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2022年 2月幹事会議題 

 

日時：2022年 2月 10日(木)18:30～ 

於：ウェブ会議 

書記担当：倫理 

出席委員会：研修、倫理、医療、産業、被害者支援、学校、子育て支援、福祉臨床発達、事務局 

欠席委員会：高齢者支援 

陪席：代議員 会計班 広報班 

 

Ⅰ 郵便物回覧  

・東京公認心理師協会から ニュースレター39号 

・新潟県臨床心理士会会報 第 54号 

・全国被害者支援ネットワークから 被害者支援ニューㇲ第 36号 

・産業保健 21 107号 

 

Ⅱ 会員動向 

 入会希望者 長塚 円花 氏  学校、医療 

 退会希望者 石川 直 氏   学校、福臨 

 

 

Ⅲ 報告および審議検討 

報告） 

１ 事務局 エコチル調査 10歳詳細検査 精神神経発達検査について（2月 2日配信資料参照）  

  WiscⅣが出来る方の募集があるが、希望される方は個別に申し込みを積極的に行ってください。 

 

審議検討） 

１ 事務局 身延町いじめ防止対策委員会委員の推薦→今村亨会員を会として継続として依頼。 

２ 事務局 3 月 21 日に開催される、本会アディクション専門委員会 アディクション担当者設置及び担

当者研修会出席について（1 月 19 日配信資料）→ 長年アディクション問題に取り組まれてきた、稲永澄

子会員に推薦出来る方を会長、事務局長が打診をすることに。 

３ 副会長（代理報告） 第 81 回日本公衆衛生学会総会第 2 回実行委員会及び協賛について（2 月 1 日配

信資料）2022 年 10 月 7 日から 9 日まで山梨で開催される、学会実行委員会が 1 月 30 日にオンラインで開

催され、三澤知恵副会長が出席。協賛すると同時に可能な限り、本会として人的にも関わっていけるように

したい。 

４ 高齢者支援委（代理）資格認定協会からの助成金の使用について（2月 1日配信資料）資格認定協会か

ら 20万円が本会口座に振り込まれた。令和 5年 3 月末までが調査報告書提出期限となっており、調査費用

を高齢者支援委員会口座に振り込み、調査、研究活動ができるようにすることを確認した。 

５ 研修委員会 2021 年度冬のワークショップと補正予算について 鈴木誠先生をお招きして 1 月 9 日、

10日に開催された、ワークショップについて設樂委員長より文章で報告。2日間のワークディスカッション

では、コアグループで起っている情緒の焦点化が、ケース理解に繋がっていく体験、経験となった。コロナ

禍でも開催できたことは良かったが、会場費が高くなってしまったため、赤字となった 120,109円を補正予

算で計上することとした。 

６ 広報班 ホームページリニューアルについて 担当今村さんより話題提供があり、業者と検討した上で、

最終確認をメール上で行っていくことになった。 
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７ 広報班 2021年度ニューズレターについて検討。今年度は会長、吉川代議員と 5委員会が投稿。3月上

旬を原稿締め切りとした。 

８ 事務局 今後の事務局体制について 小野事務局長が山梨英和大学心理臨床センターを 3 月末で退職

するため、今後の事務局の場所などの検討を行った。 

９ 委員会報告  

被害者支援委員会 1 月 23 日全国被害者支援担当者研修会に参加報告。令和 3 年度冬の中部ブロック会議

が 2月 6日に開催された。「災害発生時の組織作りについて」。今年夏には、ブロック会議が山梨主催で開催

予定。それにあたって Microsoft Teams の導入について検討されており、各県で分担する案がでている。

導入について、今後当会としても活用できていくため、前向きに次回幹事会でも検討を行っていく。 

産業領域委員会 1月 27日事例検討会は中止。3月 5日ひきこもり専門担当者会議に参加予定。 

医療保健領域委員会 3月 6日に松原先生を講師による合同研修会を ZOOMで開催。 

福祉臨床発達委員会 2月に開催予定の研修会延期し 3月開催予定。2月 9 日障害者差別ネットワーク会議

に参加。 

 

■次回幹事会日程：2022年 3月 25日   時間：18:30 書記：医療 

書記輪番表 ： 産業→高齢者→研修→倫理→医療→被害者→事務局（局長、会計、広報で輪番）→学校→子

育て→福祉臨床発達  ＊会長を除く 
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2022 年 3月 15日付 

