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ご	 挨	 拶 

 
今回、遊戯療法学会第 24 回を首都大学東京でお引き受けすることになりまし

た。2008 年の第 14 回大会をお引き受けして以後、すでに 10 年目ということに

なります。この間、発達障碍の問題と共に、子どもの置かれている養育環境の

劣化は、様々な立場から指摘され、子どもの貧困の問題は今切実な社会問題と

なっています。さらには、この問題と関わる面があると指摘されている虐待問

題も増加の一途をたどっており、平成 28 年度には 12 万 2 千件を数える現状が

あります。このような社会的な状況をふまえつつ、遊戯療法という方法で子ど

もの心理的な世界を支援していく立場の者として、われわれはどのような姿勢

を持ちながら「遊び」という子どもが表現する世界に向き合い、関わっていっ

たらいいのか考えてみることを、今回のメインテーマとして上げてみました。	 

今回は、基調講演として作家であり、テレビ等でのコメンテーターとして活

躍され、またクレヨンハウスという子どもの本専門の書店を主催され、そこを

基盤にさまざまな子どもや親への活動、さらには社会問題についても発信され

ている落合恵子さんにお願いし、「子どもの今―表現者・作家としてできること」

を語っていただけたらと思います。	 

さらに、シンポジウムは大会委員会企画として、様々な立場の子どもの今に

ついて語ってもらい、子どもの今の理解を深める企画と、研究委員会企画とし

て、遊戯療法における事例研究の在り方について取り上げています。ワークシ

ョップでは、先達の講師の先生方が実践された事例の報告をしていただき、事

例研究について学んでいきたいと思っています。	 

われわれの大学は首都大学東京という名前ですが東京の郊外の八王子市にあ

ります。京王相模原線で新宿から 40 分弱です。最近では電車の本数も増え、比

較的便利になっています。大学の前にはアウトレットもあり、買い物に便利な

場所でもあります。休日にはショッピングを目的とした人も集まってきていま

す。そこを覗いてみるのもまた一興かと思われます。会員の皆様の多くのご参

加を期待しております。	 

 
日本遊戯療法学会第 24回大会 

	 大会長	 永井	 撤 
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会場への交通案内	 

	 

会場：首都大学東京	 南大沢キャンパス	 

	 	 	 東京都八王子市南大沢１−１	 

	 	 	 大学HP：https://www.tmu.ac.jp	 

	 	 	 交通アクセスHP：https://www.tmu.ac.jp/university	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /campus_guide/access.html	 

	 

☆	 南大沢駅までの交通	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

※	 この他の電車・行き方もございます。ご確認の上、ご乗車	 

※	 	 

	 

	 

	 

☆	 周辺路線図	 

	 

● 京王線：新宿駅からの行き方	 ●	 

	 

①特急・準特急[京王八王子行き][高尾山口行き]等	 乗車（約

40分）	 

→	 調布駅下車	 →	 京王・相模原線：特急・急行・快速	 	 

	 [橋本行き]に乗り換え→	 南大沢駅下車	 

	 

②京王・相模原線：特急・準特急・急行・快速[橋本行き]等	 	 

乗車(約40〜50分)	 →	 南大沢駅下車	 
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☆	 所要時間	 

	 

	 

☆	 各主要駅からの交通経路	 

・JR東京駅から	 

JR中央線[新宿・高尾方面]乗車→JR新宿駅下車	 

京王線新宿駅に乗り換え。→2ページの交通案内参照	 

・JR上野駅から	 

JR山手線（内回り）［池袋方面行き］乗車→JR新宿駅下車。	 

京王線新宿駅に乗り換え。→2ページの交通案内参照	 

・JR大宮駅から	 

JR埼京線・湘南新宿ライン[大崎・平塚方面行き]乗車→JR新宿駅下車	 

京王線新宿駅に乗り換え。→2ページの交通案内参照	 

・JR品川駅から	 

JR山手線（外回り）［池袋方面行き］乗車→JR新宿駅下車	 

京王線新宿駅に乗り換え。→2ページの交通案内参照	 

・JR浜松町駅から	 

JR山手線（外回り）[品川方面行き]乗車（約25分）	 →	 JR新宿駅下車	 

京王線新宿駅に乗り換え。→2ページの交通案内参照	 

JR新横浜駅から	 

JR横浜線[八王子・橋本方面行き]乗車（約40分）→JR橋本駅下車	 

京王線橋本駅乗り換え→京王・相模原線[新宿方面行き]乗車→南大沢駅	 
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会場案内図	 

	 

☆	 首都大学東京まで	 

京王・相模原線	 [南大沢駅]下車。改札口を出て、右手に直進。（約 5分）首都

大学東京南大沢キャンパス・南門に到着。	 

	 

