりまえの日々。「コロナ疲
れ」という言葉がしっくりくる憂うつな春にな
りました。それでも医療、福祉、教育をはじめ
とする心理専門職の業務は、感染対策のもとで
ずっと継続されてきました。実践の現場外での
臨床心理士自身の感染リスクを最小限にとどめ
るために、職場外の人々と出会う会合や研修は
基本的にオンラインで行われています。山梨県
臨床心理士会の幹事会もオンラインです。総会
も書面決議となりました。こうして幹事のメン
バーも、直接に出会える機会は書面決議のため
の発送作業のみでしたが、それでも画面越しに
様々な委員会の活動が報告されています。今年
は各委員会の研修会もオンラインで行われ、１
月８日・９日の九州産業大学の窪田由紀先生を
お招きして、研修委員会主催の冬のワークショッ
プもオンライン開催で行われました。
　２０２０年の春、目に見えないウィルスの感
染に対する不安により、お休みされたクライエ
ントも多かったのですが、まもなくオンライン
によるリモート・カウンセリングの試みも始ま
りました。生活の基盤が脅かされたり、心の健
康に欠かせない友人との交流が制限されている
時期だからこそ、オンラインでもカウンセリン
グを継続できることのメリットは大きかったと
思います。感染がいったん収束した夏には、感
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コロナ禍の中の山梨県臨床心理士会の１年を振りかえって

染対策のもとで面接室に戻ってこられたクライ
エントが多くおられました。このような日々の
中で、臨床心理士として実感したことは、直接
に人と人が会うことで生じる治療的な作用の存
在でした。その場に一緒に居ること、互いのた
たずまいを、互いに感じ合いながら言葉を交わ
せることが、心理業務にとってとても重要なこ
とであり、私たちは、「人と会う」ことで機能
する専門家であることを改めて認識することが
できました。大きな不安のトンネルをくぐると
き、これまで築かれてきた絆が大きな支えにな
ります。このような時代であるからこそ、臨床
心理士であることについて深く内省しつつ、新
たな時代の心理臨床のあり方について想い馳せ
ていきたいと考えています。山梨県における専
門職の良心の基盤として、山梨県臨床心理士会
における交流がますます充実することを願って
おります。二つの資格を持つ場合、二つの職能
団体に所属することが望ましいのは、先に説明
した通りです。ひとりひとりが、それぞれの資
格がもつ職能と倫理をきちんと理解して、日々
の臨床の中で、実践していくことになります。
臨床心理士の倫理でさえ、倫理と倫理の葛藤は
当然生じます。ましてや、臨床心理士と公認心
理師の倫理の間で葛藤が生じて当然です。公認
心理師法第４２条にかかわる主治医との連携の
項などはその焦点です。心理専門職の倫理は、
教条的にこれを守ってさえいればよい、という
ものではありません。倫理と倫理の葛藤におい
て、この場でクライエントにとって最良の支援
はどうあるべきかを考えぬきながら、クライエ
ントに向き合うこと
が求められることで
しょう。そのような
営みを支える職能団
体として、今後も山
梨県臨床心理士会の
活動が積み重ねられ
ていくことを願って
います。

