
 

令和３年４月５日 

会 員 各 位 

山梨県臨床心理士会医療保健領域委員会 

委員長 清水 隆善 

山梨県精神科病院協会臨床心理部会 

部会長 立入 昌美 

 

医療保健領域研修会（山梨県精神科病院協会臨床心理部合同）のご案内 

 

拝啓 

春陽の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと拝察いたします。 

 さて、当委員会では新型コロナウイルス感染防止の十分な対策を整え、山精協臨床心理部会との合同で、下記の

内容にて５月例会を開催いたします。 

 つきましては、業務ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご参加願いたくご案内申し上げます。 

 

敬具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当者からのひとこと＞ 

 東日本大震災から10年が経ち、当時の当院での災害支援活動について振り返ると共に2017年に行われた 

 山梨県災害派遣精神医療チーム（DPAD）研修の内容を皆さんと共有し、災害時の支援について考えることが 

 出来れば幸いです。 

 

 

＊参加の連絡＊ 

開催会場に人数制限があります。人数次第では調整が必要になるため、恐れ入りますが、5月1日（土）ま

でに 医療保健領域委員会委員長にメール（s-miko@nns.ne.jp）でお申し込みください。 

  

 

日   時 ： 令和３年 ５月１１日（火）18:00～20:00 

 

場   所 ： 日下部記念病院 ２階会議室 

        〒405-0018 山梨市上神内川1363 

 ※新型コロナウイルス感染状況により変更される可能性があります 

 

内   容 ： １．研修・話題提供 

「 災害時における精神医療チームの支援について 」 

担 当： 清水 善弘 先生 （日下部記念病院） 

 

２．講師：松原由枝先生による「ゾンディ・テストとコラージュ療法」研修会について 

 

３．その他 

 

 

mailto:　医療保健領域委員会委員長にメール（s-miko@nns.ne.jp
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2021 年 4 月 15 日 

1. 学校臨床心理士委員会 新委員長からご挨拶 

 先月の広報にてお伝えした通り、学校臨床心理士委員会の新委員長として、田中健史朗 SC

が就任することが内定いたしました。正式には総会をもっての就任となりますが、年度が改

まった 4 月より既に実働しております。 

 以下、田中委員長よりご挨拶申し上げます。 

 

 

４月より学校臨床心理士委員会の委員長と務めることになりました田中健史朗と申し

ます。普段は，山梨大学教育学部において教師を目指す学生にカウンセリング心理学を教

えておりますが，週に１日程度山梨県学校配置スクールカウンセラーも務めております。

今年度は，① 教育委員会との連携強化，② スクールカウンセラーの研修内容の充実，③ 

学校緊急支援の体制づくり，の３点を重点課題として委員会活動を行って参りたいと考

えております。臨床経験も少なく，山梨での生活も短い私ですので，学校臨床心理士委員

会の先生方だけでなく，山梨県臨床心理士会の先生方にもご指導・ご協力をいただきなが

ら進めて参りたいと思います。至らぬ点が多いと思いますが，何卒よろしくお願い致しま

す。 
 

 

2. 「スクールカウンセリング研究会」のお知らせ 

 今年度の継続型研修会も「スクールカウンセリング研究会」の呼称のもと、年間 10 回開

催することとなりました。下記の内容はすべて現時点での計画ではありますが、ご予定に組

み込んでいただけたら幸いです（日時、内容に変更の可能性はあります）。毎月最終土曜日

14:00〜16:00（年末のみ例外）とご承知おきください。 

 継続型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

回の継続型研修会のうち、7 回以上の参加者は 4ポイントが取得できる予定です。 

 

3. スクールカウンセリング研究会 年間予定 
 

 テーマ／内容 
講師／ 

ファシリテーター 
時間 会場 

第1 回（5/29㈯） 

スクールカウンセラー制度・業務研修 

— 新年度の SC 事業についての確認、ガイ

ドラインの確認 

保坂三雄チーフ SC 

田中健史朗 SC 

石原香絵 SC 

14:00〜

16:00 

Zoom によ

るオンライ

ン開催 

第2 回（6/26㈯） 

学校緊急支援研修 

— 緊急支援の体験・課題の共有、緊急支援で

すべきことの確認 

 
14:00〜

16:00 
未定 

2021 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（7/31㈯） 

事例検討会 

— いじめ重大事態に際して臨床心理士に求

められる対応 

今村亨 SC 
14:00〜

16:00 
未定 

第4 回（8/28㈯） 

病院／医師と SC の連携 

— 不登校対応とカウンセリングのあり方、

自傷行為への対応を中心に 

江間彩子医師 

（山梨県立北病院 

精神科） 

14:00〜

16:00 
未定 

第5 回（9/25㈯） 

学校文化を知ろうシリーズ研修会 

— 学級経営について 

 