☆	 会場まで	 

首都大学東京・南門から、すぐ右手 1 号館内に受付。使用会場は 1 号館ならび

に南門左手の講堂のみ。	 

	 

	 

	 

・講堂大ホール：基調公演・シンポジウム１・シンポジウム２	 	 

・１号館各教室：ワークショップ・ランチセミナー・総会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 研究発表A・研究発表B	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

・ルヴェソンヴェール：交流の広場・懇親会会場	 

	 

南門  
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三井アウトレットパーク②  
パンケーキ	 	 バター「BUTTER」 
イタリア料理	 ピッツェリア 1830 
自然食バイキング	 はーべすと 
焼き肉しゃぶしゃぶ	 吉座 
スーパーマーケット	 グランルパ 

会場周辺飲食店	 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

フォレストモール  
３Ｆ	 くいもの屋	 わん 
	 	 	 イタリアンバイキング	 パパゲーノ  

２Ｆ	 中華ファミリーレストラン	 バーミヤン  

	 	 	 居酒屋	 鳥貴族  

フレンテ南大沢  
改札側	 定食	 大戸屋  
	 	 	 	 カフェ	 上島珈琲店 
改札向	 スターバックス 

   

その他  
コンビニエンスストア	 セブンイレブン	 

ファーストフード	 マクドナルド	 

イトーヨーカドー  
５Ｆ	 オムライス	 ラケル	 

	 	 	 とんかつ	 いなば	 和幸	 

２Ｆ	 カフェ	 カフェ	 ド	 クリエ	 

ぽっ

fab	 南大沢  
３Ｆ	 うどん	 はなまるうどん  

	 	 	 カフェ	 サンマルク・カフェ  

	 	 	 和食	 	 隠れ菴	 忍家  

	 	 	 イタリア料理	 ラ・パウザ 
	 	 	 ラーメン	 花月嵐  

２Ｆ	 居酒屋	 CHUBO	 はっぴ  

パオレ	 南大沢  
地上入口階	  

活炭焼おっけい	 

てのごい屋	 

串カツでんがな	 

CASUAL	 CHINESE	 TOSHU	 	 	 

カフェ	 SUBWAY	 など	 

三井アウトレットパーク①  
カフェ	 タリーズコーヒー 
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大	 会	 日	 程  
 
❖1日目	 6 月 23 日（土）	 

9:00	 9:30～12:00	 12:00～13:30	 13:45～15:00	 15:15～17:45	 18:00～20:00	 

受付	 ワークショップ	 
昼食	 

理事会	 
公開基調講演	 シンポジウム 1	 

交流の広場	 

（懇親会）	 

	 

❖2 日目	 6 月 24 日（日）	 

9:00	 9:30～11:30	 11:40～12:20	 12:30～13:30	 13:45～15:45	 16:00～18:00	 

受付	 シンポジウム 2	 

昼食	 

ランチセミナー	 

指定討論者・座

長打ち合わせ	 

総会	 研究発表 A	 研究発表 B	 

	 

大	 会	 内	 容	 

大会日程 1日目	 6 月 23 日（土）	 

	 

❖ワークショップ	 9:30～12:00	 ………………………‣	 	 1号館各教室	 

今回のワークショップでは講師の先生方に事例を提示していただきます。	 

詳細は 17 ページをご覧ください。	 

	 

A	 	 山中	 康裕	 （京都ヘルメス研究所・京都大学名誉教授）	 

B	 	 村瀬	 嘉代子	 （日本心理研修センター・大正大学）	 

C	 	 伊藤	 良子	 （帝塚山大学大学院）	 	 

D	 	 倉光	 修	 （放送大学）	 

E	 	 弘中	 正美	 （山王教育研究所）	 	 

G	 滝川	 一廣	 （学習院大学）	 

H	 瀧口	 俊子	 （放送大学名誉教授）	 

	 	 	 ※ワークショップ Fは都合によりキャンセルとなりました。	 
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❖公開基調講演	 13:45～15:00	 ………………………‣	 講堂大ホール	 

	 	 テーマ	 「子どもと大人	 同時代・同社会を生きる」	 

講	 師	 	 落合	 恵子（作家・クレヨンハウス主宰）	 

司	 会	 	 永井	 撤（首都大学東京）	 

※基調講演は「公開講演」として、一般公開されます。興味のある方にも是非ご案内く

ださい。	 

 
❖シンポジウム1	 15:15～17:45	 ………………………‣	 講堂大ホール	 

	 	 	 	 	 テ	 ー	 マ	 	 	 	 「子どもの今	 ―その現実と支援者としてできること」	 

	 	 シンポジスト	 阿 部 	 彩（首都大学東京）社会福祉の立場から	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 宇田川	 一夫（東北福祉大学）東日本大震災、被災地の今	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 渡辺	 久子（渡辺醫院）小児・児童精神科医の立場から	 

