
2022年度
会費納入のお願い

2022年度分の会費納入をお願いいたします。

県士会の活動はみなさまの会費に支えられています。

山梨県臨床心理士会 事務局

正会員￥6,000 準会員￥4,000

納入先 山梨県臨床心理士会事務局

ゆうちょ銀行総合口座 普通預金

記号10880 番号7321171

＊ 現金でのお受け取りはできません

＊ 振込は登録されている会員名でお願いします



皆さまの参加
お待ちしています！
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令和4年
5月31日（火）

ミニ講演「発達障害の今」
小林真理子先生より

6月28日（火） 現場からの報告①

7月19日（火） 現場からの報告②

8月23日（火） 拡大研修会Ⅰ 外部講師を招いてのSV

9月27日（火） 現場からの報告③

11月22日（火） 現場からの報告④

令和5年
1月24日（火）

現場からの報告⑤

3月14日（火） 拡大研修会Ⅱ 外部講師を招いてのSV

令和４年度の予定

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

本年度も、研究会・事例検討会等を開催させていただきます。

引き続き、新型コロナウイルス感染防止に留意しながらの実施に

なりますので、ご協力をよろしくお願い致します。

時間：19時～21時30分

場所：こころのサポートセンター

ネストやまなし

山梨県甲斐市島上条２０９

申込：メールまたは電話・ファックスにて

氏名・連絡先・所属を明記の上、

ご連絡ください

山梨県臨床心理士会 福祉臨床発達委員会
Mail：nest-y@tw.drive-net.jp
Tel：055-267-6903 Fax：055-267-0023



山梨県臨床心理士会

高齢者支援委員会

２０２２年度

［日時］ 第3水曜日
18:00～20:30

［場所］ 山梨県青少年センター会議室
またはオンライン開催

2022年度は
調査実施・集計・考察を

すすめていきます

登録委員
募集中

山梨県臨床心理士会高齢者支援委員会事務局

お問合せ yamaageing@gmail.com

第1回 4/20
2022年度計画
確認

第7回 11/18
心理職向け調査
終了

第2回 5/18 調査用紙など発注 第8回 12/21
心理職向け調査
集計

第3回 6/15
専門職向け調査
開始

第9回 1/18 考察

第4回 7/20
専門職向け調査
終了

第10回 2/15 考察

第5回 9/21
専門職向け調査
集計

第11回 3/15
考察
次年度計画

第6回 10/19
心理職向け調査
開始

済



高齢者支援委員会 2022年度第 1回例会 2022年４月２２日 18:30～20:15 

参加者： 三澤，伊藤，内藤，齊藤，細川 

 

⚫ 依頼文，調査用紙，回答フォームなどの確認 

文言の表記の揺れの統一・修正（「ひとつ」「１つ」の両方があるので「１つ」に統一する，など） 

回答フォームの微調整（セクションの区切りの修正） 

発送の確認； 5月末発送→回答ｇ期限 6月末まで 

次回例会（5/18）に最終確認後，発注の予定 

 

⚫ 3月 13日開催『高齢者支援心理臨床ゼミ―オープンゼミ 2021年度―』参加報告 

齊藤委員（甲府共立病院）より報告があり，以後，心理職のアウトリーチについて議論した。 

報告； 統合失調症の患者さまが高齢者になり支援が必要になるのはよく見る。 

     その中で，患者本人の意思はどこにあるか？と思うことがよくある。 

        厚労省や主催病院のデータに基づく話題提供があり，心理職によるアウトリーチはど  

こまでできるか？と考えた。 など 

   議論； 心理職によるアウトリーチについて 

        … 従来の基本的な生活基盤が整ってから心理職の出番という考え方から，必要な

人に届くような支援の在り方にしていくには，どうしていけばよいか？ 

        … 社会サービスのパッケージのひとつにカウンセリングが含まれ，利用する人が選

べる状態になるのがいいのでは？ 

        … 訪問カウンセリングがアウトリーチに当たるかも？ など 

 

