
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】両日参加 会員6,000円、非会員7,000円、院生5,000円 
　　　　　　　  9日のみ 会員4,000円、非会員5,000円、院生3,000円 
　　　　　　　10日のみ 会員2,000円、非会員3,000円、院生2,000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　臨床心理士 
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) 
9日(日)13:30～17:30 
・コアグループ体験セッション 医療領域 
　①「多職種連携の在り方について報告」 
・講義「機能する多職種協働のためにー事例検討会に 
　　ワークディスカッションの方法を導入することー」 
10日(祝)10:00～12:00 
・コアグループ体験セッション 教育領域 
　②「チーム学校での取り組みの報告」

【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

①②事例 
提供者募集 
A4で4ページ程度の資料 
ご用意いただきます

https://forms.gle/9FPeDJorrXRqghwo6




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

済

済

済



高齢者支援委員会 ２０２１年度第 3回例会 

日  時 ： 2021年 9月 15日（水）18:30～20:30 

場  所 ： Zoomによるオンライン会議 

参加者 ： 三澤，伊藤，細川 

 

⚫ 今後の進め方を検討 

 ・ 助成金がおりなかったので，オンライン回答で調査実施を準備する。 

 ・ コロナの感染状況を鑑みると，実施時期は慎重にしたいところ…。  

→ 感染状況が終息するのを待つか？いつ終息するか？ 

 先行きは不明なので実施しまうというのもいいかも？ 

ワクチン接種の完了がと言われているので 11月がひとつの目安？ 

→ 今年度中に 1回実施し，以後の対応を検討するのがよいか。 

 

⚫ 今後の方針 

 ・ 10月 7日幹事会で，以下の方針を報告し承認を得る。 

 ・ 今後の予定 ； 

   第 4回例会（10月 20日）で配布先への調査依頼の書類を用意 

   11月調査開始，12月締め切り 

   年度内の例会で集計，来年度の方針を検討 

 ・ 役割分担 ； 

    三澤 … 調査依頼先のメールアドレスのリスト作成 

    伊藤 … 調査依頼分の文章チェック 

    内藤 … 会計処理 

    細川 … 調査依頼文の最終調整，県士会名入りの封筒の手配 

 

〔次回〕  

２０２１年 10月 20日（水）18:30～ 

対面にて開催予定（状況によりオンライン） 



2021/10 月広報  第 3回 安否確認訓練 結果報告 

第 3回 安否確認訓練の結果について 

 

被害者支援委員会（災害支援部門） 

 

【実施概要】 

1 目   的： 災害時における連絡体制の確立 

2 対   象： 山梨県臨床心理士会 会員（174名）のうち、事前にアドレス登録した 119 名 

3 訓練日時： 2021年 7月 24（土）10：00 

4 内   容： 登録したアドレス宛に Google アンケートフォームの URL アドレスを送信 

5 手   続： 

（1）安否確認訓練に登録するメールアドレスを収集。事前に登録。 

（2）2020 年 7月 24日（土）10時、事前に登録したアドレスにメールを送信。 

（3）メールが届いた会員は、アンケートフォーム入力する。 

      

【結果】 

1．アドレス登録状況について 

    全会員 174名の内、アドレス登録者は 119名。昨年より 15名増加、全体の 68.4％。 

 

2．アンケートフォーム入力状況について 

   （1）アドレス登録済 119名のうち、 

送信できなかったアドレスが 2件あった。 

（2）入力が確認できたのは 

79 名（全体の 45.4％）だった。 

（3）入力が確認できなかったのは 

38 名（全体の 21.8％）だった。 

 

 

3．アンケートフォームの使い心地について 

「使いやすい」は 70件（40.2％）、「なんとか使いこなせた」は 9件（5.2％）であった。 

   

4．前年度の安否確認訓練結果との比較 

   （1）アドレス登録者数は 104名から 119 名に増加した。 

（2）送信できなかった 2名については、個別に確認する。 

   （3）入力確認できた会員は、昨年が 77名、今年は 79名でほぼ変化がみられなかった。 

  

 

 

 

 

 

登録・入力

79名、45%

登録・未入力

38名、22%
未送信

2名、1%

未登録

55名、32%

安否確認訓練に関するご意見・ご感想は、件名を「安否確認訓練について」として、 

被害者支援委員会 psychoyamashien@gmail.com までお願いします。 
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【資料：第 3回安否確認訓練 アンケート結果】 

 

                

 

       

 

              

 

◆安否確認訓練へのご意見（原文ママ） 

・いつもありがとうございます。毎年ありがとうございます。 

・地域名が現在使用されている行政区域(中北地域など)とは違うので現状に合わせた方がよいと思いました。 

・県外出身なので、地域で書かれてしまうとわからず、ぱっと答えられません。できればかっこ書きで市町村名を 

併記していただけるとありがたいです。 

・結果を知りたいです。 

・必要があれば、現地までの可能な交通手段（を聞いてみたらどうか） 

・使いやすいと思います。 

 