予定・三枝寛康先生 

（しなやかな心の育

成担当） 

14:00〜

16:00 
未定 

第6 回（10/30㈯） 

スクールソーシャルワーカーとの連携研修

（特別講演会） 

 

高石啓人先生 

（山梨県立大学） 

14:00〜

16:00 
未定 

第7 回（11/27㈯） 

特別支援教育研修会 

— 特別支援教育制度や発達障がい等につい

ての学習会 

 
14:00〜

16:00 
未定 

第8 回（12/18㈯） 

いじめ・不登校支援研修会 

— いじめ・不登校支援の理論を学ぶ、支援

体験・課題の共有 

 
14:00〜

16:00 
未定 

第9 回（1/29㈯） 

弁護士会との連携研修 

— 虐待事案への対応について弁護士会と合

同での学習会 

 
14:00〜

16:00 
未定 

第 10 回（2/26㈯） 

事例検討会 

 

 

 
14:00〜

16:00 
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。 

 



高齢者支援委員会 第 9回例会 202１年 3月 17日（水） 18：30～2０：30 

場所： Meetによるウェブ会議 

参加者： 三澤，内藤，細川 

 

⚫ 2021年度活動計画 

第 3水曜日 18:30～20:30 

当面はオンライン会議，コロナ禍が終息したら対面で 

（詳細については別紙参照） 

 

⚫ ２０２１年度予算案 

大同生命の研究助成金（地域保健福祉研究助成）を申請予定。申請が通れば 9 月に助成を

受けられる予定。申請が通らない場合は，全額県士会の費用で賄う必要がある。 

→ 2021 年度は 4 万円の予算で計上，例年より大幅な増額になるため，幹事会で研究内

容などの説明をし，承認を得る。 

→ 幹事会で説明するために必要な資料を，事務局，会計が準備し，三澤委員長へ提出。 

 