1. 拡大委員会開催のお知らせ 

 学校臨床心理士委員会 拡大委員会を、3月 26日㈯ 午後 2時から 4 時まで オンライン

形式にて開催いたします。 

 拡大委員会では今年度の活動報告と来年度の活動計画等について審議致します。 

 また，せっかくの機会ですので，全国のスクールカウンセラー会議で話題となっている点

について情報共有します。全国的な動き（例えば，ＳＣの常勤化）について意見交流しましょ

う。さらに，スクールカウンセラーをやられているなかで様々な疑問や困りごとがあると思

います。回答できる内容についてはお答えしようと思いますし，ご意見については教育委員

会に届けられるようにしたいと思います。ぜひこの機会をご活用ください。後続のチラシに

掲載された URL もしくは QR コードより申し込みいただけます（申込締切 3/24㈭ 正午）。 

 

2. 第 10 回(2 月)スクールカウンセリング研究会を開催しました 

 2 月 26日㈯の第 10 回のスクールカウンセリング研究会は、好評いただいている山梨県

弁護士会共催による企画をオンライン形式にて開催しました。堀内賢人弁護士（ふじさん法

律事務所）を講師に、いじめに関する法的解説と、情報公開されている事例を元にブレイク

アウトルーム機能を用いたグループ協議を行ないました。臨床心理士／SCの他にも、SSW、

県教育委員会、義務教育課、高校教育課、県立高校学校長、養護教諭の各先生など、四十名

を超える方々にご参加いただけました。 

 検討した事例でも実際に生じたように、周囲の大人が対応できたはずのことが、見落とさ

れたり、見過ごされたりすることが起きてしまいます。私達は日々研鑽を積み、柔軟かつ鋭

い視点で、いじめ問題に取り組まなければならいことを再認できた研修でした。 

 来年度も引き続き山梨県弁護士会と共催の研修会を開催する計画です。お楽しみに。 

 

3. 2022 年度スクールカウンセリング研究会について 

 来年度の継続型研修会も「スクールカウンセリング研究会」として年 10 回を計画してい

ます。今年度同様、5 月より、おおむね最終土曜日の午後 2時～4時（一部例外あり）を予定

しています。オンライン形式も導入したハイブリッド形式の検討等、多くの方々にとって参

加しやすく、かつ有意義な研修会を目指しています。 

 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 円を還元い

たします。 

了 

学校臨床心理士委員会からのお知らせ 3 月号〔2021 年度〕 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校臨床心理士委員会 

拡大委員会開催のお知らせ 
 

3 月 26 日(土)pm 2:00～4:00 
 

拡大委員会では今年度の活動報告と来年度の活動計画等に 

ついて審議致します。また，せっかくの機会ですので，全国の 

スクールカウンセラー会議で話題となっている点について 

情報共有します。全国的な動き（例えば，ＳＣの常勤化）について 

 意見交流しましょう。さらに，スクールカウンセラーをやられて 

     いるなかで様々な疑問や困りごとがあると思います。 

    回答できる内容についてはお答えしようと思い 

     ますし，ご意見については教育委員会に 

    届けられるようにしたいと思います。 

ぜひこの機会をご活用ください。 

  申込方法  URLまたはQRコードから申し込みください。 

URL 

https://forms.gle/c5iWZMJnj1bCeQVW9 

QRコード 

          ※座談会でお話したい話題・お困りのことなどが 

ありましたら、申込フォーム内にご記入ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 学校臨床心理士委員会 研修担当 
✉ｓｃyamanashi@yahoo.co.jp 