〔次回〕 2022年 5月 19日（水）18:30～ 状況により対面かオンラインか判断 

      ＊ 事前に開催方法など詳細をご連絡します。 



 
令和３年度 被害者支援委員会 

 今年度も、昨年に引き続き、開催場所取得困難のため、集会の開催を自粛し
て参りましたが、後期より ZOOMにて開催することと致しました。 

関係機関との連携、学びにつきまして、これまで同等の活動を維持していき
たく皆様のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

日  時： ２０２１年 ９月２７日（月）１９：００～２０：３０ 

場  所：  ZOOM 

内  容：  “性犯罪被害者支援センター全国会議参加報告 他最新情報” 

講  師： 佐々木 由紀 氏  （やまなし性暴力サポートセンター長） 

対  象： 山梨県臨床心理士会会員、関係者 

申込方法： 参加希望者は、稲永澄子まで、氏名、所属、PC アドレス、携帯電話番号を記

載したメールを開催日の１週間前までに送ってください。	

前日までに当日の ZOOMのアドレスをお送りします。	

入室の際は、ご自身のフルネームで入室してください。	

申込先 ： inanaga.s@nifty.com  	

 

＊アドレスが変わっております。ご注意ください！ 

第１回犯罪被害者支援部会  

開催のお知らせ  

☆ 連絡先 ☆  

 山梨県臨床心理士会被害者支援委員会 

  副委員長 稲永 澄子 

    （カウンセリングオフィス・ハートフル） 

          TEL  055-228-8590 

      E-mail   inanaga.s@nifty.com 

 

      



 
令和３年度 被害者支援委員会 

＜今後の例会予定＞ 

11月 1日（月） １９：００～２０：３０ on ZOOM 

「犯罪被害者支援の最新情報あれこれ」 

 ・山梨県犯罪被害者連絡協議会報告、DV・虐待関連情報他 稲永澄子 

 ・SNS相談                       板倉えりか 

 ・女性相談所（予定）                  未定 

 

＜お知らせ＞ 

「やまなし性暴力被害者サポートセンター」にかかる被害者のための専門家研
修会開催についての参加依頼が来ています。 

 

実施要領： 

対象：医師、看護師、臨床心理士、弁護士、社会福祉士、学校（養護教諭等）、
警察官。関係機関の職員 

研修日時： 

① 令和 4年 1月 13日 １８：３０～２０：３０ 

② 令和 4年 1月 14日 ９：３０～１１：３０ 

研修内容： 

「性暴力被害者が置かれる状況とその症状や特徴（解離がもたらす生き難さ） 

講師： 中島幸子氏・西山さつき氏 （NPO法人レジリエンス代表） 

会場：山梨県立図書館１Fイベントスペース（状況によりリモートあり） 

申し込み方法： 

専用の参加申込書により令和 4年 1月６日（木）までにメールまたは FAXする 

申込、問合先： 

やまなし性暴力被害者サポートセンター 

電話 ０５５-２２８-３１２０（月～金 ９：００～１７：００） 

メールアドレス kaisapo-momoko@sien-yamanashi.com 

 

参加申込書は、上記に問い合わせてください。 

 

以上 
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2022年 5月 15日付 

1. 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。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、臨床心理士資格更新要件に準拠した、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。 

 

2. 第 1 回(5 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 1回(5月)スクールカウンセリング研究会を、5月 28 日㈯ 午後 2時～4 時で開催い

たします。 
 

第 1 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 4年 5月 28日㈯ 午後 2:00～4:00 

 ・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)２階 小研修室※〕

および〔Zoomミーティング〕 のハイブリッド開催 

 ※会場は定員 11名で、先着順となります。 

 ・講師：保坂三雄チーフ SC・大塚直美チーフ SC 

 ・テーマ：『今年度の SC 事業について』 

   令和２年度の不登校児童生徒数は過去最多を更新し、令和３年度はその数値をさらに更

新する見込みとなっております。この状況に対応するため、行政は SC 事業をさらに強

化・充実させております。その一例が山梨県総合教育センターの改組によって新たに設

置された教育相談センターです。チーフ SC が増員されるなど、新しい体制が整備され

ています。今回の研修会では、長年チーフ SC を務めていただいております保坂三雄先

生と、新しくチーフ SC を務めていただきます大塚直美先生から、この改組による変化

や、県内の SC事業に求められていることについてご講義いただきます。また、SC事業

は新たに設置された山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課の管轄となりました。

この変化について、学校臨床心理士委員会委員長の田中よりご説明させていただきます。 

 ・参加費：無料（非県士会員 500円） 

 ・申込方法：後続に掲載されているチラシの URLあるいは QRコードからお申込みだ

さい（申込締切：5月 26 日㈭ 正午まで）。 

 

