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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。

済



高齢者支援委員会 2021年 度第 1回例会 

日 時： 2021年 5月 19日（水）18:30～ 

場  所 ： リバース和戸第 5会議室 

参加者 ： 三澤，伊藤，内藤，細川 

 

⚫ お知らせ 

・ 総会は書面表決の予定なのでご協力を。 

・ 予算について ； 研究助成申請／予算増額について幹事会で承諾を得ることができた。他

の委員会の活動等については幹事会の議事録を参照のこと。 

 

⚫ 近況報告 

 

⚫ 研究助成の申請の最終確認 

・ 申請所の詳細を確認した。 

→ 5月 25日申し込み締め切り（消印有効）までに提出予定 

→ 8月中旬までに選考結果を通知予定 

・ 次回例会で，調査依頼書，調査用紙の最終確認の予定。 

 

 

〔次回〕 

 ２０２１年 6月 16日（水）18:30～  

開催場所については，対面かオンラインかを 6月初めに検討し，連絡します。 





山梨県臨床心理士会 産業領域委員会主催  

 

 

 

 

  

  

    Cl 承諾の上、他機関のスタッフに情報提供したのに、伝わった感じが持てな

かった。しない方が良かったかな‥ 

     個人面接の中でサポートするのと、他職種、他機関と連携をとるのは、  

役割が違うような‥ 

    どのようにしたら「連携」がうまくいくの？  

 

このようなことで悩んだことはありませんか。今回は、   福祉、教育、医療、産業   などの領

域で活動している心理士にもご参加を頂きます。先輩からご意見を伺いながら、参加者の疑問を一緒

に考えていこうという企画です。 

皆さまからのざっくばらんな疑問やお困り感が共有できると、様々な領域で活動されている会員の

皆さまにも、大変に学びの多い会になると思います。山梨県臨床心理士会会員の方であれば、どなた

でもご参加頂けます。事前のお申し込みは必要ありません。是非お気軽にご参加下さい。 

 

日 時： ２０２１年 7月 1日（木） １８：３０～２０：３０ 

会 場： 県立青少年センターリバース和戸館 第３研修室 

参加費： 無料 

形 式： 対面方式（手指の消毒、マスク着用、密を避けるなどの 

コロナ対策にご協力をお願いいたします。） 

問合せ先 メール：psychoyamasangyo@yahoo.co.jp   電話：050-3698-1187（カウンセリングルームさの） 

県内の感染者が増加した場合、開催が中止されることがあります。 下記の問い合わせ先にてご確認ください。 

mailto:sychoyamasangyo@yahoo.co.jp
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2021年 6月 15日 

1. 第 1 回(5 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 今年度最初のスクールカウンセリング研究会を 5 月 29 日㈯に開催いたしました。オン

ライン形式して、28名の方々にご参加いただきました。 

 前半は田中健史朗 SC（当委員会 委員長）から、改めて当委員会の紹介と、今年度 SC事業の

ポイントをまとめさせていただきました。昨年度より会計年度任用職員となったことで、

SCに求められる法規や危惧される点などを再認する機会となりました。 

 中盤では保坂三雄チーフ SCをお招きし、チーフ SCとしてのお立ち台で学校や SCから

寄せられた意見を整理した形で問題提議していただきました。最新の統計結果や現場の生

の声をお伝えいただき、大変参考となるお話でした。 

 終盤は石原香絵 SC（当委員会 コーディネーター）より、3月 21日に行われた「学校臨床心理

士」コーディネーター全国連絡会議（学校臨床心理士ワーキンググループ主催）の内容を報告致し

ました。他の都道府県の動向や、本県との対比など、コーディネーターでなければ把握し得

ぬ情報を引き続きお伝えできたらと考えておりますので、今度ともスクールカウンセリン

グ研究会に奮ってご参加ください。 

 

2. 第 2 回(6 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 今年度の 2回目のスクールカウンセリング研究会を 6月 26日㈯に開催いたします。“先

生方は学級運営をどう考え、どう実行しているの？”という、根源的でありながら我々SC

には未知の部分を、しなやかな心の育成担当として日頃お世話になっている三枝寛康先生を

お招きし、教えていただこうと思います（なお、今回は一教師としてお招きしますので、SC 事

業に関するお話は要請しておりません。ご理解いただければ幸いです）。 

 詳細は次ページ及び後続のチラシをご覧ください。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況次第によってはオンラインのみとなる可能性もあ

ります。ご了承ください。 

 