➢ ２０２１年度第 1回例会は 5月 19日（水）18:30～の予定（詳細は後日連絡） 



山梨県臨床心理士会

高齢者支援委員会

2021年度例会のお知らせ

E-mail yamaageing@gmail.com

お問合せ 山梨県臨床心理士会

高齢者支援委員会 事務局

登録委員

募 集 中
時 間

日 に ち

場 所

第3水曜日

18:30～20:30
山梨県青少年センター会議室
またはオンライン会議

第1回 5/19
研究助成申込書の
最終確認

第6回 11/17 調査票の集計

第2回 6/16
調査依頼書・調査
書の最終確認

第7回 1/19 調査内容の分析

第3回 7/21 調査書発送準備 第8回 2/16 調査内容の分析

第4回 9/15
調査書発送と関係
機関へ依頼・周知

第9回 3/16 報告書の要点整理
次年度活動計画検討

第5回 10/20 調査票の回収

今年度も調査研究を進めていきます。ご協力お願いいたします。



ワークショップ 5月2日（日） 9：30～12：00

心理療法としての「遊ぶこと」
山中康裕 （京都ヘルメス研究所/京都大学名誉教授） 安島智子 （このはな児童学研究所）

伊藤良子 （帝塚山学院大学大学院） 弘中正美 （山王教育研究所）

森谷寛之 （京都コラージュ療法研究所/京都文教大学名誉教授） 森岡 正芳 （立命館大学）

國吉知子 （神戸女学院大学） 難波 愛 （神戸学院大学）

公 開講 演 会 5月2日（日）13：30～16：00

思春期のこころと遊び
―SNSやアニメ、動画などの関係から考える―

講 師 岩宮恵子 司 会 森田喜治 （龍谷大学）

（島根大学人間科学部/島根大学こころとそだちの相談センター）

公開シンポジウム 5月3日（月） 12：30～15：00

人間を写す鏡としての妖怪
―妖怪学と遊びの関係をめぐって―

話題提供者 小松和彦 (国際日本文化研究センター名誉教授）

指定討論者 川戸 圓 （川戸分析プラクシス/大阪府立大学名誉教授）

指定討論者 木部則雄 （白百合女子大学）

司 会 森田喜治 （龍谷大学）

JR東海道本線・近鉄京都線
・京都市営地下鉄烏丸線
「京都駅」より徒歩15分

百鬼夜行絵巻上巻
（国際日本文化研究センター提供）

遊戯療法の世界
―心理療法としての「遊ぶこと」―

2021年 5 / 2 （日）・5 / 3（月・祝）
龍谷大学大宮キャンパス（京都市下京区七条通大宮入大工町125-1）

詳細・参加申し込みなどは、大会HPへ URL ： https://ryu-playtherapy.com

日本遊戯療法学会第26回大会事務局 Mail ： 26yuugi2020@gmail.com
龍谷大学 大宮キャンパス 清風館森田研究室 Fax ： 075-366-0618
大会長 ：森田喜治 （龍谷大学） 準備委員長：井上博晶（公徳学園) 事務局：熊本千登勢（龍谷大学）

お問い合わせは、メールにてお願いいたします。



 

令和 3 年 3 月吉日 

山梨県臨床心理士会様 

一般社団法人アンガーマネジメントジャパン 

代表理事 佐藤 恵子（臨床心理士） 

 

アンガーマネジメントオンライン研修のご案内 

 

拝啓 春暖の候、臨床心理士の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 この度、当法人主催の「アンガーマネジメント研修会のご案内」をお送りいたします。このコロナ禍で

ストレスにさらされている子供達や先生方、多くの方々にアンガーマネジメントが益々必要とされ、沢

山のスクールカウンセラーの方々が北は北海道から南は沖縄県まで全国から学ばれています。 

 昨年８月より今年３月初旬にかけてアンガーマネジメントジャパンは八王子市教育委員会の企画で実

施される『中学１年生及び義務教育学校 7 年生を対象とした いじめ防止プログラム』の中で、八王子市

公立中学校全 38 校、約 4,500 名の中学１年生を対象に特別授業を行い、授業後は先生方の校内研修も行

いました。引き続き令和３年度も八王子市公立中学校全校の新１年生の特別授業並びに教員研修を行い

ます。 

 こうした感情教育の必要性が高まる中、臨床心理士の方々へ今後のオンライン基礎研修のご案内をさ

せていただけましたら幸甚です。 

2021 年 9 月までのアンガーマネジメント基礎研修の日程は以下のとおりです。コロナ禍の状況下でも、

皆様に安心して学んでいただけますよう、全て研修は Zoom によるオンラインで行われ、グループワー

ク、ロールプレイなどを取り入れた参加型の研修です。長時間ではありますが、皆様より「あっという間

に終わりました」とご感想を寄せていただいております。 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

＊基礎・応用１・応用２・実践リーダー研修に臨床心理士資格更新のポイントが取得できます！ 

 

【アンガーマネジメントオンライン基礎研修】 

■ ４月 18 日(日)・25 日(日)  

■ ５月 23 日(日)・30 日(日) 

■ ６月 20 日(日)・27 日(日)  

■ ７月 31 日(土)・8 月 7 日(日) 

■ ８月 22 日(日)・29 日(日) 

■  9 月 19 日(日)・26 日(日) 

＊基礎研修では、研修 2 日目は翌月の 2 日目に振替が可能です。但し、申込時にその旨お申し出ください。 

 

オンラインで行われる基礎研修・応用研修 1・応用研修 2 の研修時間は 10：00～16：00（昼休み 45 分 ）となります。 

基礎研修のお申込みや応用研修 1、応用研修２、実践リーダー研修の最新情報は当法人のホームページを

ご覧ください。URL:https://amjapan.or.jp 

敬具  

https://amjapan.or.jp/


【ご案内】 
アンガーマネジメントオンライン基礎研修 

 

集合研修の風景 

 

 皆さま 

アンガーマネジメントジャパンは、コロナ禍に

おきましても、一人でも多くの方がご参加でき

るように、オンライン研修を行っています。 

現在、北は北海道、南は沖縄と幅広い地域

より臨床心理士の皆様が研修会にご参加く

ださり、アンガーマネジメントを学校に、様々

な職場に活かしていただいております。ストレ

スの多い現在、様々な領域でアンガーマネジ

メントが求められています。一人でも多くの方

のご参加をお待ちしております。 

 臨床心理士資格更新のポイント（第 2条 

4 項ワークショップ）を取得できます！ 

【今後の基礎研修の日程】   

◼ 4月：2021年 4月 18日（日）・25日（日） 

◼ 5月：2021年 5月 23日（日）・30日（日） 

◼ 6月：2021日 6月 20日（日）・27日（日） 

◼ 7月：2021年 7月 31日（土）・8月 7日（土） 

◼ 8月：2021年 8月 22日（日）・29日（日） 

◼ 9月：2021年 9月 19日（日）・26日（日） 

＊オンライン研修は 10:00～16:00（途中休憩あり・昼休み 45分）となります。 

＊基礎研修では、研修 2 日目は翌月の 2 日目に振替が可能です。 

 

