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調査実施日：2021年7月18日 調査対象者：174人

有効回答数：116人     　　 有効回答率：66.7％

「令和3年度　山梨県臨床心理士会総会」の書面決議と併せて実施。

1　性別 2　居住地域

3 　年齢

                          山梨県臨床心理士会　会員動向調査　報告書

※比較対象として、「一般社団法人　日本臨床心理士会会員動向調査結果（2020年）」を「全国」として掲載



４　臨床心理士以外の保有資格 2/4

 

５　就労形態

　　　　　　　　　　　　　

※全国調査と山梨県士会調査では選択肢が異なる部分があります。



６   就労領域 3/4

    

７　主たる就労領域

　　　　　　　　　　　



８　就労機関数 4/4

９　臨床心理業務経験年数



様々な現場

山梨県臨床心理士会主催　令和3年度　冬のワークショップ

【対象】臨床心理士、公認心理師、その他対人援助職の専門家および臨床心理士養成大学院生 
【会場】甲府市内（調整中） 
　※ 新型コロナウイルスの感染状況によってはzoomミーティングでの開催となります。 
【参加費】会員・院生6,000円（講義のみ2,000円）、非会員7,000円（講義のみ3,000円） 
【申込】申込フォーム https://forms.gle/9FPeDJorrXRqghwo6　もしくはQRコードから 

ワーク・ディスカッションとは、教育、医療、福祉、その他様々な対人援助の
現場における、心理療法場面ではない素材を検討するための理論と実践です。
過酷な現場で̶̶私たちはしばしばその渦中にいるわけですが̶̶、経験から
学び、専門家として生き残り続けるための方法を、ともに学びましょう。

医療

教育

講師　鈴木 誠　先生 
くわな心理相談室主宰 
日本精神分析学会認定スーパーバイザー・認定心理療法士 

著書・訳書に「学校臨床に役立つ精神分析」「児童養護施
設の子どもへの精神分析的心理療法」（誠信書房）「開業
臨床心理士の仕事場」（金剛出版）、「ワークディスカッ
ション̶心理療法の届かぬ過酷な現場で生き残る方法とそ
の実践̶」「学校現場に生かす精神分析一教えることと学
ぶことの情緒的体験―」（岩崎学術出版社）など多数。

2022年1月9・10日(日・祝) 
1日目　9日(日)13:30～17:30 
　　グループ実習「ワーク・ディスカッション」 
2日目　10日(祝)10:00～12:00 
　　　　　　講義「ワーク・ディスカッションとは何か」

【お問い合せ】山梨県臨床心理士会研修委員会　psychoyamakenshuiinkai@yahoo.co.jp

ワーク・ 
ディスカッション

WORK 
DISCUSSION

福祉

https://forms.gle/9FPeDJorrXRqghwo6


山梨県臨床心理士会 産業領域委員会主催  

 

 

 

 

 

昨年からのコロナ禍で、職場以外の心理職と対面で事例について話し合う機会が非常に少なくな

っております。こんな時期だからこそ、顔を合わせて対話しながら学びを深めてみませんか。 

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９月３０日（木） １８：００～２１：００ 

会 場： 県立青少年センターリバース和戸館 第３研修室 

事例提供：竹居栄子先生 

テーマ： 『病院職員のメンタルヘルス・サポート  

～うまくいかなかった事例を中心に』 

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 9月 15日付 

1. 第 4 回(8 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 外部講師として江間彩子先生（県立北病院）をお招きし、第 4 回スクールカウンセリング

研究会を 8月 28日㈯にオンライン形式にて開催いたしました。多職種も含め、60名に届

くほど多数の方々にご参加いただけました。 

 江間先生にお話していただいた内容は量的質的に非常に豊富であり、短文で要約できる

ものでは到底ありませんが、アタッチメントという視点から児童生徒を見ることの重要性

や、把握されている以上に虐待が多いということを教えていただきました。また「医療でな

ければできないことはほとんどない」とのお言葉もあり、我々SCが学校でできること、ま

た学校／SCと医療との連携が不可欠であることを再認識できました。北病院で開発された

家族支援プログラムも興味深かったです。 

 江間先生からはこれからも様々なお話を聴かせていただきたいですね。 

 