学校臨床心理士委員会からのお知らせ 5 月号〔2022 年度〕 
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3. 第 2 回(6 月)スクールカウンセリング研究会のお知らせ 

 第 2回(6月)のスクールカウンセリング研究会の予定をお知らせいたします。 
 

第 2 回スクールカウンセリング研究会 

 ・日時：令和 4年 6月 25日㈯ 午後 2:00～4:30（外部講師による特別講演会につき 30分増） 

 ・会場：〔山梨県立青少年センター（甲府市川田町 517） 本館 第二会議室※〕および〔Zoom

ミーティング〕のハイブリッド開催   ※会場は定員 22名で、先着順となります。 

 ・講師：佐藤みのり先生（山梨英和大学／臨床心理士・公認心理師・発達臨床心理士） 

 ・テーマ：『ヤングケアラー支援の取り組みのために —研究・臨床における課題と展望—』 

   今回は、特別講師として山梨英和大学の佐藤みのり先生をお招きして、私達 SCも積極的な

支援をわしていく必要がある、ヤングケアラーの現状と社会的課題についてお話していただ

きます。佐藤先生は、事例検討を中心とした質的研究と、子どもがヤングケアラー化するメ

カニズムの解明を目指す量的研究の双方の手法で、これまで多くの知見を蓄積されています。

また、山梨県の「ヤングケアラー支援ネットワーク会議」の構成メンバーでもありますので、

山梨県のヤングケアラー支援の方向性についてもご説明いただきたいと思います。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皆様にご参加いただきたいと思います。 

 ・参加費：対面参加：500円（非会員：1,000円） 

オンライン参加：400円※（非県士会員：900円※） 

※振込先は、お申し込み後、メールにてお知らせいたします。 

振込手数料は自己負担でお願いします。          

 ・申込方法：後続に掲載されているチラシの URLあるいは QRコードからお申込みだ

さい（申込締切：6月 23 日㈭ 正午まで）。 

 

4. スクールカウンセリング研究会年間計画 

 今年度スクールカウンセリング研究会の日程を、以下のように計画しております。内容に

関しては現在調整中ですが、後続のチラシをご覧ください。 
 

第 1 回 5 月 28 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 2 回 6 月 25 日㈯ 午後 2:00〜4:30（外部講師による特別講演会） 

第 3 回 7 月 30 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 4 回 8 月 27 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 5 回 9 月 24 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 6 回 10 月 29 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 7 回 11 月 26 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 8 回 12 月 17 日㈯（最終土曜日ではない） 午後 2:00〜4:00 

第 9 回 1 月 28 日㈯ 午後 2:00〜4:00 

第 10 回 2 月 18 日㈯（最終土曜日ではない） 午後 2:00〜4:00 

 



 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１回スクールカウンセリング研究会  
 

日 時 ：２０２２年５月２８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） 

 ２階 小研修室 1 （先着 14名） 

または、 Zoomミーティングのハイブリッド開催 
 
講 師 ：チーフ SC 

保坂 三雄 先生、 大塚 直美 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/AKHBZNgZbmuwFFLe7 

申込締切：５月２６日(木)正午まで 

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

 

 令和２年度の不登校児童生徒数は過去最多を更新し、令和３年度はそ

の数値をさらに更新する見込みとなっております。この状況に対応するため、

行政は SC事業をさらに強化・充実させております。その一例が山梨県総合
教育センターの改組によって新たに設置された教育相談センターです。チーフ

SCが増員されるなど、新しい体制が整備されています。今回の研修会で

は、長年チーフ SC を務めていただいております保坂三雄先生と、新しくチーフ
SC を務めていただきます大塚直美先生から、この改組による変化や、県内

の SC事業に求められていることについてご講義いただきます。また、SC 事業

は新たに設置された山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課の管轄
となりました。この変化について、学校臨床心理士委員会委員長の田中より