	 指定討論者	 	 黒川	 嘉子（奈良女子大学生活環境学部）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 大 塚 	 斉（児童養護施設	 武蔵野児童学園）	 

	 	 司	 	 	 会	 	 永 井 	 撤（首都大学東京）	 

	 

❖交流の広場	 18:00～20:00	 ………‣	 ルヴェソンヴェール南大沢	 

	 首都大学東京キャンパス内にあるカジュアルフレンチのおしゃれなレストラ

ンです。美味しい食事とともに、楽しい余興を企画しています。	 

	 	 http://leversonverre-tokyo.com/restaurant/minamiosawa/	 

 
大会日程 2日目	 6 月 24 日（日）	 

	 

❖シンポジウム 2	 9:30～11:30	 ………………………‣	 講堂大ホール	 

	 	 テ	 ー	 マ	 	 「遊戯療法における事例研究を考える	 ―事例報告から事例研究へ」	 

	 	 話題提供者	 	 沼田	 佳代（札幌市スクールカウンセラー／KKR 札幌医療センター)	 

シンポジスト	 森岡	 正芳（立命館大学）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 妙木	 浩之（東京国際大学）	 

	 	 指定討論者	 	 岡	 	 昌之（首都大学東京名誉教授）	 

司	 	 	 会	 	 横山	 知行（新潟大学）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 森谷	 寛之（京都文教大学）	 
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❖ランチセミナー	 11:40～12:20………‣	 	 1 号館 102・103・104 教室	 

	 

テーマ	 「遊戯療法の現場を語る」	 

	 今大会では、それぞれの領域での実践について意見交換の場を設けました。

短い時間ですが、普段疑問に思っていること、他の「仲間」に聞いてみたいこ

となど持ち寄っていただければと思います。なお、昼食の準備はありません。

参加者の皆様で昼食をご持参ください。	 

	 ①医療領域における遊戯療法コーディネーター：古舘有希子（荏原病院）	 

	 ②教育領域における遊戯療法コーディネーター：波田野茂幸（国際医療福祉大学）	 

	 ③福祉領域における遊戯療法コーディネーター：波多江洋介（白百合女子大学）	 

	 

❖指定討論者・座長打ち合わせ	 11：40〜12：20…‣1 号館 105 教室	 

 
❖総会	 12:30～13:30	 	 	 ………………………………‣	 	 1 号館 120 教室	 

【重要なお知らせ】	 

	 今回は、当会の一般社団法人化が検討されます。会員の皆さまのご出席をお願

い申し上げます。	 

	 

❖研究発表 A	 13:45～15:45	 ……………………………‣	 1 号館各教室	 

	 

❖研究発表 B	 16:00～18:00	 ……………………………‣	 1 号館各教室	 

 
 
❖総合受付	 ……………………………………‣	 1号館エントランス	 

	 

❖大会本部	 …………………………………………‣	 1 号館 110 教室	 
	 
❖クローク	 …………………………………………‣	 1 号館 110 教室	 
	 
❖書籍販売	 	 ………………………………………………‣講堂ロビー	 

	 

❖講師・座長等控え室	 ………………………………‣	 1号館105教室	 

	 

❖参加者休憩室	 	 ………………………………………‣	 1号館107教室	 
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参加申し込みについて	 

	 

・ワークショップ・基調講演・シンポジウム 1・交流の広場……‣学会員および非会員	 

・シンポジウム 2・総会・研究発表	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ………‣学会員のみ参加可	 

	 

❖大会参加・交流の広場の申し込み	 
・web による申し込み方法について	 （5月 31 日まで）	 

今大会は、web で参加受付をいたします。第 24 回大会ホームページ（下記 URL）にアク

セスしてください。QR コードからもアクセスできます。	 

	 

https://tmupsycho.wixsite.com/playtherapy	 
	 	 	 

	 

※振込まれた諸費用は事情の如何にかかわらず返金できませんので、ご了承ください。	 

 
 
・本学会員の当日の受付について	 

①	 参加予約を完了された方	 

5月31日までに参加申し込みとご入金の完了が確認できた会員には、あらかじめ「参

加証」を郵送します。当日は「参加証」を必ずお持ちの上、目的の会場に直接お出

向きください。名札ケースは受付等に置いてありますのでご利用ください。大会期

間中は、「参加証」を入れた名札ケースを常時ご着用いただきますようお願いいた

します。なお、参加費の納入が 6 月１日以降の方および納入の確認ができない方に

は「参加証」が事前に郵送されません。当日、総合受付にお立ち寄りください。	 

②	 当日受付を行う方（予約をされない方）	 

	 当日のお申し込みも可能ですが参加費が高くなります。事前のお申し込みをお勧めし

ます（5 月 31 日まで）。なお、当日のお申し込みは総合受付で行います。	 

	 

