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平成 29 年 10 月 18 日 

西日本心理劇学会 第 43回鹿児島大会 2 号通信 

 

テーマ：グループの力と個の育ち 

 

ご挨拶 

西日本心理劇学会第 43 回大会を九州の鹿児島市にあります鹿児島大学にて開催させていただきます。 

さて本大会ではテーマを「グループの力と個の育ち」と致しました。本テーマを通して心理劇がグループの

持つ力を扱いながら個人の成長を育める技法であることを改めて学ぶ場にしたいと考えております。私達は

日常生活の中で、家族の一人として、友人仲間の一人として、学校および会社組織の一人として、多面的か

つ多数のグループに同時に所属し、それぞれのグループにおいて異なる役割を果たしています。グループは

個人に対し、多大な影響力を持つ一方、個人の振る舞いが、グループ全体の在り様を変化させることもあり

ます。ワークショップでは参加される皆様が支援対象者の特性や活動目的を考慮したグループづくりの方法、

グループの持つ力のアセスメント、そのグループを動かしながらメンバーを大切に扱う技法など臨床場面に

おける適用方法について体験的に理解を深めていただければ幸いです。 

大会 2 日目の大会講演では、長年にわたり心理劇の実践を通して心理劇の発展に寄与され、昨年度学会

賞を受賞されたエルロン筑紫野の高田弘子先生に『九州の心理劇の源流をたどって』という題目でご講演い

ただきます。 

鹿児島は海の幸、山の幸ともにとても豊かな地です。和牛に関しては 5 年に 1 度開催の和牛のオリンピ

ック全国和牛能力共進会で今年度、初の団体優勝に輝きました。鹿児島黒毛和牛はもとより黒豚、カンパチ、

うなぎ、さつまいも、そらまめなど日本一を誇る食の宝庫鹿児島に是非お越し下さい。 

  西 日 本 心 理 劇 学 会  第 4 3 回 鹿 児 島 大 会 

大会準備委員長 本田玲子（鹿児島サイコドラマ研究会） 

1. 会期：2018 年 2 月 17 日（土）・18 日（日） 

 

2. 会場：鹿児島大学郡元キャンパス 稲盛アカデミー/共通教育 2・3 号棟(予定) 

〒890-0065 鹿児島市郡元 1-21-30 

 

3. 大会スケジュール 

   

 

10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 18:30 18:45

2月17日(土) 常任理事会 理事会 受付 開会式 移動 懇親会

12:00 13:00 13:30 15:00

2月18日（日） 昼食 総会 大会講演 閉会式

10:00

研究発表

ワークショップ
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4. 大会ワークショップ 【2 月 17 日(土) 13：30-18：30】 

（1）ワークショップについて 

  様々な領域で活用されている心理劇を体験できるよう A‐E の 5 つのコースを設けました。     

ワークショップテーマと講師は以下の通りです。 

A． グループアプローチ入門（初心者のための心理劇） 

講師：金城 正典先生（琉球大学保健管理センター）/小野貴美子先生（別府大学）/ 

重橋のぞみ先生（福岡女学院大学）/岡嶋一郎先生（長崎純心大学） 

このコースは、心理劇が初めて、あるいは初学者の方を対象として、心理劇の技法や要素について体

験していただきます。 

 B．保育・教育領域における心理劇の活用  

講師： 吉川昌子先生（中村学園大学）/古川卓先生（琉球大学）/阪木啓二先生（精華女子短期大学） 

このコースでは、保育や教育の現場で幼児期から児童期・思春期・青年期の子どもたちにかかわる方々

を対象として、現場で活用できる心理劇の技法を体験していただきます。 

C． 福祉領域における心理劇の活用①（高齢者支援） 

講師：古賀聡先生（九州大学）/平山篤史先生（沖縄国際大学）/杉本有紗先生（西南女学院大学） 

このコースでは、高齢者を対象とした心理劇について、高齢者の自発性を引き出す様々な技法を中心

に体験していただきます。 

D． 福祉領域における心理劇の活用②（発達障害児者支援） 

講師：高原朗子先生（熊本大学）/池田顕吾先生（社会福祉法人玄洋会 東区第一障がい者基幹相談支援センター）

/細野広美先生（長崎国際大学） 

このコースでは、発達障害児・者を対象とした心理劇における様々な支援方法について体験していた

だきます。 

E． 医療領域における心理劇の活用 

講師：松下弘子先生（カウンセリングオフィス KMJメンタルアシスト）/川上春実先生（雁の巣病院）/  

       神野陽介先生（おおりん病院） 

このコースでは医療領域で行われている様々な支援方法について体験していただきます。 

 