ご説明させていただきます。 

【申込 QRコード】 

 

https://forms.gle/AKHBZNgZbmuwFFLe7


 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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 

講師： 佐藤 みのり 先生 
（山梨英和大学／公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士） 

 今回は、特別講師として山梨英和大学の佐藤みのり先生をお招きして、私達ＳＣ
も積極的な支援をしていく必要がある、ヤングケアラーの現状と社会的課題につい
てお話しいただきます。佐藤先生は、事例検討を中心とした質的研究と、子どもが
ヤングケアラー化するメカニズムの解明を目指す量的研究の双方の手法で、これま
で多くの知見を蓄積されています。また、山梨県の「ヤングケアラー支援ネットワ
ーク会議」の構成メンバーでもありますので、山梨県のヤングケアラー支援の方向
性についてもご説明いただきたいと思います。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皆様にご参加いただきたいと思います。 

申込締切：２０２２年６月２３日（木）正午まで 

申込方法：QRコードまたはURLからお申込みください ➡   【申込QRコード】 

     URL➡ https://forms.gle/mcZdSkZDFAxS3BwUA 

 

お問合せ：学校臨床心理士委員会 研修担当             

      Mail：scyamanashi@yahoo.co.jp     

 

対 象 参加費 

・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 

・学校関係者 

対面参加(県士会会員500円/非会員1,000円) 

オンライン参加(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。 

 

https://forms.gle/mcZdSkZDFAxS3BwUA


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２８日（土） 今年度のSC事業
保坂チーフSC
大塚チーフSC

第２回 ６月２５日（土） ヤングケアラー
佐藤みのり先生
（山梨英和大学）

第３回 ７月３０日（土）
事例検討会
（PCAGIP法）

事例提供者
募集中

第４回 ８月２７日（土） 学校の先生のニーズ
現職教員
（調整中）

第５回 ９月２４日（土） 放課後等デイサービス
現職職員
（調整中）

第６回 １０月２９日（土）
事例検討会
（PCAGIP法）

事例提供者
募集中

第７回 １１月２６日（土） フリースクール
現職職員
（調整中）

第８回 １２月１７日（土）
事例検討会
（PCAGIP法）

事例提供者
募集中

第９回 １月２８日（土） トラウマインフォームドケア
医師

（調整中）

第１０回 ２月１８日（土）
いじめ事案対応

（山梨県弁護士会との共催）

弁護士
（調整中）

【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を予定しております。
※研修会の会場はぴゅあ総合or青少年センターを予定。



|時 間| 午後7時00分～午後8時３０分

〒400-8555甲府市横根町888

山梨英和大学教授を経て、東京女子大学現代教養学部教授。博士（教育
学）。臨床心理学と精神分析的心理療法を専門として、現在も研究と実践
を続けています。山梨英和大学での2008年からの６年間は、子育てと世
代継承性という今回のテーマにかかわる体験をしていた時期であり、私に
とっていくつかのとても大切な出会いがありました。

|お問い合わせ・お申込み|

|講 師| 田中 健夫

山梨英和大学メイプルカレッジ事務局

ＴＥＬ 055-223-6034

MAIL extension@yamanashi-eiwa.ac.jp

２０２２年度山梨英和大学メイプルカレッジ

-オンライン講座のご案内-

絵本がひらく心理臨床の世界

■ Google meetによるオンライン講座です。

■参加方法など詳細はついては、メールにてお知らせします。

■受講料は、お申し込み後にこちらから郵送する「開講のご案内」に同封の払込取扱票で郵便局にての取り扱いとなります。

■下記のメイプルカレッジ事務局へメールでお申込みください。

第１回 ６月１６日（木）

親子をめぐる絵本
絵本を読み聞かせることが親の不安な
気持ちを抱えてくれること、“ いること
being” の大切さなどを扱います。（とり
あげる絵本：『ねないこだれだ』『きはな
んにもいわないの』 ）

