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西日本心理劇学会主催 

          2016 夏季ワークショップ in 福岡 

                      
 

初夏の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと、お喜び申し上げます。 

さて今年度の夏季ワークショップは、4 月の熊本地震により開催地を福岡に変更して中村学園大学で

お引き受けすることになりました。それにつきまして会員の皆様には、既に学会事務局から 4 月にお知

らせして頂いておりますので、今回の通信により、参加申し込みのご案内をさせて頂きます。 

また平成 2７年度から西日本心理劇学会の資格制度がスタートし、この学会主催夏季ワークショップ

も、その資格取得申請に認められている研修会になっておりますので、会員の皆様には、ふるってご参

加いただきたくお待ちしております。                        

201６年 6 月１５日 

 

2016 夏季ワークショップ in 福岡 事務局 

吉川 昌子（中村学園大学） 

 

１． 日 時：201６年８月２７日（土）～８月２８日（日） 

 

２． 会 場：中村学園大学４号館（4 階・5 階） 

      〒８１４-０１９８ 福岡県福岡市城南区別府 5-7-1 

 

３． 研修日程： 

 

８月２７日（土） 

12:30   13:00                15:00  15:15            17:15   18：３０      20：３０ 

受付 
第 1 セッション 

（Ａ・Ｂ・Ｃコース） 
休憩 

第 2 セッション 

（Ａ・Ｂ・Ｃコース） 
休憩 

懇親会 

(情報交換会) 

 

８月２８日（日） 

9:30        11:30        12:00     14:00 

第 3 セッション 

（Ａ・Ｂ・C コース） 

閉会 

コースごと終了 
研修委員会 

４．各研修コース（募集人員）の目的・講師・参加条件 
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Ａ：監督養成コース（20 名）：次代の心理劇を担うリーダーを養成します。 

   参加者から監督体験希望者を３名募集します。１セッションは２時間程度です。学会研 

  修委員等がスーパーバイザーとして付きますので、安心して監督体験をすることができます。監

督希望者多数の場合は、こちらで抽選とさせて頂きます。申し込み多数の場合は、部屋を増やす

など変更の可能性もあります。 

 ＜講師（スーパーバイザー）＞ 

針塚 進（中村学園大学）  古川卓（琉球大学）  川上春実 （森本病院） 

 

Ｂ：中級者コース（20 名）：経験者に心理劇に対する理解を深めて頂きます。 

ある程度心理劇の経験を有する方を対象に、2 日間で監督が異なる 3 セッションの心理劇に参

加していただきます。学会研修委員等が監督をしますので、積極的に参加して学んで頂けます。 

＜講師（監督）＞ 

古賀聡 （九州大学） 高橋佳代（鹿児島大学） 平山篤史（沖縄国際大学） 

 

Ｃ：初級者コース（20 名）：初学者の方に心理劇の基本を体験的に学んで頂きます。 

心理劇の経験が少ない方を対象に、2 日間で監督が異なる 3 セッションの心理劇に参加してい

ただきます。学会研修委員等が監督をしますので、安心して学んで頂けます。 

＜講師（監督）＞ 

岡島一郎（長崎純心大学） 小野貴美子（別府大学） 宮里新之介（鹿児島女子短期大学） 

 

※各コースの対象者の参加条件 （A コース、B コースについては①②は必須条件） 

Ａ：監督者養成コース（20 名） 

① 西日本心理劇学会個人会員である、もしくは施設会員である  

② 西日本心理劇学会主催の学会大会、研修会の参加が３回以上ある 

③ 監督体験、もしくは主役体験の希望者 

 

Ｂ：中級者コース（20 名） 

① 西日本心理劇学会個人会員、もしくは施設会員である 

② 西日本心理劇学会主催の学会大会、研修会の参加が２回以上ある 

 

Ｃ：初心者・初級者コース（20 名） 

① 西日本心理劇学会個人会員、もしくは施設会員 

② 心理劇に興味のある方、体験してみたい方（非会員も参加可能です） 

＊ 申込み多数の場合は、①の会員を優先させて頂きます 
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５．参加費  

会 員  5,000 円（学部生・大学院修士課程生 4,000 円） 

非会員   6,000 円（学部生・大学院修士課程生 5,000 円） 

     懇親会(情報交換会)費 ４,000 円 （場所未定：参加人数により決定します） 

   

６．申し込み方法 

同封の参加申込書にもれなく記入した上で、事務局宛てに郵送して頂くか、E-mail にて申し込

み内容をお知らせください。なお E-mail にて申し込みされる際には、西日本心理劇学会 HP よ

り申込書のダウンロードをしていただいた上で、記入したものを添付して頂きます様お願い致し

ます。参加費は、同封の振込み用紙にて事前振込みをお願い致します。なお、お振込み頂いた参

加費・懇親会費は、返金できませんのでご了承ください。申込書とご入金の確認をもちまして、

申込み完了となります。 

（申し込み期限は７月 1５日（金）必着） 

 

