
日本臨床心理劇学会第 44回沖縄大会 

大会テーマ「心理劇の NEXT舞台
ステージ

へ」 

第 2 号通信 

ごあいさつ 

 小雪の候、会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、本学会は今年度より西日本心理劇学会改め日本臨床心理劇学会へと名称も新たに、

次なる発展を期することとなりました。その記念すべき学術大会をお引き受けできたこ

とにまずは深く感謝申し上げます。大会テーマはこの機会を刻むべく「心理劇のネクス

ト・ステージ」といたしました。今年度は初の心理職の国家資格である公認心理師試験が

スタートしました。他方、教育分野では道徳の授業が教科として定められ、その主要な方

法としてロールプレイングが推奨されていると伺っています。新たなステージへと望む

会員の皆さんも多数いらっしゃるのではないかと思います。2 月の沖縄は寒緋桜から新緑

へと衣替えが始まる季節になります。一足早い春の季節にご来沖くださいますよう、実行

委員一同、楽しみにお待ちしております。 

実行委員長 古川卓 

 

１．会期 平成 31 年 2 月 16 日（土）～17 日（日） 

２．会場 琉球大学文系講義棟 / 琉球大学大学会館 

〒903-0213 中頭郡西原町字千原 1 番地 琉球大学 

 

３．スケジュールとプログラム 

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

2 月 16 日(土) 常任理事会 理事会 受付 ワークショップ 移動 懇親会 

 

     10：00         12：00  13：00 13：30     15：00 

2 月 17 日(日) 研究発表 昼食 総会 シンポジウム 閉会式 

 

４．大会ワークショップ【2 月 16 日(土)13:00－18:00】 

(1)ワークショップについて 

 初学者の方の学びからベテラン会員の相互研修まで幅広い学びを意識して、5 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． 「心理劇はじめの一歩」講師：金子進之助・平山篤史 

 心理劇に初めて関心を持たれた方、改めて基礎から学び直したい方のためのコースで

す。ワークの進行は講師が行いますので、全く初めての方でも参加できます。 

Ｂ．「道徳教育に活かす心理劇（役割演技・動作化）」講師：時田学・出山良惠・金城正典 

 道徳教育で役割演技や動作化を導入している、もしくは検討中の小中学校教員向けに、

導入にあたっての留意点や導入例について“体験的に”学んでいただくコースです。ワー

クの進行は講師が行いますので、全く初めての方でも参加できます。 

Ｃ．「コミュニケーションに悩める人のための心理劇」講師：池田顕吾・中村真樹 

 いわゆる発達凸凹で周囲とコミュニケーションが上手くいかずに困っている人に対

し、グループを通して成長を促す方法として心理劇を学びたい人のためのコースです。 

Ｄ．「アディクションに悩める人のための心理劇」講師：古賀聡・川上仁公 

 アルコール、薬物、ギャンブル…アディクションに悩める人に心理劇を役立てたい人の

ためのコースです。 

Ｅ．監督養成コース 講師（スーパーバイザー）：針塚進・高田弘子 

 日本臨床心理劇学会で資格取得を目指す人のためのコースです。監督希望者を募集し

ます。希望なさる方は、大会事務局（古川）までお問い合わせください。 

 

(2)監督体験希望者募集について 

 学会ワークショップのＥ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、講師の先生の指導のもと監督体験をしていただけます。監督体験をご希望なされる方

は、《12 月 14 日(金)》までに furukawa@lab.u-ryukyu.ac.jp までお申し込みください。 

 

５．懇親会【2 月 16 日(土)18：30－20：30】琉球大学生協北食堂（参加費 3,500 円） 

 多くのご参加をお待ちしています。初参加の方もきっと出番が待っています。 

なお、懇親会終了後は貸し切りバス（定員 60 名）で那覇市新都心「ゆいレールおもろま

ち駅」までお送りします。 

 

６．研究発表【2 月 17 日（日）10：00－12：00】 

（1）研究発表について 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、同封の FAX 用紙にて《12

月 15 日（土）》までにお申し込みください（メールでも可です）。 

 

７．日本臨床心理劇学会総会【2 月 17 日（日）13：00－13：30】 

 会員の皆様、どうぞご参加ください。 

 