・本学会の会員以外の方	 

	 非会員の参加申し込みも上記の要項に沿ってお願いいたします。非会員の方はシンポ

ジウム 2・総会・研究発表には参加できませんのでご了承ください。	 

	 また、事前に「参加証」はお送りいたしません。当日、受付でお渡しいたしますので、

総合受付におこしください。その際、大会事務局から送信された「参加費払い込み受領

メール」をお持ちいただくと受付がスムーズになります。	 

	 なお、非会員の方には大会抄録（事例研究を除いたご案内）をホームページ上からダ

ウンロードしていただきます。事前に大会ホームページをご覧ください。何らかの不具

合等がある場合は、大会実行委員会事務局にお問い合わせください。	 



 
 

11 

❖参加費	 

	 会	 員	 非会員（一般）	 非会員（学生）	 一	 般	 

	 予約	 当日	 予約	 当日	 予約	 当日	 都民	 都民以外	 

研究発表・総会	 

6,000	 7,000	 

	 	 	 	 	 	 

シンポジウム	 
3,000	 4,000	 3,000	 4,000	 

	 	 

基調講演	 1,000	 2,000	 

ワークショップ	 4,000	 5,000	 5,000	 6,000	 3,000	 4,000	 	 	 

交流の広場	 4,000	 5,000	 4,000	 5,000	 4,000	 5,000	 	 	 

	 ※非会員は１日目のシンポジウム1には参加できますが、2日目のシンポジウム2には	  
	 	 参加できません。ご了承ください。 

 
❖臨床心理士の更新ポイントについて	 
	 当会は臨床心理士資格認定協会の認める関連学会ですので、学会員には所定のポイン

トがつきますが、非会員はワークショップを含む 1 日目すべてのプログラムに参加しな

いとポイントはつきません。	 

	 

❖宿泊・昼食について	 
	 「南大沢駅」周辺は大規模アウトレットなど多くの飲食店があります。大会当日は休

日のため、混雑も予想されますが、抄録 6 ページの会場周辺飲食店の情報もどうぞお役

立てください。駅前にはコンビニ、ファーストフード店などもあるため、今回はお弁当

のお申し込み受付をいたしません。	 

	 南大沢駅前には宿泊施設がありませんが、京王相模原線「多摩センター駅」「橋本駅」、

JR 中央線「八王子駅」等、沿線（近郊）にはいくつかのホテルがあります。どの駅か

らも電車の運行本数は多く、アクセスはよいと思われます。ご各自で宿泊のご手配をお

願いいたします。	 

 
❖日本遊戯療法学会第 24 回大会に関する問い合わせ・連絡先	 
	 ・大会に関するご質問等は、FAX か E-mail でご連絡ください。	 

〒192-0397	 東京都八王子市南大沢 1-1	 	 

公立大学法人首都大学東京	 学生サポートセンター学生相談室内	 

日本遊戯療法学会第 24 回大会	 大会実行委員会事務局	 

FAX：042-677-2378	 	 	 	 	 E-mail：japt24th@mynavi.jp	 	 

・大会の受付に関するご質問は、下記に E-mail でお願いいたします。	 

日本遊戯療法学会第 24 回大会	 大会受付	 

〒103-0003	 東京都千代田区一ツ橋 1－1－1	 パレスサイドビル	 

	 	 （株）毎日学術フォーラム内	 日本遊戯療法学会事務局	 	 	 

	 	 	 E-mail：maf-japt24th@mynavi.jp 
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♥	 日本遊戯療法学会事務局より	 お願いとご入会のおすすめ	 ♥	 
	 

	 学会の活動は、皆様の会費で成り立っています。2017 年度の年会費（6000 円）を未

納の方は、郵便局備え付けの振込用紙に「2017 年度年会費」と明記の上、郵便振込に

てお支払いください。	 

振込口座番号	 00180-2-750224	 	 	 

加入者名	 	 	 日本遊戯療法学会	 

	 

	 また、日本遊戯療法学会に入会を希望される方は、下記までお知らせください。入会

申込書をお送りいたします。なお、住所変更等は速やかに事務局までご一報ください。	 

	 	 	 	 	 〒103-0003	 東京都千代田区一ツ橋 1－1－1	 パレスサイドビル	 

	 	 	 	 	 （株）毎日学術フォーラム内	 日本遊戯療法学会事務局	 	 

TEL：03-6267-4550	 FAX：03-6267-4555	 	 	 	 	 

E-mail	 maf-japt@mynavi.jp	 

日本遊戯療法学会ホームページ	 http://playtherapy.jp/	 
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参加者へのご案内	 