3. 第 4 回(8 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 今年度は外部講師をお呼びする回（第 4回(8月)および第 6回(10月)）では参加費を頂戴し

（対面形式：500円、オンライン形式：400円(非県士会員の場合それぞれ 500円プラス)）、開催時間

を 30分ボリュームアップし、14:00〜16:30とします。 

 第 4回(8 月 28 日㈯)では江間彩子医師をお招きして、私達ＳＣが対応する事の多い不登

校の原因や自傷行為の対応の仕方についてお話しいただき、精神科医師の考えるスクール

カウンセリングの在り方や医療連携の仕方等についてご教示いただきたいと思っています。 

 詳細は次ページ及び後続のチラシをご覧ください。 

2021 度 学校臨床心理士委員会からのお知らせ 
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第 2 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 3年 6月 26日㈯ 午後 2:00～4:00 

 ・会場：ぴゅあ総合（甲府市朝気） 3階 視聴覚・音楽室※ 

        ＋ Zoomによるオンライン形式 のハイブリッド開催 

  ※会場は定員 17名で、先着順となります。対面形式をご希望の方はお早めにお申し込みください。 

 ・講師：三枝寛康先生（しなやかな心の育成担当） 

 ・テーマ：『トリセツのない学級経営 〜 95%の苦悩と 5%の喜び 〜』 

       ①学級経営の必要性 

       ②学級経営の課題 

       ③学級経営の目的 

       ④学級経営の土台づくり(初任者教員向けの説明資料から) 

        ・児童生徒理解 

        ・児童生徒同士のつながりをつくる 

        ・担任の視点転換とリーダーシップ転換 

 ・参加費：対面参加：無料（非県士会員 500円） 

      オンライン参加：無料（非県士会員：400円） 

 ・申込方法：Googleフォームにて受け付けております。後続のチラシからお申し込み

ください（申込締切：6月 25日㈮ 正午まで）。 

 

 

第 4 回スクールカウンセリング研究会（外部講師による特別講演会） 

 ・日時：令和 3年 8月 28日㈯ 午後 2:00～4:30（※30分増量） 

 ・会場：ぴゅあ総合（甲府市朝気） 3階 視聴覚・音楽室※ 

        ＋ Zoomによるオンライン形式 のハイブリッド開催 

  ※会場は定員 17名で、先着順となります。対面形式をご希望の方はお早めにお申し込みください。 

 ・講師：江間彩子医師（山梨県立北病院 精神科） 

 ・テーマ：『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 〜』 

    今回は、特別講師として江間彩子医師をお招きして、私達ＳＣが対応することの多い不登校の

原因や自傷行為の対応の仕方についてお話しいただき、精神科医師の考えるスクールカウンセリ

ングの在り方や医療連携の仕方、さらには、医療機関へリファーすべきケースとＳＣが対応すべ

きケースのアセスメントについてご教示いただきたいと思っています。 

    そして、北病院ではどのような治療をしているのかお伺いし、児童思春期の子ども達に必要な

治療と関わりについて、医師とＳＣが共に考える時間にできたらと考えています。質疑応答の時

間も設けますので、この貴重な機会に多くのＳＣの皆さまにご参加いただきたいと思います。 

 ・参加費：対面参加：500円（非県士会員 1,000円） 

      オンライン参加：400円（非県士会員：900円） 

 ・申込方法：Googleフォームにて受け付けております。後続のチラシからお申し込み

ください（申込締切：8月 27日㈮ 正午まで）。 
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4. スクールカウンセリング研究会 年間予定 

 今年度のスクールカウンセリング研究会は毎月最終土曜日 14:00〜16:00（年末のみ例外）

を予定しています（日時、内容に変更の可能性はあります）。 

 スクールカウンセリング研究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。また、

事例提供／ファシリテーターを担当していただいた方には資料代として 1,000円をお支払

いいたします。 
 

 テーマ／内容 
講師／ 

ファシリテーター 
時間 会場 

第1 回（5/29㈯） 
チーフ SC に聞いてみよう！ 

 〜 SC事業のアレやコレ 〜 

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㈯） 
トリセツのない学級経営 

 〜 95%の苦悩と 5%の喜び 〜 

三枝寛康先生 

（しなやかな心の育

成担当） 

14:00〜

16:00 

オンライン／

対面のハイブ

リッド形式 

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（特別講演会） 

— 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〜

16:30 

オンライン／

対面のハイブ

リッド形式 

第5 回（9/25㈯） 

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 

鈴木亜矢先生 

（山梨大学） 

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〜

16:30 
未定 

第7 回（11/27㈯） 

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 

一瀬英史 SC 
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。 

 