2. 第 5 回(9 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 5回（9月 25日㈯）では鈴木亜矢先生（山梨大学学生サポートセンター、アクセシビリテ

ィ・コミュニケーション支援室）から『特別支援教育に学ぶ 彼らに何を伝えるのか』をテー

マに、特別支援教育についてお話していただきます。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今回もオンライン形式のみに変更となりました。ご

不便をおかけすることになりますが、ご容赦ください。 
 

第 5 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 3年 9月 25日㈯ 午後 2:00～4:00 

 ・会場：Zoomによるオンライン形式 

 ・講師：鈴木亜矢先生（山梨大学学生サポートセンター、アクセシビリティ・コミュニケーション支援室） 

 ・テーマ：『特別支援教育に学ぶ 彼らに何を伝えるのか』 

   鈴木先生より：「より：何を伝えることが、困難を抱える子どもたちが生きることを支えるのでし

ょうか。特別支援学校の教員を経て心理師になる過程で、未就学児から社会人まで、教育・医療・

福祉のフィールドにおいて、様々な障害を持つ方やご家族とかかわってきました。この中で、彼

らに何を伝えたいのか、それがどのような意味を持つのか、何のために伝えるのか、どのように

伝えるとよいのか悩みながら、前に進むために答えを見つけようとしてきました。このプロセス

を共有し、学童期から大学生までの特別支援教育について、皆様と一緒に考える機会にしたいと 

思います」 

 ・参加費：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：9 月 26 日㈭ 正午まで(これ以降の申込はできなくなります)。 

 詳細は後続のチラシをご覧ください。 

学校臨床心理士委員会からのお知らせ 9 月号〔2021 年度〕 
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3. 第 6 回(10 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 6回(10 月 30 日㈯)では高石啓人先生（山梨県立大学人間福祉学部講師）をお招きして、ス

クールソーシャルワーカーの法制度や理論をご教示いただき、私達 SCとの役割分担や連携

について考えていきたいと思います。講師の高石先生は、SSWをテーマに研究をなさって

おり、さらには SSWとして実践経験もある先生です。貴重な機会ですので、ぜひご参加く

ださい。詳細は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。 

 

 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)）、開催時間は 30分

ボリュームアップし、14:00〜16:30となります。 

 

 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。年間予定の詳細は後続のチラシ「スクールカウンセリング研究会 今年度の

研修計画」をご覧ください。 

 

 

第 6 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 10月 30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：高石啓人先生（山梨県立大学 人間福祉学部 講師） 

 ・テーマ：『スクールソーシャルワーカーについて学ぶ研修会：法制度、理論、実践』 

    不登校やいじめ、虐待など学校で生じる様々な事案に対して、チーム学校として対応すること

が求められています。そのメンバーには、スクールカウンセラー（SC）だけでなく、スクールソ

ーシャルワーカー（SSW）も位置付けられています。SSW と連携していくことが必要ですが、

SCと SSWの交流がなく、連携するにしても SSWのことがよくわかっていないのが現状だと思

います。そこで、本研究会ではまず SSWについて知ることから始め、SSWの法制度や理論を知

ることで、どのように役割分担、連携ができるのか考えたいと思います。講師の高石先生は、SSW

をテーマに研究をなさっており、さらには SSW として実践経験もある先生です。貴重な機会で

すので、ぜひご参加ください。 

 ・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：10 月 28 日㈭ 正午まで(これ以降の申込はできなくなります)。 
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4. 「山梨相談を学ぶ会」のお知らせ 

 学校臨床心理士委員会では、〔多職種連携〕の一環として、県内養護教諭との連携に取り

組んでいます。養護教諭有志で「山梨相談を学ぶ会」という研修の実践を積んでおられてい

て、この度、SCにも門戸を開いていただけました。 

 SCがお誘いいただいている日程は、 

  ・12 月 11 日㈯ 13:30〜16:00 （会場：後日連絡） 

 