性別（79件の回答） 年代（79件の回答） 

居住地域（79件の回答） 
 

現在の健康状態（79件の回答） 
 

・・・2 名（2.5％） 

・・・18 名（22.8％） 

・・・24 名（30.4％） 

・・・20 名（25.3％） 

・・・10 名（12.7％） 

・・・5 名（6.3％） 

・・・0 名 

男性・・・12 名（15.24％） 

女性・・・67 名（84.8％） 

 

・・・36 名（45.6％） 

・・・14 名（17.7％） 

・・・2 名（2.5％） 

・・・4 名（5.1％） 

・・・5 名（6.3％） 

・・・12 名（15.2％） 

・・・4 名（5.1％） 

・・・0 名 

・・・2 名（2.5％） 
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概ね良好 

・・・72 名（91.1％） 

不具合があるが、 

生活に支障なし 

・・・7 名（8.9％） 

本フォームの使い心地（79件の回答） 

使いやすい 

 ・・・70 名（88.6%） 

なんとか使いこなせた 

 ・・・9 名（11.4％） 
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【資料：コロナ禍に関するアンケート調査結果】 

 

◆コロナ禍に関連して、あなたが職場で行っている支援活動について教えてください(76 件の回答) 

 

 

◆コロナ禍に関して、山梨県臨床心理士会に要望することがあれば教えてください(77 件の回答) 

 

 

◆自由記述（原文ママ） 

・結果を有効に活用願います。 

・コロナの影響は大きいと感じています。自殺者も大きく増加しているとのこと。臨床心理士としてなんらかの支援や 

活動ができるシステムがないか、自分にできることはないか思い巡らしています。 

・コロナ以外での災害・人災発生時に，今回のようなアンケートフォームがあると役立つのではないかと思いました。 

・毎年ありがとうございます。始めることよりも続けることが大変だと思います。会員の方への意識付けになっている 

ことを願います。 

・コロナにおける不用意な心理的影響の情報発信（講演）は慎重に行うべきだと思う。例：サイコロジカルファース 

トエイドで、返って心理的負担が増した人たちがいることをしっかり意識して情報発信をすべきと考えます。 

コロナ禍に関する活動は行わなかった 

感染症に対する不安や心の健康に関連する情報の提供 

感染症に対する不安や心の健康状態に関するスクリーニング 

対面、Web 面接、電話、メールなどによる心理的援助 

クラスター施設への D-PAT 派遣、コロナ感染者対応の専門外来 

メンタルヘルス研修の中で、コロナストレスの対応についてワークをしました 

安否確認訓練および COVID-19 に関するアンケートへのご協力、ありがとうございました。この結果を踏まえ、山梨県

臨床心理士会における災害支援体制づくりや、10 月に予定されている中部ブロック会議報告等に活用させていただき

ます。今後とも、被害者支援委員会の活動へのご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

令和3年 10 月 被害者支援委員会 

特にない 

支援に関する研修の開催 

会員同士の情報共有 

支援の現状に関する情報収集（アンケート調査など） 

一般市民への相談（対面、メール、電話、遠隔など） 

一般市民に対し、コロナ禍による心理的影響について講演 

クラスターが発生した場所へのカウンセラーの派遣 

医療従事者へ心理職への期待について聞く 
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2021年 10月 15日付 

1. 第 5 回(9 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 第 5回(9月)のスクールカウンセリング研究会は鈴木亜矢先生（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）を講師に、『特別支援教育に学ぶ 彼らに

何を伝えるのか』をテーマとして、オンライン形式にて開催いたしました。二十名を上回る

方々にご参加いただけました。お話していただいた特別支援教育の中身は、SCという立場

では知ることができない内容であると同時に、将来的には SCが特別支援教育とその現場を

しっかりと理解し、協働できるようになることが、職域の拡大に繋がるものと思われます。

また、現職での障害のある学生の就学支援の内容も、大変興味深いものがありました。現在

の SCは小・中・高という枠組みの中での活動ですが、大学進学後という中長期的展望も見

据えた支援も大切になってくることを、改めて肝に銘じる機会となりました。 

 

2. 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（詳しく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。 

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)。 

学校臨床心理士委員会からのお知らせ 10 月号〔2021 年度〕 
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 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。 

 

3. 「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） 

 

 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


 

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。
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令和 3年度 

愛知県臨床心理士会・愛知県公認心理師協会 

第 9回災害支援研修会 

 
一般社団法人 愛知県臨床心理士会／愛知県公認心理師協会 

 

ごあいさつ 

 