８．シンポジウム「心理劇のネクスト・ステージへ」 

 心理劇を実践している臨床の場から、現状と課題、そして今後の展望についてお話しいた

だき、心理劇の次なる舞台（ネクスト・ステージ）への期待について、参加者の皆さんと語

り合いたいと思います。話題提供者や指定討論者については現在調整中です。決まり次第、

日本臨床心理劇学会ホームページにてお知らせいたします。 

 

※閉会式後、15 時 20 分に法文学部駐車場から那覇市新都心「ゆいレールおもろまち駅」ま

で、貸し切りバス（定員 60 名×2 台）を運行します。 

 

９．参加申し込み 

（1）大会参加申し込み 同封の FAX 用紙にてお申し込みください（メールでも可）。なお、

事前参加申し込みは、2019 年 1 月 15 日（火）までです。 

 

大会参加費 

  事前（1/15 まで） 当日（1/15 以降） 

会員 施設会員を含む 6,000 円 7,000 円 

学生 4,000 円 5,000 円 

非会員 一般 7,000 円 8,000 円 

学生 5,000 円 6,000 円 

懇親会 3,500 円 3,500 円 

2 月 17 日の弁当 500 円 (購入できません) 

 

（2）航空券・宿泊について 

 航空券・宿泊については、各自でご準備ください。懇親会、閉会式終了後は那覇市新都心

「ゆいレールおもろまち駅」まで貸し切りバス（定員 60 名）を運行します。宿泊地は新都

心とその付近が便利です。なお、プロ野球などスポーツのキャンプシーズンですので、お早

めにご予約ください。 

 

(3)参加費等の振込先 

ゆうちょ銀行 

【口座間送金】 

＊ゆうちょ銀行からお振込みいただく場合 

口座番号記号： ０１７００－１－１４７４７７番 

口座名称： 日本臨床心理劇学会第 44 回沖縄大会 

  （ニホンリンショウシンリゲキガッカイダイヨンジュウヨン） 

 



【銀行振り込み】 

＊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： ０１４７４７７ 

口座名称： 日本臨床心理劇学会第 44 回沖縄大会 

  （ニホンリンショウシンリゲキガッカイダイヨンジュウヨン） 

 

１０．託児のご案内 

 託児のご利用を希望なさる方は、事務局までご連絡ください。 

 

１１．今後の情報発信について 

日本臨床心理劇学会ホームページにて行います。URL https://nishigeki.jimdo.com/ 

 

１２．お問合せ・連絡先 

○沖縄大会に関するお問い合わせ 

 

日本臨床心理劇学会第 44 回沖縄大会事務局 

〒903-0213 中頭郡西原町字千原 1 番地 

琉球大学保健管理センター 古川卓 

e メール：furukawa@lab.u-ryukyu.ac.jp 

電話 098-895-8144  FAX 098-895-8148 

 

○学会入会・年度会費に関するお問い合わせ 

 

〒812-0395 福岡市西区本岡 744（イーストゾーン） 

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 

日本臨床心理劇学会事務局 

電話:092-802-6415  e メール : shinrigeki@yahoo.co.jp 

 

  



日本臨床心理劇学会第 44回沖縄大会 

参加申し込み用紙(2019年 1月 15日火曜まで) 

FAX：098-895-8148 

eメール:furukawa@lab.u-ryukyu.ac.jp 
（ふりがな） 

参加者名 

 

所 属  

連絡先住所 

eメールアドレス 

〒 

e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

（     ） 

希望する 

ワークショップ 

第 1希望（ ）第 2希望（ ）第 3希望（ ） 

※必ず第 3希望までご記入ください。 

参加費 

（事前申し込み） 

□会員：一般(￥6,000) □会員：学生(￥4,000) 

□非会員：一般(￥7,000) □学生(￥5,000) 

懇親会 □参加(￥3,500) □不参加 

2/17昼食弁当 □要(￥500) □不要 

振込金合計額 ￥ 

バス利用希望 □2/16懇親会後 □2/17閉会式後 ※無料 



日本臨床心理劇学会第 44回沖縄大会 

研究発表申し込み用紙 

(2018年 12月 15日土曜まで) 

FAX：098-895-8148 

eメール:furukawa@lab.u-ryukyu.ac.jp 

(ふりがな) 

発表者名 

 

所 属  

発表題目  

 

連絡先住所 

 

 

eメールアドレス 

〒 

 

 

eメール 

 


