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群馬心理臨床セミナー記録

群馬県臨床心理士会

第1回（平成6年度 1994）
日時：平成6年8月6日（土）13:00～16:50
会場：群馬県生涯学習センター 視聴覚室

内容：講演と事例検討「描画、イメージを通して」

講師 山中康裕氏（京都大学）

①「箱庭を用いた不登校児童へのかかわり」 発表者 佐藤絹恵氏

②「イメージを用いたある教護児童との面接過程」 発表者 本多正喜氏

第2回（平成7年度 1995）
日時：平成8年2月3日（土）14:00～17:00
会場：群馬県勤労福祉センター 第4会議室
内容：シンポジウム「スクールカウンセリング」

①「アメリカの学校カウンセリング制度」 発表者 加藤昌弘氏

②「窓口担当理事の報告」 発表者 佐藤絹恵氏

③「学校カウンセリングの現状と課題」 発表者 高田知恵子氏

④「学校カウンセリングの現状と課題」 発表者 塚田展子氏

第3回（平成8年度 1996）
日時：平成8年6月2日（日）14:00～16:00
会場：群馬県大渡庁舎 大ホール

内容：公開講演「学校教育と心理臨床」

講師 河合隼雄氏（日本臨床心理士会長）

第4回（平成9年度 1997）
日時：平成10年1月11日（日）10:00～17:00
会場：群馬県婦人会館 まつの間

内容：講演とシンポジュウム

１．講演「臨床心理学と精神分析学の統合をめぐって」

講師 佐野直哉氏（佐野臨床心理研究所長）

２．シンポジュウム「私の心理臨床」

①「障害児施設の立場から」 発表者 三好紀幸氏

②「司法矯正の立場から」 発表者 茂木正裕氏

③「精神保健の立場から」 発表者 安田淑美氏

３．エイズカウンセラー報告 発表者 高田知恵子氏

第5回（平成10年度 1998）
日時：平成10年12月12日（土）10:00～17:00
会場：群馬県生涯学習センター 第4会議室
内容：講演とビデオ「エイズカウンセリングをめぐって」

１．ビデオ『WITH』から学ぶ－HIV感染者へのサポート－
講師 高田知恵子氏

２．講演Ⅰ「医療現場でのカウンセリングとチーム医療」

講師 堀 成美氏（日本HIV・AIDS看護研究会運営委員・駒込病院）
３．講演Ⅱ「クライエントの立場からカウンセラーに期待すること」

講師 大石敏寛氏（せかんどかみんぐあうと代表）

４．フリーセッション
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第6回（平成11年度 1999）
日時：平成12年2月20日（日）10:00～17:00
会場：社会福祉総合センター

内容：講演と事例検討

１．講演「家族療法の理論と実際」

講師 平木典子氏（日本女子大学）

２．事例「引きこもりを続けた20歳女性との3年間」 発表者 諸星聡美氏

第7回（平成12年度 2000）
日時：平成12年12月16日（日）10:00～16:00
会場：社会福祉総合センター

内容：講演と事例検討

１．講演「臨床心理学の道に踏み入って－これからの臨床心理士－」

講師 村瀬嘉代子氏（大正大学）

２．事例「初めてづくし・23歳女性との関わり」 発表者 金田美奈子氏

第8回（平成13年度 2001）
日時：平成14年1月20日（日）10:00～16:30
会場：社会福祉総合センター

内容：講演と事例検討

１．講演「精神分析的観点の応用－特に学校臨床において－」

講師 馬場禮子氏（東亜大学） 発表者 田中美智子氏

２．事例「別室登校をしていた高校生との関わり」 発表者 宇部弘子氏

第9回（平成14年度 2002）
日時：平成15年3月21日（金）10:00～16:30
会場：社会福祉総合センター

内容：講演とシンポジウム

１．講演と事例「被害者支援における臨床心理士の役割」

講師 大山みち子氏（武蔵野女子大学） 発表者 荻原高子氏

２．シンポジウム「被害者支援の取り組み」

①「被害者支援活動の経緯」 発表者 猶原宗雄氏

②「犯罪被害者支援の現状」 発表者 福島圭子氏

③「被害者支援の実際」 発表者 鈴木志津氏

第10回（平成15年度 2003）
日時：平成15年12月14日（日）
会場：社会福祉総合センター 701会議室
内容：講演とシンポジウム

１．講演と事例「医療機関におけるアセスメント－統合失調症が疑われた症例－」

講師 津川律子氏（日本大学） 発表者 青木英美氏

２．シンポジウム「学校現場に対する危機介入－中学校への緊急対応－」

①「スーパーバイザーとしての取り組み」 発表者 飯塚裕子氏

②「教職員への対応について」 発表者 鈴木志津氏

③「保護者への説明会へ参加して」 発表者 渡辺敏正氏

④「スクールカウンセラー担当窓口として」 発表者 安田淑美氏
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第11回（平成16年度 2004）
日時：平成16年11月28日（日）
会場：勤労福祉センター 第１会議室