振込み口座（業務の都合上、平成２６年度福岡合同大会の口座を使用致します） 

  ＊ ゆうちょ銀行   加入者名  ：平成 26 年度心理劇合同大会 

            口座記号番号：01750－5－142493 

      ＊ 他金融機関からのお振込み 店名  ：一七九店（１７９） 

預金種目：当座 

                口座番号：0142493 

   

   

７．宿泊 

各自でお手配のほどをお願い致します。（福岡では、近年休日のホテル宿泊が大変混み合い、 

予約がとりにくい状況になっていますので、早めのご準備をお勧め致します） 

 

８．今後のスケジュール：  

①  研修会参加申し込みをされた方は，7 月 15 日（金）を第１回申し込み締め切りとします。 

監督者養成コースに申し込みが少ない場合は再募集します。 

②  参加申込者には，お振込みの確認後に申込み受付けをメールにて、お知らせいたします。 

お申込み＆お問い合わせ先 

〒８１４-0１９８ 福岡県福岡市城南区別府５－７－１ 

中村学園大学教育学部 吉川昌子 研究室内  

西日本心理劇学会 2016 夏季ワークショップ 事務局 

TEL①：092－851－6121（ 吉川研究室 ） 

TEL②：092－851－5841（ 松藤研究室 ） 

            E-mail：nishigekifukuoka28@gmail.com 
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 9．資格制度 

本研修会は、心理劇技能士・心理劇臨床技能士資格申請のための研修会として、資格認定員会に

認定された研修会となります。ご参考までにその資格申請に必要な心理劇の経験について、西日本

心理劇学会の細則を以下に示しております。 

 

 

   １）心理劇技能士の定義 （抜粋） 

（1） 西日本心理劇学会が認定する研修会または大会に 3 回以上参加した者で、少なく 

とも 1 回の監督体験若しくは主役または補助自我体験がある者。  

  

２）心理劇臨床技能士の定義（抜粋） 

（1） 心理劇技能士資格取得後 3 年以上の臨床経験を有し、取得後の西日本心理劇学会が 

認定する研修会または大会に 5 回以上参加した者で、複数回の監督体験がある者。 

 

 

 

  10．会場図 

     

 

 

研修会場：4 号館 4 階・5 階 

会場入り口：西門 

※当日は、西門よりの入場を 

お願い致します。 

福岡市営地下鉄七隈線別府駅 1 番出口 
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１1．会場までの交通のご案内 

 

 

 

福岡市営地下鉄 

福岡空港 → 博多駅（地下鉄空港線）  所要時間約 05分 

福岡空港 → 天神（地下鉄空港線）  所要時間約 11分 

天神南→ 別府（地下鉄七隈線）  所要時間約 09分 

※ 別府駅 1番出口から中村学園大学東門まで徒歩 1分 

2番出口から徒歩 3分 

 

 

西鉄バス 

下車名 のりば 主な行先 経 由 

博多駅→ 

中村大学前 

博多駅 A 乗り場  陽光台・早良営業所/

早良高校/四箇田団地/

野方 

城南・六本松/次郎丸/

福歯大入口 博多 

バスターミナル 

センター1Ｆ  

天神→ 

中村大学前 

天神北 9 番乗り場  早良営業所 /さわら台

団地/四箇田団地/三陽

高校前/野方 

国体道路/六本松/次郎

丸/福歯大入口/賀茂/

福歯大病院 

天神コア前 7A 乗り場  

警固神社三越前 警固神社向側  

 

 

http://subway.city.fukuoka.lg.jp/schedule/index.html
http://subway.city.fukuoka.lg.jp/schedule/index.html
http://subway.city.fukuoka.lg.jp/schedule/index.html
http://jik.nishitetsu.jp/busroute?f=busikisaki&list=0000,D00205&tei_type=2&ns=1&f_zahyo_flg=0&f_list=0000,D00205&t_zahyo_flg=0&t_list=0001,562030
http://jik.nishitetsu.jp/busroute?f=busikisaki&list=0000,D00201&tei_type=2&ns=1&f_zahyo_flg=0&f_list=0000,D00201&t_zahyo_flg=0&t_list=0001,510350
http://jik.nishitetsu.jp/busroute?f=busikisaki&list=0000,D00114&tei_type=2&ns=1&f_zahyo_flg=0&f_list=0000,D00201&t_zahyo_flg=0&t_list=0001,510350
http://jik.nishitetsu.jp/busroute?f=busikisaki&list=0000,D00105&tei_type=2&ns=1&f_zahyo_flg=0&f_list=0000,D00201&t_zahyo_flg=0&t_list=0001,510350
http://jik.nishitetsu.jp/busroute?f=busikisaki&list=0001,562080&tei_type=0&ns=1&f_zahyo_flg=0&f_list=0000,D00201&t_zahyo_flg=0&t_list=0001,510350

