
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】山梨県立国際交流センター（山梨県甲府市飯田2-2-3） 
【定員】４８名（先着順） 
【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① 
　医療領域「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② 
　教育領域「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月30日(木)締切 
申込はお早めに!

http://yia.or.jp/wordpress/?page_id=477
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
調査依頼，調査内
容など再検討

第2回 6/16
調査依頼書・調査
書の最終確認

第7回 1/19
調査依頼，調査内
容など再検討

第3回 7/21 調査書発送準備 第8回 2/16
調査実施・集計

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
次年度活動計画
検討

第5回 10/20 助成金申請の検討

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

済

済



高齢者支援委員会 ２０２１年度第６回例会 ２０２１年１１月１７日（水）１８:３０～２１:００ 

参加者： 三澤，伊藤，内藤，細川 

 

〔内容〕 調査内容の再検討 

 

⚫ 研究趣旨の確認（申請書より抜粋） 

災害時など社会的困難が生じている状況において,高齢者などの社会的弱者と言われる人々は，日常の支援

の継続に加え，緊急事態に対応するために手厚い心理的支援が求められる。2019 年に始まったコロナ禍では，

対人交流の制限が感染拡大防止の鍵とされ,あらゆる文化的・社会的な交流が制限された。このことは，高齢者

の医療や介護において大きな障害をもたらし，直接的・間接的に高齢者本人やその家族，支援者らに，不安の

喚起や緊張の持続など，何らかの変化や影響をもたらした。こうした状況により,コロナ禍におけるメンタルヘル

スケアの専門職へのニーズが高まり,従前から人々のメンタルヘルスに寄与してきた臨床心理士には,これまで

以上の活動が期待されるようになった。 

本研究では,コロナ禍を経て,高齢者支援領域での臨床心理士に期待される役割の変化について,臨床心理

士やその連携他職者を対象に質問紙（自由記述を含む）を行って明らかにすることを目指す。 

 

⚫ 呼称の統一 

COVID-19，新型コロナウィルス感染症，新型コロナ など → 調査用紙および依頼書のどこかに正式名称

を記載し，「以下○○とする」と明記する。 

臨床心理士／心理職 で統一 

 

⚫ 質問項目の構成 

 これまで検討してきた調査項目に大きな変更を加えず，かつ，回答しやすい内容と順序で追加項目を検討。そ

の結果，以下の流れがよいのではということになった。 

①これまで検討してきた項目，②コロナ禍に関する質問項目（コロナ禍による変化→それによる影響），②心

理職への要望 

 コロナ禍による変化 ； 自由記載 ＋ 予測できるものは選択項目として提示 

選択項目は先行調査から検討 

＊参考 『特別養護老人ホームにおける新型コロナウイルスの影響調査』 

https://www.tcsw.tvac.or.jp/bukai/kourei/news/documents/covd19-

1tokuyoukekka.pdf 

『2020年新型コロナ感染症流行下の高齢者実態調査による 11自治体の分析結果』 

https://www.jages.net/?active_action=multidatabase_view_main_detail&block_i

d=65&content_id=832&multidatabase_id=1 

  

〔次回〕 ２０２２年１月１９日（水）１８:３０～ 状況によってオンライン開催か対面か検討し，事前に連絡 
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2021年 12月 15日付 

1. 第 7 回(11 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 11月27日㈯の第7回(11月)のスクールカウンセリング研究会はオンライン形式にて、

一瀬英史 SC（学校臨床心理士委員会 役員）より、『緊急支援と 協働と 限界と』をテーマに開

催いたしました。 

 一瀬 SC が教職として勤務していた往時の事例で、“このようなケースに対して、スクー

ルカウンセラーという立場だったらどうしたら良いのか”と考えさせられると同時に、立場

によって教師はどのように考えるのか、教師間ではどのようなやりとりがあるのか、学校と

してどのように意思決定されるのかといった、SCからは垣間見ることのできない場面を追

体験できる機会となりました。生徒が不測の事態を起こしたとして、心理臨床家ならば理解

し得ることでも、学校文化／学校風土の中では共有できない場合もあることが理解でき、そ

うなってしまった折に我々はどんな心の持ち様であるべきか、また不測の事態を防ぐため

には何ができたのか、様々なことを考えるヒントを得られた発表でした。 

  

 ※第 8回(12月)スクールカウンセリング研究会は 12月 18日㈯開催。 

 

2. 第 9 回(1 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 9 回(1 月 29 日㈯)は対面形式のみにて、田中健史朗 SC（山梨大学教育学部／学校臨床