 一般社団法人アンガーマネジメントジャパン 

〒206-0802 東京都稲城市東長沼 2106-5-301 

TEL：042-401-5880 E-mail：info@amjapan.or.jp   URL:https://amjapan.or.jp 
 

ワークやロールプレ

イもオンラインでや

っていますよ。 

研修のお申込み

や最新情報は HP

をご覧くださ

い。 

教育、医療・福祉、産業分野で活かそう！ 

mailto:info@amjapan.or.jp


特定非営利活動法人カウンセリング教育サポ－トセンタ－ 

〒101-0051 千代田区神田神保町 1-34 風間ビル 3 階 

URL https://www.npo-cesc.or.jp 

NPO法人 CESC（セスク）“学び場”2021年度ONLINE研修講座                              

 

 

 

 

 

 

 

NPO CESC“学び場”では、人間性心理学・ロジャーズを初めとする PCA理論を学びの中心としてきました。 

いつ頃からでしょうか、ロジャーズ理論は態度条件を習得することが困難であるとの諦めに似た境地が広がり、 

また、重篤な障害には適さないとの雰囲気で脇に置かれてきたようです。 

しかし、それは誤解であり、正しい技能が伝わっていなかったからです。 

主だった理論技法が出そろった感がある“今”効果研究からもロジャーズの態度条件が有効であることが見直 

され、必要であると再確認されつつあります。 

特に、このコロナ禍以後の“答えの出ない悩み”や“人生の再構築の相談”には、PC/EAの考え方が最適です。 

対人援助に携わる人にも、日常生活において良好な人間関係を創ることにも有用な考え方です。 

ロジャーズ他人間性心理学の人間観“人は自分の持てる力を十分に発揮しようとする傾向を持っている”は、 

人に関わるとき勇気を与えてくれます。共に、学び、援助力アップを目指しましょう。 

 

