第 42 回西日本心理劇学会 福岡大会
２号通信
テーマ：福祉臨床の活性化

～心理劇の導入～

第四二回大会 開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
本大会のテーマとしては御覧のように「福祉臨床の活性化」を掲げております。
これは心理劇を導入し活用することで福祉現場の個々の職員 即ち保育士・介護福
祉士・社会福祉士等の直接処遇職員の臨床能力・処遇能力を昂めることをねらいと
しています。
より具体的には心理劇という集団心理療法－言い換えれば人間関係演練法－を体
験することによって、自分とは異なる人、相手の立場・役割・心情を感得し、相手
をよりよく理解し、相手によりよく対応できるようにということです。情況を把握
し、統合的に判断し対応していく力を養うための重要な手段として福祉領域での更
なる活用を願っております。
本大会の基調講演は「生きづらさをもつ人へのアプローチ」です。講師の土屋明
美 先生は精神科領域でのうつ状態の個人への心理劇的アプローチの経験豊かな先
生です。このテーマには、うつ状態の患者のみならず、発達障害（軽度）を持つ個
人で自己の観念、概念などへの執着や不関性の故に他者との軋轢に悩みトラブルを
起し結果的にうつ状態に陥る個人や、攻撃感情に歯止めがかからず他者との不協和
音を常に持ち不全感に悩む個人などが含まれます。また、多動や言語理解能力の不
足の故に周囲との充分な感情交流ができず、集団に馴じまない児や集団から疎外さ
れる児は、それなりに生きづらさを抱えていると言えます。明白な知的障害や発達
障害の個人ももちろん能力的な次元でも疎通性の次元でも生きづらさを抱えている
ことには違いありません。
これらの人達を集団保育の領域、教育の領域、福祉の領域、医療の領域等でそれ
ぞれに対応し支援していかねばなりません。
本大会での研修・研鑽を通じて得られたものを、これらの支援に生かしていただ
ければ本望です。
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４．大会ワークショップ＜3 月 4 日＞
ワークショップのテーマと講師は以下のとおりです
①

保育園・幼稚園における心理劇の利用：
金子進之助 先生（大分心理劇研究会） 小野貴美子 先生（別府大学文学部）
宮崎佳子 先生（大分プレイバック・シアターEN）
金谷優子 先生（大分プレイバック・シアターEN）

②

医療・高齢者分野の心理劇：
古川卓 先生（琉球大学）

杉本有紗 先生（西南女学院大学）

川上仁公 先生（雁の巣病院） 重橋のぞみ 先生（福岡女学院大学）
③

発達障害者への心理劇：
池田顕吾 先生（やまと更生センター） 髙原朗子 先生（熊本大学）
黒川祐美子 先生（ひばり園）

松井達矢 先生（やまと更生センター）

中村真樹 先生（長崎純心大学）
④

心理療法としての心理劇：
土屋明美 先生（東京薬科大学）
小里國恵 先生（東京家政学院大学）

⑤

心理劇入門：
平山篤史 先生（沖縄国際大学） 吉川昌子 先生（中村学園大学）
金城正典 先生（琉球大学）

５．懇親会＜3 月 4 日（土）19：00～ 場所：西日本短期大学１Ｆ特設会場＞
６．基調講演＜3 月 5 日（日）9：30～11：30＞
『生きづらさをもつ人へのアプローチ』 土屋明美 先生（東京薬科大学薬学部 教授）

７．西日本心理劇学会 総会＜3 月 5 日（日）11：30～12：00＞
８．研究・実践発表＜3 月 5 日（日）13：00～15：00 ＞
９．申し込みについて
（１）大会参加お申し込み
同封の別紙１用紙で FAX もしくは郵送にてお申し込みください。なお、参加申し込み締め切りは大会
運営の関係上、平成 29 年 2 月 15 日（水）を考えており、皆様のご協力をお願い申し上げます。
（２）大会参加費・懇親会費のお振り込み
大会お申し込み後、大会参加費・懇親会費を下の口座にお振込みください。参加費等振り込み締め切
りは大会運営の関係上、2 月 15 日（水）を考えており、皆様のご協力をお願い申し上げます。

福岡銀行 福間支店(店番 296) 普通 1177574
第 42 回西日本心理劇学会 福岡大会事務局 事務局長 池田 顕吾

大会参加費（部分参加も同額）
学会員 会員（個人会員、施設会員の事業所所属職員）
学生（大学院修士課程まで）の個人会員
非会員 一般
学生（大学・大学院修士課程・専門学校）

金額
¥5,500
¥2,000
¥6,500
¥2,000
¥4,000

懇親会費

※非会員の参加は、大会中に知り得た情報の守秘義務を守れる方に限ります。
（３）研究発表のお申し込み
すでに申し込まれた方は抄録作成要綱に準じて、抄録用データをＰＤＦ化してお送りください。ま
た、今後、お申し込みを考えておられる方は大会事務局までご連絡ください。
（４）宿泊申し込み 各自でお願いいたします。
（５）当日の駐車場について
西日本短期大学内にも駐車場はありますが、限りがございますので、周辺の有料駐車場をご利用く
ださい。
１０．今後の情報発信について
今後の情報発信は学会ホームページにて行います。

１１．大会事務局（福岡大会のお問い合わせ・研究発表お申し込み先）
【第 42 回西日本心理劇学会福岡大会事務局】
(社福)玄洋会 福津子ども発達センター・さくら館内(担当：山根･松下）
〒811-3212 福津市福間南 3 丁目 5-8
TEL：0940-42-1235

FAX：0940-42-1236

E-mail：fukutsukodomo@feel.ocn.ne.jp

１２．学会入会申し込み・年度会費について
本学会は、年会費 5000 円（大学院修士課程までの学生は 3000 円）で、学会誌や大会等の案内が送ら
れ、当大会の参加費も会員扱いになります。お問い合わせは、学会事務局までお願いいたします。

西日本心理劇学会事務局
〒812-8581 福岡市東区箱崎 6－19－1
九州大学大学院人間環境学府附属 総合臨床心理センター内
電話：092-642-3158

FAX: 092-642-3588

西日本心理劇学会ホームページ http://nishigeki.jimdo.com/

別紙１
＜参加申し込み方法＞
１．原則 FAX または郵送で下の参加申込書の形式にて事務局までお送りください。
２．上記の要領で申し込み終了後、下記の口座に参加費および懇親会費をお振込みください。
福岡銀行 福間支店(店番 296) 普通 1177574
第 42 回西日本心理劇学会 福岡大会事務局 事務局長 池田 顕吾
＊団体で振り込まれた場合は、参加される方の一覧と下記の必要情報(希望ワークショップ・学生
等の参加種別など)を FAX してください。
事前参加申し込み締切予定日：平成 29 年 2 月 15 日（水）まで
参加費等事前振り込み締切予定日：平成 29 年 2 月 15 日（水）まで
参加申し込み用紙（FAX、郵送用）

FAX 宛先

0940－42－1236

第 42 回西日本心理劇学会福岡大会事務局

参加者名（ふりがな）
所属
連絡先

住所
郵便番号
メール

職種
＊臨床心理士有資格者の方は登録番号を記入してください。（

）

希望ワークショップ
第 1 希望（

）第 2 希望（

）第 3 希望（

＊必ず第 3 希望までお書きください。

参加費（事前申込み）
□会員：一般（￥5,500）
□学生：（￥2,000）
懇親会

参加（￥4,000）

振込金額合計
￥

□非会員：一般（￥6,500）

・

不参加

）