心理士委員会委員長）より不登校支援ミニワークショップを開催いたします。対面とオンライ

ンのハイブリッド形式ですが、対面での開催場所がいつもと異なり、リバース和戸を予定し

ております。 
 

  

第 9 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 4年 1月 29日㈯ 午後 2:00～4:00 

 ・会場：青少年センターリバース和戸館（甲府市和戸）視聴覚室※ と オンライン（Zoomミー

ティング）のハイブリッド形式 

  ※会場は定員 8名で、先着順となります。対面形式をご希望の方は、チラシが届きました

らお早めにお申し込みください。 

 ・講師：田中健史朗 SC（山梨大学教育学部／学校臨床心理士委員会委員長） 

 ・テーマ：『不登校支援ミニワークショップ』 

 ・参加費：無料 （非会員：400円（＋手数料）） 

 ・申込方法：Google フォームにて受け付けております。チラシは来月の広報に添付い

たします。申込締切予定：1 月 27日㈭ 正午。 

学校臨床心理士委員会からのお知らせ 12 月号〔2021 年度〕 
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3. 第 10 回(2 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 今年度最後のスクールカウンセリング研究会(2 月 26 日㈯)は、昨年度好評だった、山梨

県弁護士会と共催の研修会を企画いたしました。今回のテーマは『いじめ問題』です。堀内

賢人弁護士にファシリテートをお願いしております。今回は SC、弁護士以外の職種の方々

のご参加もあるかも…？ 

 対面とオンラインのハイブリッド形式ですが、対面での開催場所がいつもと異なり、山梨

大学 甲府キャンパスを予定しております。また、時刻も午前中となっております。ご予定

をご確認ください。 
 

 

 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。 

 

4. 拡大委員会開催のお知らせ 

 毎回年度末に開催している学校臨床心理士委員会 拡大委員会を、3 月 26 日㈯の夕刻に、

対面およびオンラインのハイブリッド形式で開催予定です。詳細は来月以降の広報にてお

伝えいたします。 

 

了 

 

第 9 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 4年 2月 26日㈯ 午前 10:00～12:00 

 ・会場：山梨大学甲府キャンパス※ と オンライン（Zoomミーティング）のハイブリッド

形式 

  ※会場は定員 15名で、先着順となります。対面形式をご希望の方は、チラシが届きまし

たらお早めにお申し込みください。 

 ・ファシリテーター：堀内賢人弁護士（ふじさん法律事務所） 

 ・テーマ：『いじめ問題』 

 ・参加費：無料 （非会員：400円（＋手数料）） 

 ・申込方法： Google フォームにて受け付けております。チラシは 2月の広報に添付

いたします。申込締切予定：2月 24 日㈭ 正午。 



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の制

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
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 一瀬SC

第８回 １２月１８日（土） 事例検討会
岩橋SC
石原SC

第９回
１月２９日（土）
１４時～１６時

不登校支援
ミニワークショップ

田中SC

第１０回
２月２６日（土）
１０時～１２時

いじめ事案への対応
（山梨県弁護士会との共催）

堀内賢人弁護士
（ふじさん法律事務所）

【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。
※第９回はリバース和戸，第１０回は山梨大学甲府キャンパ
スを会場として予定しております。
※どちらもハイブリッド開催予定です。



チームで取り組む
教育相談

スクールカウンセラーとの効果的な連携

2022年
日 時
場 所 1月22日 14:00-16:30 参加費無料

山梨県立青少年センター本館３F第１会議室
〒400-0811 山梨県甲府市川田町517番地
電話： ０５５－２３７－５３１１

土

山梨県スクールカウンセラー 公認心理師
臨床心理士 学校臨床心理士委員会コーディネーター講師

（話題提供者）

説明

石原香絵氏

学校現場でスクールカウンセラーとして活躍している臨床心理士を招
いて、チームでの支援に在り方、教員とスクールカウンセラーとの連
携の在り方を考えます。

日本学校教育相談学会山梨県支部事務局
お問い合わせ

日本学校教育相談学会
山梨県支部
第６回研修会

当日会場で感染症対策を十分行いながら研修会を実施します。

kyouikusoudan.y@gmail.com

https://kyouikusoudangakkai-yamanashi.jimdofree.com/

MAIL

URL

佐野和規氏 高校教員 公認心理師 臨床心理士
学習院大学非常勤講師

本学会は、学校における相談支援の発展をめざす
会です。多くの学校関係者が参加し、年８回研修
会を行っています。教員や援助職の方はどなたで
も参加できます。

※参加希望の方は当日直接会場にお越しください
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