S1 
5/23（日） 

13:00～17:00 
飯長喜一郎 

「来談者中心療法の理論

と実際」 

本講では、来談者中心療法の理論と実際について、初歩からお話ししま

す。C.R.ロジャーズのたどった道を共に歩み、現在の PCAに至る発展を解

説します。また、これからの来談者中心療法の可能性について考えます。 

S2 
6/13（日） 

13:00～17:00 
諸富 祥彦 

「PCA の独自性と専門性・

傾聴とは」 

ロジャーズの傾聴とほかの傾聴は何が違うのか。PCA の独自性はどこにあ

るのか。PCAのアイデンティティはどこにあるのかを考えます。 

S3 
7/18（日） 

13:00～17:00 
清水 幹夫 「ロジャーズの仕事と人生」 

ロジャーズの人生を辿りながら、1945 年以降 1987 年までの彼の主要な

実証研究、理論、活動についてお話をさせて頂きます。ロジャーズは、膨

大な仕事をしてきていますので、心理臨床の分野に大きな影響を与えた、

あるいは与え続けている仕事を主に取り上げたいと思っています。 

S4 
9/12（日） 

13:00～17:00 
小林 孝雄 

「来談者中心療法における

“共感的理解”とは」 

「治療的人格変化のための必要十分条件」の一つとして知られる「共感的

（感情移入的）理解」について、ロジャーズ理論全体の中に位置づけなが

ら、その意味やセラピーでの役割を理解することを試みます。 

S5 
10/10（日） 

13:00～17:00 
岡村 達也 

「一致 ロジャーズにおける

展開と心理療法における

位置」 

ロジャーズの治療条件に関する古典ワイアット編『一致』 (2001 年)と，  

治療関係研究の古典ノークロス&ランバート編 『効果的な治療関係 3版』

(2019年)に取材して，一致について考えます。 

S6 
11/14（日） 

13:00～17:00 
末武 康弘 

「ロジャーズ～ 

ジェンドリンへーその異同」 

クリエイティブ・ペアとしてのロジャーズとジェンドリン。PC/EA を牽引した２

人の大きく重なる共通点と、小さいけれども精緻で重要な相違点を明らか

にします。あわせて PC/EAのこれからについても展望します。 

S7 
12/12（日） 

13:00～17:00 
中田 行重 「PCAのスーパーバイズ」 

PCA の立場でセラピーや対人支援を行っている方の実際のケースについ

てスーパービジョンを行います。提示されたケースを聴く側の中に起こる

感覚や連想で考える方法を学んで欲しいと思います。2 名の発表者を募

集します。資料は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

パーソンセンタード＆体験的アプローチ 

（PC/EA）セッションセブン 

【対 象】 PC/EAを学びたい方・心理学部生・院生（社会人学生除） 【会 場】 Zoom会議室 

【受講料】 一般：55,000円  学部生・院生（社会人学生除）:33,000円 

会員：46,200円＋年会費 3,000円 

【申 込】 https://www.npo-cesc.or.jpの申込フォーム 、右のQRコードから。 

 ※受講料は、すべて消費税込表示です。 
 ※申込受理後、受講料納入案内（詳細記載）メールを返信いたします。 
 

 

 

 

https://www.npo-cesc.or.jp/


特定非営利活動法人カウンセリング教育サポ－トセンタ－ 

〒101-0051 千代田区神田神保町 1-34 風間ビル 3 階 

URL https://www.npo-cesc.or.jp 

NPO法人 CESC（セスク）“学び場”2021年度ONLINE研修講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WS

① 

7/4（日） 

10:00～17:00 
岩壁 茂 

「エモーション・フォーカ

スト・セラピー（EFT） 

基礎理論」 

EFT は、ロジャ-ズの考え方を現代の認知心理学、情動神経科

学、アタッチメント、感情心理学などと照らし合わせることによっ

て発展した統合的なアプローチです。基本をしっかり学びます。 

WS

② 

9/20（月祝） 

10:00～17:00 
池見 陽 

「池見陽と学ぶフォー 

カシング」 

体験過程理論（現象学・解釈学・メタファ理論）についてペアワ

ークを含めてわかりやすく提示していきます。今のところ「アニク

ロ」を予定しています。 

WS

③ 

★11/7（日） 

10:00～17:00 
野島一彦 

「エンカウンター・グルー

プのファシリテーション 

実習」 ★リアル研修 

EG がわが国に導入されてから半世紀。この間にその理論と実

践は独自の発展をし続けています。グループの要である技能を

体験的に学び、身に付けることを目指します。 

講 師 略    歴 

飯長喜一郎 

日本女子大学名誉教授 

東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得満期退学。お茶の水女子大学、日本女子大学教授歴任、国際医療福祉

大学特任教授。｢家庭教育研究委員会｣創設メンバーの一人。『私とパーソンセンタード・アプローチ』編者 新曜社、2019 

諸富 祥彦 

明治大学文学部教授。 

筑波大学人間学類、同大学院博士課程修了。英国イーストアングリア大学、米国トランスパーソナル心理学研究所客員研究

員、千葉大学助教授。『カール・ロジャーズ 』角川選書2021 

清水 幹夫 

法政大学名誉教授 

東京農業大学農業工学科卒業。青山学院大学大学院文学研究科心理学専攻修了。千葉大学教育学部教授を経て法政大

学教授。『心理臨床への多元的アプローチ－効果的なセラピーの目標・課題・方法』監訳、岩崎学術出版社 2015 

小林 孝雄 

文教大学人間科学部心理学科教授。                                                                 

東京大学教育学研究科総合教育科学専攻博士中退。東東京大学学生相談所助手（専任相談員）、学習院大学文学部心

理学科客員研究員 『カウンセリングのエチュード』-反射・共感・構成主義 岡村達也・小林孝雄・菅村玄二著遠見書房  

岡村 達也 

文教大学人間科学部心理学科教授。 

東京大学教育学部教育心理学科卒業。東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻第1種博士課程中退。専修大学文