|締め切り| 202２年６月２日（木）

|受講料| ２，０００円（全２回）メイプルメイト１，８00円

第１回 ６月３０日（木）

人とかかわることと
孤独を生きぬくこと

成人～中年期の心を耕してくれる絵本
をとりあげ、世代継承性についても考え
てみます。（とりあげる絵本：『ルピナス
さん』『半日村』 ）

（附属図書館内）

絵本をめぐる体験は個人的でかけがえがないものです。<私>の過去と今とを自在につなぎ、なつかしく
なったり、さびしさやかなしさを感じたり、何かを希求する気持ちが喚起されたりもするでしょう。心理臨床の
考え方を補助線にして、皆さんとともに絵本を味わい、連想を広げる時間になればと思います。
オンラインの全２回講座です。



カウンセリングオフィス・ハートフル療育講座春 

特別割引あと限定 3 名です！ （以後は２２，０００円になります） 

 

―BBAs（ビルディング・ブロック・アクティビティ）公式 8 時間・オンデマンド開催― 

 

カウンセリングオフィス・ハートフルの稲永澄子です。 

この度、ビルディング・ブロック・アクティビティというソマテイックなボトムアップア

プローチの講座を指定日だけでなく皆様の希望日に合わせても開講いたします。 

受講された方からは、大変ご好評をいただいております。 

受講資格は、心理の資格に関係なく、ソマテイックな援助を試してみたい親御さんや教師

の方々などどなたでもご参加いただけます。 

是非、この機会に、山梨でソマティックな学びをお試しください。 

 

BBAs は、米国のセシリア・ケスター女史の開発による発達に課題のあるお子さんに有効

なタッピングやタッチ、目の動き、軽い筋肉運動を用いた教育キネシオロジーのメソッドの

一つですが、幼児から小学生、青年期、成人期のストレス関連障害や不適応な状態にある成

人、身体化したうつ状態の方にも適応可能です。とても気持ちがよいので、お母さんが子ど

もにやってあげると、愛着の修復にもなります。 

会場は私の青沼のオフィス、最小携行人数は一人です。８時間の講習をコンプリートした

方には、日本ムーブメント・ベース・ラーニング協会の修了証を差し上げます。今回は、私

のイニシャルコースのため、先着 12 名まで最低額の奉仕価格となっております。受講料は

当日の支払いで構いません。 

     講座料：18,000 円（テキスト代、ロイヤリティ代、BBAs ポスターA4・ランチつき） 

     募集人数：各日 2 名 

     申込方法：希望日、氏名、住所、メールアドレス、電話番号を明記して、下記のアドレ

スにメールにてご連絡ください。（別添チラシ参照） 

     申込期限：１週間前を目途とします。 

     日程： 9:00-18:00   

5 月 28 日（土） 5 月 29 日（日）  

 6 月 25 日（土） 6 月 26 日（日） 

     会場：カウンセリングオフィス・ハートフル（甲府市総合市民会館徒歩 6 分）  

甲府市青沼２－１１－１－９０２ 

  ０８０－３１５４－７５２９   kokoronosoudansitsu@yahoo.co.jp 

     持ち物：ミネラルウオーター、筆記用具、赤、青、黄色の色鉛筆またはクレヨン 

      修了された方には、無料セッション 2 回提供いたします。       いなながすみこ 

mailto:kokoronosoudansitsu@yahoo.co.jp


春 2022
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ビルディング・ブロック
アクティビティ公式8時間講座

18,000円
あと３名です！
（以降は22,000になります）

＊教本8,000円
（ロイヤリティ含）
＊カフェランチ
A4ポスターつき

カウンセリングオフィス
ハートフル 稲永澄子

オンデマンドも
受付開始！

甲府市青沼２－１１－１
０８０－３１５４－７５２９
kokoronosoudansitsu@yahoo.co.jp

希望日、氏名、住所、携帯
番号、E-mailを明記して
1週間前までにお申込くだ
さい
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