 
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２回スクールカウンセリング研究会  
学校文化を知ろうシリーズ研修会―学校経営について 

日 時 ：２０２１年６月２６日(土) ｐｍ２：００～４：0０  
 
会 場 ：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（先着 17名） 

または、 Zoomミーティングのハイブリッド開催 
 
講 師 ：山梨県義務教育課 しなやかな心の育成担当 

三枝 寛康 先生 

対 象 ：山梨県臨床心理士会会員、山梨県のスクールカウンセラー 
参加費：対面参加（山梨県臨床心理士会会員無料、非会員 500円） 

   オンライン参加（山梨県臨床心理士会会員無料、非会員４０0円+振込手数料） 
※振込手数料は自己負担でお願いします。返信メールにて振込先をお知らせします。 

 
申込方法：QRコードまたは URLからお申込みください➡ 

     URL➡https://forms.gle/5AmBPnsU865NXyKF9 

申込締切：6月 25日(金)正午まで 

お問合せ:学校臨床心理士会研修担当 scyamanashi@yahoo.co.jp 

 

①学級経営の必要性 
②学級経営の課題 
③学級経営の目的 
④学級経営の土台づくり(初任者教員向けの説明資料から) 
・児童生徒理解 
・児童生徒同士のつながりをつくる 
・担任の視点転換とリーダーシップ転換 

 

【申込 QRコード】 

 



 

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４回スクールカウンセリング研究会 
 

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― 

講師：江間彩子医師（山梨県立北病院精神科） 
  
今回は、特別講師として江間彩子医師をお招きして、私達ＳＣが対応することの多い 

不登校の原因や自傷行為の対応の仕方についてお話しいただき、精神科医師の考えるスクー

ルカウンセリングの在り方や医療連携の仕方、さらには、医療機関へリファーすべきケース

とＳＣが対応すべきケースのアセスメントについてご教示いただきたいと思っています。 

そして、北病院ではどのような治療をしているのかお伺いし、児童思春期の子ども達に 

必要な治療と関わりについて、医師とＳＣが共に考える時間にできたら 

と考えています。質疑応答の時間も設けますので、この貴重な機会に 

多くのＳＣの皆さまにご参加いただきたいと思います。 

 

日 時 ：２０２１年８月２８日（土）pm２:００～４:３０ 
会 場 ：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（先着 17名） 
または、 Zoomミーティングのハイブリッド開催 

対 象：山梨県臨床心理士会会員、山梨県のスクールカウンセラー 

参加費：対面参加（山梨県臨床心理士会会員 500円、非会員 1,000円） 

    オンライン参加（山梨県臨床心理士会会員 400 円※、非会員 900 円※） 

※振込手数料は自己負担でお願いします。返信メールにて振込先をお知らせします。 

 

※申込〆切：2021 年 8 月 27 日（金）正午まで 

 

お問合せ：学校臨床心理士会研修担当 scyamanashi@yahoo.co.jp 

【申込 QRコード】 

 



 

令和３年６月 ６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 

向暑の候、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、山精協臨床心理部会との合同で、下記の内容にて７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＞ 

 2020（令和２年）１月に新外来・精神科リハビリテーション棟（与進館）が完成し、デイケアの稼働が始

まりました。移転後のデイケアは、利用目的別に３つのグループ構成とし、リハビリの構成を大きく変化さ

せました。移転前のデイケアを振り返ることで、これまでの成果とこれからの課題を考えていきます。参加

者の皆様より、活発なコメント・意見をいただけることを期待しています。 

 

 

＊山梨県臨床心理士会医療保健領域委員会の委員の皆様へ＊ 

参加の申し込みには、氏名、所属先を添え、7月1日(木)までにご連絡ください。 

ご連絡いただいた方に ID等お知らせいたします。 

－連絡先－ 

ＴＥＬ：055-235-1521  (住吉病院) 

ＭＡＩＬ ：shinri-shitu@sumiyoshi-kaisei.jp 

 

日   時 ： 令和３年 ７月１３日（火）17:30～19:00 

 

方   法 ： Zoomによるオンライン方式 

 

内   容 ： １．研修・話題提供 

 「新棟への移転に伴うデイケアの取り組みについて 

          ―リワーク（復職支援）を中心に―  」 

担 当 ： 成 田  正 樹 先生  （峡 西 病院） 

 

２．その他 
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