学部心理学科助教授。『カウンセリングの条件―クライアント中心療法の立場から』 日本評論社、2007 

末武 康弘 

法政大学教授  

筑筑波大学大学院教育学研究科教育学専攻博士後期単位取得満期退学。法政大学教授、法政大学大学院人間社会研

究科長 法政大学現代福祉学部長  『心理学的支援法：カウンセリングと心理療法の基礎 』誠信書房、2018 

中田 行重 

関西大学文学部臨床心理専門職大学院教授。 

九州大学教育学部教育学研究科、フルブライト奨学生で University of Southern Mississippi 留学、同研究科博士後期課程 

を単位取得退学。下関市立大学、東亜大学を経て現職。『新しい事例検討法 PCAGIP』 村山正治  中田行重 著 創元社 

2012 

岩壁 茂 

御茶の水女子大学教授。 

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。カナダマッギル大学大学院でカウンセリング心理学の博士号を取得。お茶の水女

子大学着任。『新世紀うつ病治療・支援論－うつに対する統合アプローチ』金剛出版 共編著 2011 

池見 陽 

関西大学大学院心理学研究科教授 

神戸のインタナショナルスクール出身。ボストン・カレッジ卒業。シカゴ大学大学院でユージン・ジェンドリン教授に学ぶ。産業

医科大学で医学博士。『バンヤンの木の下で：不良外人と心理療法家のストーリー 」木立の文庫 共著2020 

野島 一彦 

跡見学園女子大学心理学部教授・心理学部長 九州大学名誉教授 

九州大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程単位取得後退学。九州大学大学院人間環境学研究院教授、跡見

学園女子大学心理学部教授。『エンカウンター・グループのファシリテーション』ナカニシヤ出版、2000 

 

パーソンセンタード＆体験的アプローチ 

（PC/EA）ワークショップ 
 

【対  象】  PC/EAを集中的に学びたい方 心理学部生・院生（社会人学生除） 【会 場】 CESC Zoom会議室 

【受講料】  ①②一 般：1研修11,000円   ①②学部生・院生（社会人学生除）:5,000円 

①②会 員：1研修8,000円（2021年度NPO CESC年会費3,000円納入者） 

➂会員限定：10,000円（リアル研修 定員：18名） 

【申  込】 https://www.npo-cesc.or.jpの申込フォーム 、右のQRコードから. 

※申込受理後、受講料納入案内（詳細記載）メールを返信いたします。 

 

 

https://researchmap.jp/researchers?institution_code=2244*
https://www.npo-cesc.or.jp/


哲学心理研究所主催  
 

第４回  オンラインCBTセミナー  
～CBTのアセスメント入門～  

今回のテーマは、アセスメントです。適切な介入を行うためには、適切
なアセスメントが必要です。今回のセミナーでは新潟大学の田中恒彦先
生に、CBTのアセスメントの基本から解説していただき、架空事例を用
いたワークも入れていただく予定です。どのようにアセスメントすれば
よいのか、どのように介入につなげていくのか、しっかり理解できるよ
うな分かりやすいセミナーにしたいと思います。最後に哲学心理研究所
の若井との質疑応答も予定しています。 

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（２P）を取得できます。 

期間： 2 0 2 1年 5月 3 0日（日）から 1カ月間の録画視聴  

   ５時間  期間中、くり返し視聴可  

場所：オンライン（資料は P D Fで配布します）  

料金： 1 0 , 0 0 0円  

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：田中恒彦先生  

 新 潟 大 学  人 文 社 会 科 学 系  

教育学系列  准教授  

 公認心理師／臨床心理士  

https://forms.gle/8jrReGiziaeeTYM4A


オフィス K オンラインセミナー 

 

●無料オンラインセミナー「心理職 1 年目のためのカウンセリング入門」 

日時：2021 年 5 月 11 日（火）20:00～21:30 

講師：北川清一郎（心理オフィス K 代表、臨床心理士・公認心理師） 

費用：無料 

開催場所：Zoom によるオンライン開催 

参加資格：心理職、対人援助職、大学生、大学院生など 

申し込み： info@s-office-k.com に「カウンセリング入門参加希望」と件名に書き、文面に名前、名前の

ふりがな、所属、資格を明記しメールする。 

詳細： https://s-office-k.com/news/archives/7617 

 

●オンラインセミナー「模擬面接で学ぶ困難事例の認知行動療法」 

日時：2021 年 6 月 20 日（日）13:00～16:00 

講師：岡村優希 先生（京都 CBT センター所長、公認心理師、認定行動療法士、臨床心理士） 

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、心理職、カウンセラー、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、