 となります（10 月 16 日㈯は定員に達しました）。いずれも SC枠は 3名（当委員会コーディ

ネーターを含む）となります。先着順となりますので、山梨相談を学ぶ会および養護教諭との連

携にご興味のあるかたは、お早めに申し込みください。 

 申し込み／お問い合わせは、学校臨床心理士委員会〔scyamanashi@yahoo.co.jp（担当：

石原）〕までお願いいたします。 

 

了 

 

mailto:psychoyamakoho@yahoo.co.jp


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

山梨県臨床心理士会会員：無料 

山梨県臨床心理士会非会員：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。 

２０２１年９月２５日（土） 
ｐｍ２：００～４：００  

 

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５回スクールカウンセリング研究会  

講師 

対 象  

参加費 

鈴木 亜矢 先生（山梨大学学生サポートセンター、 
アクセシビリティ・コミュニケーション支援室） 

鈴木先生より：何を伝えることが、困難を抱える子どもたちが生きることを支えるのでしょうか。特別支援学校の教員

を経て心理師になる過程で、未就学児から社会人まで、教育・医療・福祉のフィールドにおいて、様々な障害を持つ方

やご家族とかかわってきました。この中で、彼らに何を伝えたいのか、それがどのような意味を持つのか、何のために

伝えるのか、どのように伝えるとよいのか悩みながら、前に進むために答えを見つけようとしてきました。このプロセ

スを共有し、学童期から大学生までの特別支援教育について、皆様と一緒に考える機会にしたいと思います。 

『特別支援教育に学ぶ 

彼らに何を伝えるのか』 

オンライン（Zoomミーティング）で開催します！ 
※Zoomの情報は前日までにメールでお送りします。 

申込方法： URLまたは QRコードからお申込みください ➡ 

      URL➡ https://forms.gle/BhCABT6CA6wJ9pTS9 

申込締切：9月 23日(木)正午まで 

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



 

講師：高石 啓人先生（山梨県立大学人間福祉学部・講師） 
 
不登校やいじめ、虐待など学校で生じる様々な事案に対して、チーム学校として
対応することが求められています。そのメンバーには、スクールカウンセラー（SC）
だけでなく、スクールソーシャルワーカー（SSW）も位置付けられています。SSWと
連携していくことが必要ですが、SCと SSWの交流がなく、連携するにしても SSWの
ことがよくわかっていないのが現状だと思います。そこで、本研究会ではまず SSW
について知ることから始め、SSW の法制度や理論を知ることで、どのように役割分
担、連携ができるのか考えたいと思います。講師の高石先生は、SSW をテーマに研
究をなさっており、さらには SSWとして実践経験もある先生です。貴重な機会です
ので、ぜひご参加ください。 

【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（県臨床心理士会会員 500 円、非会員 1,000 円） 

オンライン参加（県臨床心理士会会員 400 円※、非会員 900 円※） 
※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】URL または QR コードからお申込みください 
URL→https://forms.gle/okg7QkoRMPGskxx38  

           QR コード↓ 
 

             【申込締切】10 月 29 日(金)正午まで 

【お問合せ】学校臨床心理士委員会 

研修担当  
scyamanashi@yahoo.co.jp 

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６回スクールカウンセリング研究会 

2021 年10 月 30 日（土） 

PM ２:00～４:30 

【場所】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 
※状況によってはオンラインのみになる可能性があります 