お招きして、研修委員会主催の冬のワークショッ

山梨県代議員

吉川  眞理
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学校臨床心理士委員会活動報告

　学校臨床心理士委員会では、毎年、各月に１回、年間１０回の継続研修会（スクールカウンセ
リング研究会）を行っています。今年度の学校臨床心理士委員会では、以前からコーディネーター
が担ってきた研修の計画・実施について、新たに研修部門を立ち上げて担当を置くこととなりま
した。時期はちょうどコロナ禍の真っただ中、昨年度まで研修の会場としてお借りしていた山梨
英和大学が使用不可となり、まず会場探しからのスタートでした。
　結局第１回（５月）、第２回（６月）、第３回（７月）のスクールカウンセリング研究会はオン
ラインで行うこととなりました。オンライン研修は初めての試みでしたが、１６名～２３名の方
にご参加いただき、コロナ禍におけるスクールカウンセラーの活動のしかたについて話し合った
り、令和２年４月に改訂された『スクールカウンセラー活動ガイドライン』について読み合わせ
をしたりと、有意義な研修となりました。
　第４回～第９回（８月から１月）のスクールカウンセリング研究会は、山梨県立男女共同参画
推進センター・ぴゅあ総合の一室をお借りして対面形式で行いました。会場の定員の関係で、参
加者の皆さまにはメールでの申し込み制とさせていただきましたが、１４名～２１名の方に参加
していただきました。会場ではマスク着用はもちろん、密をさけ換気を徹底していたため、寒い
時期にはコートを着たまま参加してくださった方もおられました。
　また、初めての試みとして７月からは山梨県教育委員会の後援をいただき、県臨床心理士会会
員だけでなく全てのスクールカウンセラーに研究会の告知を行うことができました。
　さらに、第１０回（２月）は山梨県弁護士会・子どもの権利委員会との合同開催で、オンライ
ン研修を行いました。これもまた初めての試みでした。
　コロナ禍の中で、スクールカウンセリング研究会の開催について迷うことも多くありましたが、
なんとか予定通りに年１０回行うことができたのは学校臨床心理士委員会委員の皆さま、役員の
皆さま、スクールカウンセラーの皆さま、後援していただいた山梨県教育委員会の皆さま、その
他ご協力いただいた皆さまのおかげだと感謝しております。ありがとうございました。

「臨床心理学の方法を導入した高等学校における通級による指導の実際」
　高校での通級は、文部科学省がインクルーシブ教育システムの理念に基づき、多様な学びの場
の整備や自立と社会参加を見据えた指導、小中学校から連続性のある学びの場の整備に向けて平
成３０年度より全国で開始するよう求めた国の事業です。山梨県教育委員会は平成２９年度に設
置校を決定し指導実践研究事業を立ち上げました。こうした流れの中で、設置校に所属していた
私は事業のメンバーとして学習内容立案と指導を担当しました。
　１２月の研修会では、主に通級指導の導入過程や学習内容、指導の実際などについて報告させ
ていただきました。学習内容と指導の実際では、桜美林大学の小関俊祐准教授による行動般化促
進や三項随伴性による機能分析といった認知行動療法を落
とし込んだ学習プログラムや、目標の立て方やストレスマ
ネジメントといった具体的な指導内容などを紹介しました。
それ以外にも描画やイメージを扱った学習内容や実際のや
りとりの様子、支援計画を立てる時の心得、発達障害や愛
着などのテーマを有した生徒との関わり方についても話題
提供させていただきました。ご参加いただいたみなさまあ
りがとうございました。

研修部門研修部門

緊急支援部門緊急支援部門

松本  友美

一瀬  英史



〇山梨県弁護士会との合同勉強会を開催
　令和元年度児童相談所での児童虐待相談件数が過去最多件数となっており、児童虐待への対応が学
校現場の喫緊の課題となってきています。文部科学省は、学校における相談体制づくりとしてスクー
ルカウンセラーの活用充実を挙げており、児童虐待事案への迅速な対応のための体制づくりとして、
スクールロイヤーの配置を挙げています。このように、スクールカウンセラーの役割を担う臨床心理
士と、スクールロイヤーを担う弁護士の先生に、学校における児童虐待事態への対応が期待されてい
ることから、今年度は、山梨県弁護士会子どもの権利委員会と合同開催の勉強会を行いました。１つ
の児童虐待事案を取り上げ、弁護士の先生や臨床心理士がそれぞれどのように事案を見立て、どのよ
うな対応をしていくのかを共有し、連携するうえで確認すべき事柄について質問し合いました。臨床
心理士は学校に配置されているため、学校の動きを理解し、学校の先生方や当事者である児童生徒・
保護者とコミュニケーションがとれるという利点があることが確認できた一方で、法律の理解や児童
虐待事案に対してどのような行政的介入が可能なのかの理解が不十分である点が明らかになりました。
今後もスクールソーシャルワーカーの先生など他職種との連携についての勉強会を開催して参りたい
と考えております。

会計年度任用職員ワーキンググループ部門会計年度任用職員ワーキンググループ部門
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田中 健史朗