理学療法士、作業療法士、介護福祉士、看護師、保育士、教師などの資格をもつ対人援助の専門家、大学

院生など。 

申し込み： info@s-office-k.com に「困難事例セミナー参加希望」と件名に書き、文面に名前、名前のふ

りがな、所属、資格を明記しメールする。 

詳細： https://s-office-k.com/news/archives/7444 

 

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

日時：2021 年 7 月 18 日（日）14:00～17:00 

講師：鈴木眞弓 先生（心理オフィス K カウンセラー、臨床心理士、公認心理師） 

費用：5,200 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、心理職、カウンセラー、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、

理学療法士、作業療法士、介護福祉士、看護師、保育士、教師などの資格をもつ対人援助の専門家、大学

院生など。 

申し込み： info@s-office-k.com に「WISC セミナー参加希望」と件名に書き、文面に名前、名前のふり

がな、所属、資格を明記しメールする。 

詳細： https://s-office-k.com/news/archives/7599 



シリーズオンラインセミナー『幼児期から思春期までの認知行動療法』第１回 

 

認知行動療法は、不安症、強迫症、うつ病、PTSD 等に対する科学的根拠が実証されてお

り、心理職として必須の知識と言えます。子どもへの適用も行われており、スクールカウン

セラーはもちろんのこと、子どもの心理的支援に携わる者なら知っておくべき技法です。 

この研修では、「それぞれの症状に応じたマニュアルやワークシートが販売されているが、

ＣＢＴの理論的な背景を知らないと、ただ技法を当てはめるだけになってしまう」、「ＣＢＴ

の概要と、それぞれの症状に特化したものを知りたい」という声をもとに、子どもを対象と

したＣＢＴの概論を長野 newman 弘子先生に、ご講演いただきます。 

 

・最新の調査データから、CBT の効果と課題 

・子どもに適用するにあたり、成人に実施する場合と比較してどのような点に注意すべきか 

・個人に対するアプローチだけではなく、一次予防・心理教育としての学級集団に対するア

プローチ等の内容を、このオンライン研修では含んでおります。 

スクールカウンセラーのカウンセリングマインド研修の素材としても参考になると思い

ます。 

 

詳細：https://cbt1.peatix.com/view?? 



【オンライン研修】対人援助に役立つセルフケア体験セミナー 

 

ケアする人のためのリフレッシュ企画 

 

ときには、リフレッシュしてみませんか。 

対人援助に関わるすべての専門家の方向けに企画しました。 

今回は、専門家の方のためのセルフケア企画としておりますが、ご自身のケアだけでなく、個別支援、デ

イケアや病棟のプログラム等でも活用いただけると思います。奮ってご参加ください。 

 

【研修内容】 

フォーカシング 

フォーカシングとは、言葉になる以前の、体や心で感じられているものを大切に扱う心理手法です。体や

心の「感じ」を尊重することで、自分の状態を落ち着いて受け止めることができたり、次にとる行動の方

向が見えてくることもあります。本セミナーでは、頭で考えることをいったん脇に置き、体や心にゆった

りと向き合うフォーカシング的過ごし方を体験していただきます。 

 

マインドフルネス 

 マインドフルネスとはMind+ful+ness=心＋満ちている＋状態。 

自分の内側・外側で起こっていることに気づき、自分自身に優しい目をもって対応できるようになるこ

とで、皆さんがまた笑顔で支援に携われるよう応援の気持ちもこめたあたたかい実践型ワークショップ

にしていきたいと思います。 

 

 

【講師】 

フォーカシング（10:00~12:00）：梶井陽子 先生 

 

臨床心理士・公認心理師。九州大学大学院人間環境学府人間共生システム専攻心理臨床学コース修士課

程修了、2008 年より独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センターにて心理療法士として勤務。外来

のほか、医療観察法病棟や児童思春期病棟などを担当。2014 年に退職し京都に拠点を移してからは主に

大学の学生相談に携わっている。心理臨床においてはクライエントの「体験過程」および「主体性」を重

視している。 

 

12:00-12:30 セルフケアトークは京都 CBT センターの岡村優希先生が担当します。セルフケアについて

トークさせていただきます。 

 

マインドフルネス（13:30~17:00）：藤本志乃 先生 

（カウンセリングルーム Le:Self 代表） 

 



教育相談員の経験の後、腎臓内科で主に透析患者を対象にしたカウンセリングに従事。臨床・研究・講師

活動なども積極的に行ってきた。2020 年に「ウェルビーイングのためのカウンセリングルーム Le:self」

オープン。 

気軽な心ケアに出会えるカウンセリングルームを目指し、オンラインでのカウンセリングはもちろん、

マインドフルネス、ACTなどのワークショップ・イベントを開催している。 

 