新型コロナウィルス感染症による災禍の中で，今年の 3 月 11 日には東日本大震災の発災から 10 年

目を迎えました。 

今年度の災害支援研修会は「継続的な災害支援」をテーマと致しました。これには，年月の経過に

より被災された方々のニーズは変化・多様化していく中，一支援者として我々に何ができるかを考え

続けるということと，災害支援を一時期の特殊なものではなく，不断に学び続けるということのふた

つの必要性があるものだということを，改めて皆様と共有できればという願いが込められています。 

今回は，災害時から現地で子どもおよび保護者・学校の支援を行って来られた，いわてこどもケア

センターの臨床心理士である三浦光子先生を講師にお招きし，10 年間に渡る子どもたちへの支援の実

際に関して，オンラインで現地岩手県と愛知県を結ぶ中でご講演頂きます。また，午後の演習では，

被災地での支援に従事した場合を想定し，後の支援に役立つための記録をどう残すかに関する実習を

行います。 

今年度は感染症対策をしながら，参集形式での開催を目指しています。ただし，愛知県内の感染状

況を考慮し，緊急事態宣言が発令された場合等，完全オンライン形式に変更する可能性があります。

また，午前中の講演のみオンラインにてご参加頂ける様に致しました。一日のご参加が難しい方も，

どうぞこの機会に災害支援の実際的な取組に触れて頂ければ幸いです（ただし，午前中の講演のみの

ご参加の場合，は臨床心理士資格更新のためのポイント申請制度の対象外となります）。 

災害支援研修会は昨年度まで愛知県臨床心理士会単独で行っていましたが，今年度から愛知県公認

心理師協会と共同で開催することになりました。災害における支援でも，支援をどのように継続して

いくかは大きな課題だといえます。この研修会が，私たち一人ひとりに何ができるかを改めて考える

機会になることを願っています。 

令和 3 年 10 月 1 日 

愛 知 県 臨 床 心 理 士 会  会長 中西 和紀 

愛知県公認心理師協会 会長 川瀬 正裕 

スケジュール 

日時：令和 3 年 12 月 12 日㈰ 9 時 30 分～16 時 30 分 

場所：ウインクあいち（名古屋市中村区名駅 4-4-38） 

内容：テーマ「継続的な災害支援」 

司会：水島 秀聡（愛知県臨床心理士会事務局長／災害対策本部 小島プレス工業株式会社） 

10 時 00 分～10 時 10 分  開会の挨拶と事業説明 

中西 和紀（愛知県臨床心理士会会長／災害対策本部 あいせい紀年病院） 
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10 時 10 分～12 時 40 分 講演：被災地における 1o 年間の子どもの支援 

講師：三浦 光子 先生（いわてこどもケアセンター） 

※できるだけ多くの方々に聴講して頂ける様，講演のみのオンライン参加も募集します。 

 

14 時 00 分～16 時 20 分 演習：「災害時における記録」（演習） 

講師：小嶋 麻乃（災害支援部会専門委員 大同大学）        

和合 香織（災害支援部会専門委員 中部大学・岡崎女子大学） 

※災害支援時に実際に現場で使用する予定の記録用紙を用い，災害時の支援の現場で，何を記録し，どう引

き継ぐかをグループワークの形式で学びます。 

16 時 20 分～16 時 30 分  閉会の挨拶 

川瀬正裕（愛知県公認心理師協会会長 金城学院大学） 

申込方法 

① 申込フォーム 

「一日参加」「午前中の講演会のみの参加」で別の申込フォームをご用意しております。

下の URL あるいは右の QR コードより，該当する参加形態のフォームにアクセスし，必要事項

をご入力頂いて申込締切日までに送信して下さい。正常に受け付けられた場合は，後日に本

研修会窓口より e メールで会費振込先を記載した受付完了の返信が届きますので，記載され

た要領で振込締切日までに参加費をお振込み下さい。 

 

 

 

 

 

なお，団体でのお申込みの場合も，お 1 人様ずつフォームにご入力ください。 

② 参加費         一日参加：2,800 円 
     午前中の講演会のみ参加：2,000 円 

③ 定員          一日参加：40 名（先着順） 
     午前中の講演会のみ参加：無制限 

④ 締切 

申込締切：令和 3 年 11 月 30 日（火）（一日参加は定員に達し次第締め切らせて頂きま

す。） 

本研修会事務局が参加費のお振り込みを確認した時点で，参加受付完了とさせて頂き

ます。参加費のお振込は 12 月 3 日（金）を締切とさせて頂きます。 
なお，参加者様ご都合による不参加・早退の場合，お振込後の返金は致しかねます。 

一日参加 

https://forms.gle/VGgQdi1MwpsrMyR48 

 

午前中の講演のみ参加（オンライン） 

https://forms.gle/LvqKKVxBnLjrUxan7 
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⑤ 研修ポイント 

 一日ご参加された方には臨床心理士資格認定協会にポイントを申請する予定です。

午前中の講演のみ参加された方は，ポイント申請の対象外となります。 

 個別の研修証明書は発行せず，県士会事務局にてポイントを一括申請します。 

※年会費の振込が確認されない場合，臨床心理士資格更新のためのポイント付与が

されない場合があるのでご注意ください。 

⑥ その他 

 受付完了のメールが，手続きから 1 週間経っても届かない場合は，本研修会窓口ま

でお問合せください（⑦を参照）。受付完了のメールが迷惑メールフォルダに振り

分けられてしまう事象が多く発生しています。受信フォルダだけでなく，必ず迷惑

メールフォルダもご確認下さい。 

⑦ 問合せ先（本研修会窓口） 

愛知県臨床心理士会 災害対策本部 E-mail：shien.asccp@gmail.com 
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