山梨県臨床心理士会
学校臨床心理士委員会主催

日程 内容 講師

第１回 ５月29日（土）
スクールカウンセラー制度・
業務

保坂チーフSC・
石原SC・田中SC

第２回 ６月26日（土） 学級経営
三枝寛康先生

（山梨県教育庁義務教
育課指導主事）

第３回 ７月31日（土）
事例検討会
（いじめ重大事態）

今村ＳＣ

第４回 ８月28日（土） 病院／医師とSC の連携
江間彩子医師

（北病院精神科）

第５回 ９月25日（土） 特別支援教育
鈴木亜矢先生
（山梨大学）

第６回 10月30日（土）
スクールソーシャルワーカー
との連携研修

高石啓人先生
（山梨県立大学）

第７回 11月27日（土） 学校緊急支援研修 一瀬SC

第８回 12月18日（土） いじめ・不登校支援研修会
未定

（募集中）

第９回 １月29日（土）
山梨県弁護士会との連携研
修・児童虐待事案への対応

八巻佐知子弁護士
（八巻法律事務所）

第10回 ２月26日（土） 事例検討会 未定（募集中）

【補足事項】
※研修日程・内容・講師は変更になる場合もあります。
※研修時間は基本的に１４：００～１６：００を予定しています。
※研修会の会場はぴゅあ総合を予定しています。



 

令和３年 ９月 １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 

初秋の候、皆様におかれましてはこの災禍にあっても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10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＞ 

 コロナウイルスの影響により、児童虐待の問題は益々顕在化してきていると言われています。児童虐待 

で優先されるべきは被害者である子どものケアですが、その養育者への支援も非常に重要であるとことを 

日々の臨床で感じています。今回は児童虐待をテーマに取り上げ、事例も紹介しながら児童虐待に対する 

理解や支援について皆さまと情報共有や意見交換の場にさせていただければ幸いです。 

 

 

＊山臨心医療保健領域の委員の皆様へ＊ 

参加の申し込みには、氏名、所属先を添え、10月1日(金)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１０月１２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 

 「事例を通して考える児童虐待の理解と支援」 

     担 当： 沼  みな子 先生  （ 住 吉 病 院 ） 

 

２．その他 

 

 

mailto:shinri-shitu@sumiyoshi-kaisei.jp










 
 

2021 年度日本催眠医学心理学会主催の研修会 
 

講師： 大谷 彰先生 （メリーランド州 Spectrum Behavioral Health サイコ

ロジスト／米国臨床催眠学会フェロー／米国心理催眠専門学会理事） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日本催眠医学心理学会（JSH）では 2019年度に引き続き大谷彰先生をお招きして、臨

床催眠の初級・中級コースを Zoomオンラインで開催します。初級コースでは催眠の基

礎・誘導法・オンラインによるデモンストレーション（希望者を募ります）、「自己催眠の

理論と応用」（体験学習）などを、中級コースでは「慈悲瞑想の催眠自我強化としての応

用」（13日）と「ポリヴェーガル理論と臨床催眠」（14日）についてそれぞれデモンスト

レーションを交えて研修します。どうぞ奮ってご参加ください。 

 

初級研修会 (Zoomオンライン） 

11月 6日(土)   10：00～13：00 （3時間）  

11月 7日(日)     9：00～13：00 （4時間） 

 

中級研修会 （Zoomオンライン） 

11月 13日(土)   10:00～13：00 （3時間） 

11月 14日(日)    9:00～13：00 （4時間） 

参加費 

JSH会員 （初級・中級通して 4万円）    

(初級のみ 2万円、中級のみ 2万 5千円) 

会員大学院生（初級・中級通して 2万円） 

(初級・中級のみ各 1万円) 

JSH非会員  (初級のみ 2万 5千円) 

非会員大学院生 (初級のみ 1万 5千円) 

※2019 年の大谷先生研修会初級コースの受講者

は１万 5 千円の値引きをします。（例）会員の場合

の参加費：初級コースのみ 5 千円、中級コースの

み１万円、通し 2万 5千円。 

申込み 
下記アドレス（告ちーず）からお

申込み下さい。

https://kokucheese.com/event/ind

ex/616207/ 
定  員 ： 各５０名 

参加資格：医師、歯科医師、臨床

心理士等の専門職 

＊非会員も初級を受ければ、本学会入会

を前提として(入会申込書も合わせて提

出)、中級も受講可能です。 

https://kokucheese.com/event/index/616207/
https://kokucheese.com/event/index/616207/
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