厳しい冬の後には今年も春はやってきました🌸

コーディネーター 石原  香絵
　２０２０年度より、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、スクールカウンセラーの任用区分が会計
年度任用職員（パートタイム）に移行されたことを受けて、スクールカウンセラーの任用条件や労働環境が大き
く変化いたしました。このことを受けて、当委員会は臨床心理士職能団体として、スクールカウンセラーの待遇、
資質の維持・向上等を危惧し、委員会内に会計年度任用職員対策ワーキンググループ（WG）を立ち上げ、１～
２か月に１回、県教育委員会義務教育課とのミー
ティングを重ねてきました。その中で、WGから
はスクールカウンセラー研究会への参加状況等含
めた報告、研究会や当委員会宛てに上がってきた
各スクールカウンセラーの勤務実態や課題、困り
ごと等をお伝えし、また県教育委員会義務教育課
からはスクールカウンセラーへの要望や各学校の
現状や課題、それらを踏まえたスクールカウンセ
ラー研究会（研修）の内容についての報告・相談
があり、スクールカウンセラーが学校組織の一員
として、その専門性を活かした教育相談体制の充
実と任用の安定を目指して、非常に率直な意見交
換をしてまいりました。この活動により、当委員
会ひいては県臨床心理士会と県教育委員会の信頼
関係を深められたことは大きな成果と捉え、県教
育委員会からもこの関係性を今後も維持継続して
いきたいとの評価を得ることができました。WG
は２０２０年度をもって解散とし、今後は当委員
会役員会で、引き続き県教育委員会との密なコミュ
ニケーションを図りながら、スクールカウンセラー
の待遇と資質の向上に取り組んでいきたいと思っ
ております。



　先輩ママたちも経験したことがない環境での子育て。家族以外の子育てサポートが得にくいコロナ禍に
あって悩みはあるのだろうけれど、その声はなかなか届いてこない。おばあちゃんのうちに行けないこと、
保育園をお休みすること、公園の遊具で遊べないこと。苦しい我慢が続いていても、ヘルプを求める場が
見つからない…そんな子育て中の方々に心理臨床家としてできることは何か、を考えるところから、今年
度の子育て支援委員会の活動は始まりました。
　委員会には、地域の乳幼児健診や発達相談、保育園や小中高等学校、児童福祉施設などでの心理的支援
を行ったり、自分自身が子育て中というメンバーもいます。これまで集まって行ってきた委員会活動その
ものが行えない中で、１回目の役員会は ZOOM 練習会でした。子育て中の心理士も傍にお子さんがいて
安心できる自宅で役員会に参加し、コロナ禍の子育てサポート情報をまとめよう︕という活動につながり
ました。もともとバランスのとれた役割分担のある委員会です。LINE グループを活用して役員間で情報
を共有し、委員会メンバーの協力を仰ぎ、５月には山梨県臨床心理士会ホームページに掲載できました。
山梨県の子育て関係機関にはリンクを貼っていただきました。
　さらに、毎年１回行ってきた公開講演会を断念し、臨床心理士を対象にして SNS カウンセリングのオ
ンライン研修会を開催しました。子育て中のママたちがお子さんを抱っこしたまま相談できる SNS カウ
ンセリング。まずは、自分たちがそのノウハウを学ぼうというわけです。LINE カウンセリングのご経験
豊富な帝塚山学院大学大学院の宮田智基先生に講師をお願いし【SNS カウンセリングの実践　～その効
果的な進め方と留意点～】が２月１１日 ZOOM で行われ、２２人が参加。参加者からは「ネガティブな
印象を持っていたＳＮＳカウンセリングの見方が変わった」「自分の臨床スタイルを振り返ることが出来
た」など心理臨床の可能性に拡がりが感じられるコメントが寄せられました。
　人とつながることが難しい時間はまだ続きそうです。新しいスタイルのつながり方も視野に、これから
を生きる命を一緒に育んでいきたい、と願います。