	 

1. 大会参加証の明示	 

	 名札が参加証になります。大会期間中は、会員・非会員に関わらず、必ず名札をご着

用ください。受付にて名札ホルダーをお渡しします。なお、所属欄が無記名の方は、お

手数をおかけいたしますが受付にて記入をしてください。なお、当学会の規定により、

総会および研究発表には非会員の方はご参加いただけませんので、あらかじめご了承く

ださい。	 

	 また名札は色分けされています。以下のような意味がありますので、ご確認ください。	 

１緑：会員	 

２赤：非会員（学生非会員を含む）	 

３黄：懇親会参加	 

４紫：登壇者・座長・指定討論者・コメンテーター・学会役員	 

５青：大会運営スタッフ	 

英字：参加ワークショップ記号（不参加は空欄）	 

	 名札裏面には領収書がついていますので、大会終了後に切り取ってご利用ください。

手書きの領収書など、別途必要な方は総合受付までおこしください。なお、領収書の再

発行は致しませんので、ご了承ください。	 

 
2．	 	 参加方法	 

・予約参加者	 

①	 ワークショップから参加される方	 	 	 

	 ワークショップ参加を予約された方には、事前にワークショップ番号を名札にてお知

らせしております。ワークショップの受付は、各会場となります。各会場前で 9：00 よ

り行います。事前申込と参加費のお支払いがお済の方は、直接各教室へおこしください。

事前にワークショップを予約された方で参加費のお支払いがお済でない方は、受付まで

おこしください。	 

	 

②	 公開講演・シンポジウム・ランチセミナー・研究発表から参加される方	 

	 事前に送付しました名札をご着用の上、直接会場におこしください。なお、2日目の

プログラムに参加できるのは学会員のみです。6月1日以降に申し込まれた方は、当日参

加費を受付にてお支払いの上、名札を受け取り、各会場におこしください。	 
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・当日参加者	 

	 １号館エントランス内の受付で参加申込書に必要事項をご記入の上、参加費と併せて

お手続きください(参加費については 11 ページをご参照ください)。	 

	 

＊	 ワークショップへの参加について	 	 

予約参加申し込みの時点で定員に達しているコースもございます。当日、総合受付に

て参加可能なコースをご確認ください。	 

 
3．	 総合受付	 

	 ご不明な点がある方はお手数ですが、総合受付（１号館エントランス）もしくは本部

（１号館 110 教室）までおこしください。	 

	 

4.	 携帯電話・録音・撮影について	 

	 ワークショップ・公開講演・シンポジウム・ランチセミナー・研究発表の各会場では、

携帯電話の電源をお切りいただくようお願いいたします。また、大会会場でのテープレ

コーダー・ICレコーダー・ビデオ・カメラ等録音機器を用いての録音・撮影は固くお断

りいたします。	 

	 

5.	 掲示・連絡	 

	 大会本部からの参加者の皆様へのご連絡は、総合受付に掲示いたします。	 

	 

6.	 クローク	 

	 １号館 110 教室にクロークを設置いたします。どうぞご利用ください。	 

	 6 月 23 日（土）9：00～18：30	 1 号館１階 110 教室	 

	 6 月 24 日（日）9：00～18：30	 1 号館１階 110 教室	 

	 ※	 なお、貴重品のお預けはご遠慮ください。	 

	 

7.	 昼食と休憩所について	 

・昼食について	 

お弁当のお申し込み受付はございません。「南大沢駅」周辺は大規模アウトレットな

ど多くの飲食店があります。6 ページに記載した「会場周辺飲食店」情報を、どうぞお

役立てください。	 
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・休憩所	 

大会期間中 1 号館 107 教室を休憩室として開放しております。どうぞご利用くださ

い。	 

	 

8.	 書籍販売	 

講堂ロビーにて、書籍等の展示・販売を行います。どうぞご利用ください。	 

	 

9．大会本部よりのお願い	 

	 会場には十分な駐車スペースがございません。近隣パーキングも休日のため混雑が予

想されます。なるべく公共交通機関をご利用ください。	 

	 会場内は全て禁煙です。	 

	 

発表者へのご案内	 

	 

1. 発表時間	 

	 あらかじめ指定討論者・座長と打ち合わせの上、十分な討論ができるよう発表時間に

ご配慮ください。また発表開始時間の 10 分前には各発表会場におこしください。	 

	 	 

2. 資料の配布	 

	 資料を当日配布される場合、発表時間 15～20 分前までに、各会場係員にお渡しくだ

さい。その際、回収が必要な場合は、資料に通し番号を付け、その旨明記しておいてく

ださい。	 

	 発表当日の大学内でのコピーサービスはございませんので、ご注意ください。また、

使用した資料の残部や回収資料の処理も大会事務局ではお引き受けできません。あしか

らずご了承ください。	 

	 