内容：講演とシンポジウム

１．講演「社会心理学的視点から自殺の一時予防について」

講師：坂本真士氏（日本大学）

２．シンポジウム「メンタルヘルスの現状－群馬県内の活動を中心に－」

①「公衆衛生領域から」 発表者 竹内一夫氏（高崎健康福祉大学）

②「教育領域から」 発表者 落合美貴子氏

③「産業領域から」 発表者 青木絹代氏

第12回（平成17年度 2005）
日時：平成17年12月10日（土）
会場：勤労福祉センター 第１会議室

内容：講演と分科会

１．「事例検討」

①「対応に苦慮し、中断に至った青年期事例」発表者 川合利恵氏 司会 青木絹江氏

②「自分の存在を否定される恐怖を呈した青年期女子の事例」発表者 森平准次氏 司会 加藤昌弘氏

③「母親への不満を訴え続けた不登校女子中学生」発表者 荻原高子氏 司会 本多正喜氏

２．講演「心理臨床の私」

講師：駒米勝利氏（仁愛大学大学院）

第13回（平成18年度 2006）
日時：平成18年12月17日（日）
会場：勤労福祉センター 第１会議室

内容：講演と分科会

１．「事例検討」

①「診断補助としての心理検査の活用」 事例提供者 青木 英美氏 司会 横田 正夫氏

②「統合失調症が疑われた事例の検査」 事例提供者 桜沢真寿美氏 司会 渡辺 敏正氏

③「対人関係に悩む広汎性発達障害をもつ中学生との面接過程～ＳＳＴを用いて～」

事例提供者 星野亜希子氏 司会 安田 淑美氏

２．講演「心理臨床家の職業倫理」

講師：金沢吉展氏（明治学院大学）

第14回（平成19年度 2007）
日時：平成19年12月2日（日）
会場：生涯学習センター 第１研修室

内容：講演とシンポジウム

１．シンポジウム「新潟県中越沖地震の緊急支援 司会 渡辺 敏正氏

①安田 淑美氏

②千明 美佳氏

③星野亜希子氏

④大須賀英理氏

⑤小野澤 昇氏

⑤鈴木 志津氏

２．講演「災害・事件後の心のケア」

講師：冨永 良喜氏（兵庫教育大学大学院）
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第15回（平成20年度 2008）
日時：平成20年12月21日（日）
会場：群馬県社会福祉総合センター 大ホール

内容：講演とシンポジウム

１．シンポジウム「発達障害とどう向き合っているか ―それぞれの立場から―」
①幼児教育の立場から 塩崎 政江氏（幼児教育センター）

②小学校の立場から 武井 恵子氏（桃井小学校）

③学校心理臨床の立場から 荻原 高子氏（臨床心理士、小児科おぎわらｸﾘﾆｯｸ、ＳＣ）

④特別支援学校コーディネーターの立場から 松村 正史氏（高崎高等養護学校）

コーディネーター 安田 淑美氏（臨床心理士、発達障害者支援センター）

２．講演「ライフサイクルにあわせた発達障害の理解と対応」

講師 田中 康雄氏（北大大学院教育学研究院・附属子ども発達臨床研究センター）

第16回（平成21年度 2009）
日時：平成22年1月24日（日）
会場：ぐんま男女共同参画センター 大ホール

内容：講演と事例研究

１．ケーススーパービジョン 10：00～12：00
発表者 岩田ゆう子氏（時計台メンタルクリニック）

スーパーバイザー 成田 善弘氏（大阪市立大学）

２．講演「心理療法をどう学ぶか」

講師 成田善弘氏（大阪市立大学大学院 教授）

第17回（平成22年度 2010）
日時：平成23年2月13日（日）
会場：群馬大学ミレニアムホール

内容：講演と事例研究

１．講演「心理臨床家の自己研鑽」 10：00～12：30
講師 落合美貴子氏（鹿児島大学大学院 教授）

２．ケーススーパービジョン 13：30～14：30
①心理検査

発表：川合利恵氏

助言：日本大学 横田正夫氏

②事例

発表：星野亜希子氏

助言：鹿児島大学大学院 落合美貴子氏

第18回（平成23度 2011）
日時：平成24年1月22日（日）
会場：社会福祉総合センター

内容：講演と事例研究

１．基礎研修「うつ病のリワークプログラムの実際」 10：00～12：00
NTT東日本関東病院 臨床心理士 中村 聡美氏

慶大学医学部ストレス・マネジメント室 研究員 田島 美幸氏

２．専門研修「うつ病のリワークプログラムの実際」 13：30～16：30
NTT東日本関東病院 臨床心理士 中村 聡美氏

慶大学医学部ストレス・マネジメント室 研究員 田島 美幸
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第19回（平成24年度 2012）
日時：平成24年12月16日（日）
会場：生涯学習センター

内容：講演と事例研究

１．講演「子どものうつ病 －発達障害の視点－」

講師 傳田健三氏

２．事例研究

①発表：「長期不登校の背景にあるものを考える －“本人”が必要としている支援を模索するために－」
小林 志代氏

助言：塚田 展子

②発表：「心理検査から発達障がいをみる」

桜沢 真寿美氏

・助言：安田 淑美氏