子育て支援委員会活動報告 長田 由布紀委員長

　研修委員会は領域横断的な研修会を年１回企画し、会員の継続的な研鑽の場を提供しています。今年度
は、九州産業大学の窪田由紀先生を講師としてお迎えして、公開講演会「学校危機への備えと対応」とワー
クショップ「学校における緊急支援」の２部構成で、２日間にわたって研修会を行いました。従来通りで
あれば、窪田先生に山梨へお越しいただいて対面で研修会を行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感
染拡大に伴い zoom でのオンライン研修会へ変更となりました。今まで研修会というものは、会場へ出
向いて、対面で行う方法が当たり前でした。研修会場に流れる独特な時間と雰囲気、そんな当たり前の研
修がオンラインでの開催になることでどのような変化が生じるのかという思いもありました。また、研修
委員会としても、会場からオンラインへの開催方法の変更は大きなものでした。開催する側も参加する側
も落ち着かない中での研修会だったのではないかと思います。しかし、これこそ今回の研修内容でもある
緊急支援につながる部分があったのではないかと感じました。当たり前だったものが当たり前でなくなり、
その中で各々に何が求められているのか。通常ではない状況の中で、各個人がどのように行動すべきなの
か。そんなことを、今回の研修会を通して深く考えるきっかけになりました。
　また、オンラインでの研修会を経験して、子育てや介護などで家を空けられない人や会場へ来ることが
困難な人も研修会へ参加できる良さがあると感じました。実際に私自身、今現在子育て中で、なかなか研
修会に参加することが出来ずにいましたが、今回は自宅から参加できるということで安心して参加するこ
とが出来ました。そして、久しぶりに心理臨床の世界に触れることが出来て嬉しく思いました。さらに、
オンラインでは遠く離れた県外の方も参加しやすくなるため、色々な
地域の情報を知ることが出来て、改めて自分自身が住んでいる地域の
状況を考え直すきっかけになると感じました。もちろん、従来通りの
対面で行う研修会が持つ良さもたくさんあります。そのため、今回の
オンラインでの実施をきっかけにして、対面とオンラインをうまく使
い分けて研修会を行うことで、さらに視野の広い知見を習得する機会
となるのではないかと感じました。

研修委員会活動報告 田中  彩乃
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　私は総合病院で心理専門職として勤務しています。医療現場では、様々な年代の様々な疾患の患

者さん、家族の心理的支援を行っています。疾患や病状変化に対し、どうして良いか分からないと

訴える患者さん家族は多いと感じます。また重度な障がいや認知機能低下のため意向がはっきりし

ない患者さんも多く、その患者さん、家族の意思決定支援を考えることを他職種と実践しています。

　日本臨床心理士会倫理綱領前文では「対象となる人々の基本的人権を守り、自己決定権を尊重し、

その福祉の増進を目的として倫理綱領を策定する」と記載されています。その文章の重みを感じて

いる毎日です。

日本臨床心理士会では、都道府県団体会員倫理担当者研修会が開催され、今年度のテーマは「心

理支援における情報通信技術の活用とそれに伴う倫理的課題について」でした。印象的だったことを

記載させていただくと、オンライン臨床のKeyword は「個室性」と言われ、オンラインでは画面に映っ

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ました。

　私は ZOOM の研修会に参加するようになり慣れてきましたが、研修会で「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

がありました。慌てて、１人だけで、行おうとすると、そのようなことが起りうるのではないでしょ

うか。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と言われています。

　研修からずれますが、鷲田は「現代は、待たなくてよい社会、待つことができない社会になった。

私たちは、意のままにならないもの、どうしようもないもの、じっとしているしかないもの、そう

いうものへの感受性をなくしはじめた。」と述べています。心理面接では、待つことを意識してきた

つもりでいましたが、実生活においては、スピードを求め、求められ、便利さを感じながら、待つ

ことができない自らを感じることもあります。「高い倫理的視点を持つこと」は日々の集団的検討が

時間をかけて行うことも重要で、臨床心理士会の皆さん、関係者の皆さん、地域の皆さんともその

ことについて考えていきたいと思っています。

引用　「待つ」ということ　鷲田清一　角川選書　2006

倫理委員会活動報告

　全国各地で開催されていた研修会はその土地の心理臨床の風土を肌で感じる大事な機

会でしたが、下げ止まることのない新型コロナウイルスの猛威は私達からその機会を奪

いました。県内に目を転じても、協働すべき関係各位との接点をも薄れさせられてしま

いました。この未曽有の分断の中、少しでも繋がりを保ちたいと思い、このニューズレ

ター２１号では６ページに増量いたしました。お手に取っていただいた県内外の皆様に、

私達の思いが少しでも伝われば幸いです。そしてまた、あなたの街の空気を、あなたの

その息遣いを、直接受け取れることができる日を心待ちにしています。　　　　　

●編集後記●

山梨県臨床心理士会 事務局・広報班：今村、齊藤、田中

Mail：psychoyamakoho@yahoo.co.jp
URL：http: / /yamanashi-sccp.jp

※会員以外の方は、当会ホームページのお問い合わせサイトよりご連絡をお願いいたします。

2021 年 4月吉日 発行

齊藤  徳仁委員長
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