【対象】医療、保健、福祉、産業、教育、司法の有職専門家（初心者の方でも歓迎です）、大学生・大学

院生、対人援助に関わる看護師さんや介護福祉士、PSWなどの専門家の方の参加もお待ちしております。 

 

【Live視聴（先着順）】2021 年 5月 9日（日）10:00~12:30 フォーカシング＋セルフケアトーク 

                           13:30~16:00 マインドフルネス 

 貴重な機会となっておりますので、ぜひ LIVE でご参加くださいませ。 なお、LIVE 視聴は 5/2 まで

にお申し込みいただくようお願いします。 

 

【録画視聴】5/16～6/13（なお、録画はお好きな時間に繰り返し何度でもご覧いただけます。） 

? 録画は 6/7 までにお申し込みお願いいたします。 

 ※LIVE 視聴参加の方でも、録画視聴ができます。録画視聴を希望されても、ご都合が合えば LIVE 視

聴に切り替えていただくことも可能です。その際はご連絡ください。 

 

【参加費】各 3,000 円（税込）※どちらも参加される場合は、6,000 円となります。 

  ただし、大学生、大学院生の方は各 2,000 円（税込）です。どちらも参加される場合は 4,000 円とな

ります。 

 

【主催】京都 CBT センター 

【共催】メンタルライフサポート PrimoPasso 

【お問い合わせ】kyotocbt01@gmail.com 

【参照 HP】https://cbtcenter.jp/cms/?itemid=2671 

 

※フォーカシング、マインドフルネスのどちらも参加された方へ 

LIVE 視聴、録画視聴どちらも臨床心理士資格更新ポイント申請予定です。ぜひご参加をお待ちしていま

す。 



認知行動療法スキルアップセミナー 

 

【内容】 

認知行動療法について講義やロールプレイを通じて実臨床の流れを習得することを目指します。また、

参加者同士で実践での疑問点をディスカションしたり、ベテランの心理士からのレクチャー（不定期）を

通じて認知行動療法のさらなる理解を深めることを行います。その他、書籍紹介を適宜行います。 

 

【スケジュール】 

上半期スケジュール 1 回目：4 月 17 日 20 時 初回面接での聞き取り、ケースフォーミレーション 2

回目：5 月 25 日 20 時 ホームワーク、心理教育 3 回目：6 月 22 日 20時 2 回目以降の展開 4回目：7

月 27日 20 時 未定 5 回目：8 月 24 日 20時 未定 6回目：9月 28日 20時 未定 

 

【講師】 

京都 CBT センタースタッフ、外部講師 

 

【対象】 

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

毎月第 4週 火曜日 20:00-21:00 

 

【参加形態】 

ZOOM（録画視聴も可能です）もしくは録画視聴 

 

【期間】 

2021 年 4 月～2022 年 3月 

 

【参加費】 

聴講参加:20,000 円 年 12 回スタッフ枠参加:30,000 円 年 12 回（定員 10名） 

 

【申込み】https://cbtcenter.jp/event/?itemid=2673 

 

【注意事項】※スタッフ枠はディスカッションやロールプレイにご参加いただけます。※年度途中から

ご参加の方もこれまでの内容を録画視聴可能です。※専用 slack にご招待します。※臨床心理士ポイント

申請予定 

 

【主催】京都 CBT センター 

 

【連絡先】kyotocbt02@gmail.com 



日本ブリーフサイコセラピー学会第 31回オンライン大会 

 

責任者：大会長 久持修 

 

場所：Zoom によるオンライン開催 

 

日程：WS は 2021 年 5 月 9 日（日）、大会は 2021 年 6 月 26 日（土）、27 日（日） 

 

URL： https://online2021.jabp.jp/ 

 

参加費：【WS】会員 7,000 円 非会員 8,000 円 学生 5,000 円（一部 2,021 円コースあり） 

【大会】会員 8,000 円 非会員 9,000 円 学生 2,021 円 

 

運営団体名：日本ブリーフサイコセラピー学会 第 31 回オンライン大会事務局 

 

連絡先： online2021@jabp.jp 

 

申し込み締め切り：WS は 4 月 19 日（月）、大会は 6 月 6 日（日） 

 

備考：臨床心理士ポイント申請予定 