3. 使用機器について	 

	 事前にお申し込みいただいた先生の発表会場には windows パソコン・プロジェクター、

スクリーンを準備しております。会場係があらかじめセッティングしていますが、早め

におこしいただき、ご準備いただきますようお願い申し上げます。	 
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4. 発表取り消しの場合	 

	 プログラムに記載されている発表者で、不測の事情で欠席される方は、できるだけ早

く、欠席の旨を大会事務局にご連絡ください。連名発表の場合には、大会承認を得て、

連名者が代行することができます。	 

	 連絡先：日本遊戯療法学会事務局内	 第 24 回大会実行委員会事務局	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E-mail	 	 japt24th@mynavi.jp	 

	 

	 

シンポジウム登壇者の方々へ	 

	 

・ご登壇当日は大会本部に一度お立寄りください。当日の打ち合わせ場所等についてご

案内させていただきます。	 

	 

	 

指定討論者・座長の方々へのご案内	 

	 	 

・事前打ち合わせについて	 

	 指定討論者・座長の打ち合わせを 24 日 11 時 40 分より 12 時 20 分まで 105 教室で行

いますのでお集まりください。なお、昼食のご用意があります。また発表者との打ち合

わせは各会場か、この前後の時間でお願いします。	 

	 また発表開始時間の 10 分前には各発表会場におこしください。	 

 

大会期間中の緊急連絡 
	 

	 大会期間中、本部への緊急のご連絡がある方は以下の連絡先をご利用ください。	 

首都大学東京	 学生サポートセンター学生相談室	 

TEL	 ：042（677）2378	 

	 ※不在時は、留守電にメッセージ（ご用件とご連絡先）をお願いいたします。	 

	 	 折り返し、こちらからご連絡いたします。	 
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ワークショップ	 「講師の事例から学ぶ」	 

6 月 23 日（土）	 9：30〜12：00	 

	 

今大会のワークショップでは、先達の講師の先生方に、ご自身の実践された事例を提示して

いただいて、その事例から学んでいくことができればと思っています。心理臨床の基本は事例

から学ぶことではないかと思います。先生方が、どのような臨床実践をされてきたか、貴重な

事例から学ぶ機会になるかと思います。多くの皆様のご参加をお待ちしております。	 

	 

A	 「私の赤ずきん」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （1 号館 210 教室）	 

山中	 康裕（京都ヘルメス研究所・京都大学名誉教授）	 

私は、『少年期の心』に書いた、《赤頭巾庭子》を、彼女が作った殆どすべての箱庭作品をお

見せして話します。本では、一つの箱庭も示すことなく、総て文字だけに変換して書く方法論

で書いたので、スライドそのものはいつも新鮮なのです。事例は、初診時 7 歳で、「頭が痛い」

を主訴にきて、脳波で 6&14cycles／sec の、当時「問題児に多い」といわれた波形が出ていた

のを、主治医は、癲癇性のもの、と判断し、抗癲癇剤を処方していたようです。	 

	 

B	 「プレイラピストに求められるもの」	 	 	 	 	 	 （1 号館 120 教室）	 	 	 	 	 	 

村瀬	 嘉代子（日本心理研修センター・大正大学）	 

遊戯療法とは認知行動療法、森田療法などというように、よってたつ理論や技法が特定され

るわけではなく、クライエントの状態が心理的支援の過程で、遊戯療法を用いての交流がふさ

わしい局面において取り入れられる方法である。その可能性は幅広く豊かである。プレイセラ

ピストに求められる要因について、広汎性発達障害を持ち、当初中学１年であった A 氏との 40

年に及ぶ道程をもとにご一緒に考えたい。	 

	 

C	 「自閉スペクトラム症の子どもの遊戯療法から学んだ重要なこと」	 

（1 号館 220 教室）	 

伊藤	 良子（帝塚山大学大学院）	 

	 本ワークショップでは、私の心理臨床の原点となった自閉スペクトラム症の子どもの遊戯療

法について語らせていただきます。自閉症には遊戯療法は有効でないとの考えがありますが、

決してそうではありません。彼らとの遊戯療法過程は、人間が人間になる端緒としての自己の

生成における他者の存在の重要性について、本質的な理解を与えるものです。その場における

遊戯療法家のあり方についてともに学びたいと思います。	 
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D	 「紙粘土造形と心理的課題」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （1 号館 102 教室）	 