（2）監督体験希望者募集について 

学会ワークショップの B-E のコースでは、監督体験希望者を募集いたします。監督体験希望者には、

ワークショップ後半で講師の先生の指導のもと監督体験をしていただけます。監督体験をご希望される

方は、《 11 月 30 日（木）まで 》に kagoshimashinrigeki@gmail.com までお申し込みください。な

お、監督体験を希望するコースにつきましては、第 3 希望までお知らせください。    

 

5. 懇親会 【2 月 17 日(土) 18:45~21:00 】鹿児島大学学習交流ラウンジ （参加費：5000 円） 

  開催地鹿児島の地元料理をご用意しております。お誘い合わせの上ご参加ください。 
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6. 研究発表  【2 月 18 日(日) 10:00~12:00】 

（1）研究発表について 研究発表での事例についての発表を行う際には、原則としてクライエント

や患者の了解を得たものとします。個人情報の保護と研究倫理にご留意ください。 

（2）研究発表申し込みについて 研究発表を希望される方は、ホームページからもしくは同封の FAX

用紙にて《 11 月 30 日（木）までに 》お申し込み下さい。 

                           

7. 西日本心理劇学会総会  【2 月１8 日(日) 13:00~13:30】 

 

8. 大会講演   【2 月１8 日(日) 13:30~15:00】 

  『九州の心理劇の源流をたどって』 高田弘子先生（エルロン筑紫野） 

 昨年度学会賞を受賞された高田弘子先生に、迎孝久先生による多様な御指導のお話に始まる西日本の

心理劇発展の歴史と、ご自身が展開されている福祉・教育領域における心理劇の実践についてお話しい

ただきます。 

 

9. 参加申し込み 

(1) 大会参加申し込み できるだけ、大会ホームページ http://www.nishigeki39.blogspot.jp/ の申し込

みフォームから、もしくは同封の FAX 用紙にてお申し込み下さい。なお、事前参加申し込みは、2018

年 1 月 15 日（月）までです。それ以降は当日参加料金に切り替えられますので、お気をつけください。 

 

(2) 大会参加費・懇親会費・昼食代の振り込み  

 大会参加の申し込み後、大会参加費・懇親会費・昼食代を下の口座にお振り込みください。 

事前申し込みの振込期限は 2018 年 1 月 15 日（月）までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会参加費
事前（1/15まで） 当日（1/15以降）

一般（個人会員、施設会員の事業所所属職員） 6,000 7,000
学生 4,000 5,000
一般 7,000 8,000
学生 5,000 6,000

5,000 5,000
1,000 1,000

学会員

非会員

懇親会
2月18日の昼食弁当
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 振込先 ゆうちょ銀行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 託児のご案内 

 お子様を同伴する参加者のために、会場内に託児サービスの設置、一時保護保育所のご紹介を予定してお

ります（有料）。ホームページにてご案内いたしますのでご確認ください。 

 

11. 今後の情報発信について 

 今後の情報発信は大会ホームページにて行います。https://kagosima-shinrigeki.jimdo.com 

 

12. お問い合わせ•連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【口座間送金】 

*ゆうちょ銀行からお振込みいただく場合 

口座記号番号： 01790‐3‐145738 番 

口座名：西日本心理劇学会鹿児島大会 

（ニシニホンシンリゲキガッカイカゴシマタイカイ） 

 

【銀行振込み】  

*他金融機関からゆうちょ銀行にお振込みいただく場合 

店名（店番）： 一七九（イチナナキュウ）店（179） 

預金種類： 当座 

口座番号： 0145738 

口座名：西日本心理劇学会鹿児島大会 

   （ニシニホンシンリゲキガッカイカゴシマタイカイ） 

学会入会・年度会費に関するお問い合わせ 

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（子ども発達相談部門） 

電話：092-642-3158 FAX：092-642-3588  

 

 

 

 

 

鹿児島大会に関するお問い合わせ 

第 43 回西日本心理劇学会 鹿児島大会事務局 

〒890-0065 鹿児島市郡元 1-21-30 

鹿児島大学大学院臨床心理学研究科内西日本心理劇学会鹿児島大会事務局 

大会ホームページ  https://kagosima-shinrigeki.jimdo.com 

E-mail:kagoshimashinrigeki@gmail.com Fax:099-285-3907 

 

https://kagosima-shinrigeki.jimdo.com/