  申込締切  ３月 24日(木)正午まで 

https://forms.gle/c5iWZMJnj1bCeQVW9


研修に参加して 

３月６日に「ソンディ・テストを学ぶ」研修会に参加しました。当日はズーム

形式で、参加人数は１１名、講師の松原由枝先生の温かさやお人柄にふれながら、

終始和やかな安心感のある雰囲気の中でお話を聞くことができました。ソンデ

ィ・テストとは、ハンガリー出身の精神科医レオナルド・ソンディさんにより考

案された投影法で、８枚の写真の中から好きな写真、嫌いな写真を選んでいくこ

とを繰り返す方法です。難しいイメージがありましたが、とても簡単に使用でき

使い勝手が良いことを知りました。そして、その背景理論として、個人が引き起

こす様々な現象にはその家に代々伝わる家族の傾向が関係しているという「家

族的無意識」「運命分析学」をソンディさんは提唱されました。松原先生はそれ

らについて、先生の言葉で丁寧にとてもわかりやすく説明してくださったので、

おそらく参加者全員がその話に吸い込まれていくような感覚になり、とても興

味深く話しを聞くことができました。私自身も自分の家族や家系について色々

な想像をめぐらせながら、自分が今なぜこのような仕事をしているのか、改めて

考えさせられる時間にもなりました。「運命はかえられないが、工夫していくこ

とでよりよく生きられる」松原先生の温かい誠実な臨床姿勢にも学びは多く、久

しぶりに実りの多い充実感いっぱいの研修となりました。ありがとうございま

した。ソンディ・ディテストは医療だけではなく教育場面など、さまざまな場面

で利用できるものだそうです。理論がおもしろく、とても魅力的な検査と感じま

したので、今後更に学びを深め今後の臨床に活かしていきたいと思います。 

令和４年３月 10日 住吉病院 沼みな子 

  

立入昌美先生、沼みな子先生投稿ありがとうございました。今回不参加の会員の

皆様も両先生の想いに触発され次回は多数の参加者になることでしょう。清水 

 

「お願い」 

医療保健領域委員会委員の皆様：令和４年度は役員改選の時期です。既にお手

元にはメールにてご案内が届いていると思いますので、必ずご返信願います。 

                         

 医療保健領域委員会 

                         委員長 清水隆善 



  合同研修会 松原由枝先生による「ソンディ・テストを学ぶ」の開催報告 

 ３月６日（日）午前１０時～午後４時１５分（５時間）に渡り、山梨県臨床心理士心理士

会医療保健領域委員会＆山梨県精神科病院協会臨床心理部会による合同研修会が開催しま

した。参加者は県士会会員及び山精恊臨床心理部会会員としましたが、当日は、日本資格認

定協会主催の「こころの健康会議」と重なったために、１２名とうい少数の参加者でしたが

参加者は最後の質疑応答・振り返りにおいては笑顔で満足感に浸った内容のことばが交わ

され余韻が残る研修会でした。 

新型コロナウイルス感染症感染禍ですので、オンライン（ZOOM）よる。３年越しの開催

となりましたが、事務局一同、ホッとして肩の荷がおりました。 

事務局の立入昌美昌美先生、沼みな子先生から振り返り、感想文が届きましたので報告しま

す。 

県士会医療保健領域＆山精協臨床心理部会主催  

講師 松原由枝先生の「ソンディ・テストを学ぶ」に参加して 

 お恥ずかしながら、ソンディ・テストは大学院で少し触れた程度で、やや影のある顔写真

を見て人格傾向を把握する、主に司法・矯正領域で活用されているテストという印象しかな

く、どこか遠い存在に感じていました。しかし、今回この研修会でソンディ・テストの理論

的背景や活用法などを知るうちに、なぜこれまで臨床現場に浸透してこなかったのが疑問

に思うほど、ソンディの運命心理学およびソンディ・テストが人間をより深く理解するのに

示唆に富んだものであり、日々の臨床に幅を持たせてくれるものであるかを知ることがで

きました。その魅力は紙面の関係上伝えることはできませんが、抜粋するとしたら、施行法

が簡便でテストを取る側、される側双方の負担が少ないところ、その場でプロフィール化で

き、その人自身が自分の持ち味を活かしつつ良い方向へ向かっていけるよう、１つの側面か

らだけで推し量ることのできない複雑で深みのある心の位相をフィードバックすることで

自己洞察を促していくところでしょうか（謂わんとするところが伝わってますでしょうか）。 

 丸一日の研修会でしたが、ソンディ・テストの第一人者である講師の松原先生に分かり易

くかみ砕いて教えていただき、また松原先生のお人柄にも魅了され、あっという間の楽しい

有意義な時間を過ごさせていただきました。今回教わったことだけでも活かせそうなこと

はたくさんありましたが、奥が深いソンディ・テストなのでまだまだ勉強が必要です。願わ

くは再び研修の機会に恵まれ、多くの方々とその魅力をまた共有でき、自身の研鑽に繋げら

れたらと思います。 

                            

                             住吉病院 立入昌美 

 


	