	 	 	 	 	 	 	 倉光	 修（放送大学）	 

	 このワークショップでは、少人数のグループで、紙粘土を用いて自律的に浮かび上がるイメ

ージを表現し、作品について相互に解説することを通して、個々人の心理的課題を捉えようと

試みます。箱庭療法で用いるようなミニチュアや小さなアイテムを各自２～３個お持ちいただ

いて、制作過程でそれを付加されても結構です。時間があれば、他のセッションで創られた公

表許可作品とコメントも紹介します。（※人数制限あり。７名まで受講可能。）	 

	 

E	 	 「行動のコントロールが効かない子どもの事例からプレイセラピーに

おける制限について考える」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （1 号館 103 教室）	 

弘中	 正美（山王教育研究所）	 

癲癇の負因を持って来談し、約９か月間のプレイセラピーのほぼ中間に、破壊的であるとと

もに宗教的とも言える荘厳な遊びが行われたことを境に、自律的な行動を積み重ねて終結に至

った事例（小１～小２、男子）である。プレイセラピーにおける制限について、重要な課題を

提示しているので、そのことを検討したい。	 

	 

G	 「臨床の体験から学ぶもの」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （1 号館 104 教室）	 

滝川	 一廣（学習院大学）	 

私たちは体験なしにものごとを学んだり身につけることはできません。自分はどんな体験を

とおして心理臨床のわざを学んできたのかとふと振り返ることがあります。ちゃんと学んでき

たのかなあ、の反省も含めて。今回は自分の経験を振り返ってお話してみたいと思います。も

っとも、これは色々な意味で難しいことなのですが・・・。その難しさは、そのまま臨床の難

しさに通じるでしょうか。事例の体験を中心に考えてみましょう。	 

	 

H	 「場面緘黙児との遊戯療法」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （1 号館 109 教室）	 

瀧口	 俊子（放送大学名誉教授）	 

	 数年にわたる公的機関での遊戯療法に効果がないことに焦りを抱いた両親に伴われて、大学

病院精神科を受診した 11 歳の女児との、高校２年生になるまでの面接過程と、その後について

報告します。場面緘黙について、遊戯療法について、保護者（親）面接について、理解を深め

合いたいと思います。クライエントが愛読していた『ガラスの仮面』の好きな（好きだった）

方の参加を期待しています。	 

	 

※	 ワークショップFは都合により、キャンセルとなりました。	 
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公開基調講演 
 

2018年 6月 23日（土）	 13：45〜15：00 
講堂	 大ホール 

 
テーマ 

「子どもと大人	 同時代・同社会を生きる」 
 

講師：落合	 恵子（作家・クレヨンハウス主宰） 
司会：永井	 撤（首都大学東京） 

 
【公開基調講演概要】 
	 自らの国を「先進国」と呼ぶのであるなら、子どもたちの貧困率をどう解釈

すればいいのだろう。子どもと大人は合わせ鏡のような存在である。防衛費は

増大し、きな臭い流れができつつある中で、子どもと直接向かい合うことを選

択したわたしたち大人は、この時代、この社会とどのように対峙すればいいの

だろうか。	 

	 子どもの本の専門店を始めて、42年。出会ってきた子どもを通して見える社

会と時代について、ご一緒に考えましょう。	 

	 

【講師略歴】	 

	 1945年、栃木県生まれ。作家。子どもの本の専門店「クレヨンハウス」と女

性の本の専門店「ミズ・クレヨンハウス」、オーガニックレストラン等を主宰。

「月刊クーヨン」、オーガニックマガジン「月刊いいね」発行人。	 

	 主な著書に『自分を抱きしめてあげたい日に』集英社新書、『母に歌う子守

歌	 私の介護日誌』朝日文庫、『積極的その日暮らし』朝日文庫、『三匹の犬

と眠る夜』平凡社、『おとなの始末』集英社新書、『てんつく怒髪～3・11、そ

れからの日々』岩波書店、最新刊の小説に『泣きかたをわすれていた』河出書

房新社	 など多数。	 
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シンポジウム	 1	 

6 月 23 日（土）	 15：15～17：45	 

講堂	 大ホール	 

	 

	 テ	 ー	 マ	 「子どもの今	 ―その現実と支援者としてできること」	 

	 	 シンポジスト	 阿 部 	 彩（首都大学東京）社会福祉の立場から	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 宇田川	 一夫（東北福祉大学）東日本大震災、被災地の今	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 渡辺	 久子（渡辺醫院）小児・児童精神科医の立場から	 

	 指定討論者	 	 黒川	 嘉子（奈良女子大学生活環境学部）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 大 塚 	 斉（児童養護施設	 武蔵野児童学園）	 

	 	 司	 	 	 会	 	 永 井 	 撤（首都大学東京）	 

	 

・企画主旨	 

子どもの問題は社会の状況を映し出す鏡であるとはよく言われていることですが、今

回のシンポジウムでは、時代的、社会的に大きな変わり目である今、子どもを支援して

いく上で我々が考えるべき現状について、多面的に捉えてみたいと思います。阿部先生

には社会福祉的な立場から子どもの貧困問題について、宇田川先生には、東日本大震災

で被害を受けた子どもたちへの支援の立場から、渡辺先生には母子関係を中心に児童精

神科医としての長年の臨床経験から、それぞれ今という時代の子どもを取り巻く社会に

対して、どのような考えを持っているのかを提言いただきます。さらに指定討論は若手

のお二人にお願いしました。子どもの心理臨床の実践と臨床心理の専門家の養成に取り

組まれている黒川先生と、過酷な体験を受けている子どもが多い児童養護施設という現

場の最前線で、子どもの支援活動を実践されている大塚先生に討論に加わっていただき、

幅広い視点からこの問題について考えていけたらと思っています。 

シンポジストや指定討論の先生のそれぞれのお話から、子どもの置かれている現実が

多面的に見えてくることで、参加者ひとり一人が自分の実践している立場からの子ども

理解により広い視点を持ち、支援を展開していく手がかりになればと考えています。 
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シンポジウム	 2	 

6 月 24 日（日）	 9：30～11：30	 

講堂	 大ホール	 

	 	 

	 	 テ	 ー	 マ	 	 「遊戯療法における事例研究を考える	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 −事例報告から事例研究へ−」	 

	 	 話題提供者	 	 	 沼田	 佳代（札幌市スクールカウンセラー／KKR 札幌医療センター)	 

シンポジスト	 	 森岡	 正芳（立命館大学）	 

妙木	 浩之（東京国際大学）	 

	 	 指定討論者	 	 	 岡	 	 昌之（首都大学東京名誉教授）	 

司	 	 	 会	 	 	 横山	 知行（新潟大学）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 森谷	 寛之（京都文教大学）	 

	 

・企画主旨	 

遊戯療法家としての経験を積んでいく中で、私たちは、毎回のセラピーの記録、スー

パービジョンや事例検討会の資料作成をはじめ、多くの「書くこと」を行っている。「書

くこと」により、毎回のセッションを様々なかたちで振り返ることで、遊戯療法のプロ

セスを把握し、新たな気づきを得て、それをセラピーに活かしていく経験をされた方は

多いだろう。このように、日々の臨床を行っていく上で不可欠とも言える「書くこと」

は、遊戯療法家にとって馴染み深い営みであるはずなのであるが、いざ、担当した事例

を学会発表するとなると、そして、その内容を論文にするとなると逡巡してしまう方は、

決して少なくないように思われる。この逡巡にはさまざまなものが考えられるが、どう

まとめてよいか自信を持てなかったり、考察に行き詰まってしまったりすることによる

ものもあるだろう。 

そこで、本シンポジウムでは、まず沼田先生より、遊戯療法の事例から得たものを論

文としてまとめる際の壁となるいくつかの困難について、ご自分の経験をふまえ話題提

供していただく。これをもとに、シンポジストの森岡先生、妙木先生より「書くこと」

についてのコメントを、そして長年「遊戯療法学研究」の編集委員長を務めてこられた

岡先生より指定討論をしていただき、その後フロアーも交え、議論を深めて行きたい。

このシンポジウムが、参加されるみなさんにとって、遊戯療法における「書くこと」の

意味を改めて考える場となり、また遊戯療法の事例論文を書く契機となることを願って

いる。 
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ランチセミナー	 

	 6 月 24 日（日）	 11：40～12：20	 

１号館各教室	 

	 

テーマ	 「遊戯療法の現場を語る」	 

	 今大会では新しい試みとして、ランチセミナーを企画いたしました。医療・

教育・福祉領域での遊戯療法について、日頃考えていること、困っていること、

他の人の話を聞いてみたいことなどについて、参加者の皆様で楽しみながら自

由にディスカッションしていただきたいと思っています。皆様、ランチをご持

参のうえ、ふるってご参加ください	 

 
・医療領域における遊戯療法	 コーディネーター：古舘有希子（荏原病院）	 

１号館 102 教室	 

・教育領域における遊戯療法	 コーディネーター：波田野茂幸（国際医療福祉大学）	 

１号館 103 教室	 

・福祉領域における遊戯療法	 コーディネーター：波多江洋介（白百合女子大学）	 

1 号館 104 教室	 

	 

	 

	 

総会	 

6月 24 日（日）	 12：30〜13：30	 

１号館 120 教室	 

	 	 

【重要なお知らせ】	 

	 今回は、当会の一般社団法人化が検討されます。会員の皆さまのご出席をお願

い申し上げます。	 

	 

	 

	 

	 


