
一般社団法人 公認心理師の会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 田村ビル 公益社団法人日本心理学会事務局内

ホームページ https://cpp-network.com/index.html

WS1 福祉・障害部会ワークショップ

応用行動分析学や認知行動療法を活かした精神障害・発達障害のある方への就労支援

講師：陶 貴行（LITALICO研究所）

ライブ配信（A方式）：2021年5月23日（日）13:00～16:00

録画配信（B方式）：2021年2021年5月27日（木）～8月27日（金）

参加応募〆切 ： （A方式）2021年5月20日（木）

（Ｂ方式）2021年8月17日（火）

WS２ 産業・労働・地域保健部会ワークショップ

産業の人材開発と組織改革における心理学的支援

講師：奈良 元壽（サイテック）

ライブ配信（A方式）：2021年８月８日（日）13:00～16:00
録画配信（B方式） ：2021年2021年８月１２日（木）～１１月１２日（金）
参加応募〆切 ： （A方式）2021年８月５日（木）

（Ｂ方式）2021年１１月２日（火）

WS３ 教育・特別支援部会ワークショップ

学校環境を整える“学校全体で取り組むポジティブな行動支援（SWPBS）”の理論と実際
講師：大対 香奈子（近畿大学）

ライブ配信（A方式）：2021年９月５日（日）13:00～16:00
録画配信（B方式） ：2021年2021年９月９日（木）～１２月９日（木）
参加応募〆切 ： （A方式）2021年９月２日（木）

（Ｂ方式）2021年８月３１日（火）

WS４ 司法・犯罪・嗜癖部会ワークショップ

理論・事例・実践から学ぶ、日々の臨床活動に活かす司法面接法と日常臨床への応用

講師：仲 真紀子（立命館大学）上宮 愛（立命館大学）根ケ山 裕子（名古屋市西部
児童相談所）田部井 三貴（千葉家庭裁判所佐倉支部）安西 敦（ひだまり法律事務所）

ライブ配信（A方式）：2021年９月１１日（土）13:00～16:00
録画配信（B方式） ：2021年2021年９月１６日（木）～１２月１６日（木）
参加応募〆切 ： （A方式）2021年９月８日（水）

（Ｂ方式）2021年１２月６日（月）

WS５ 医療部会ワークショップ

公認心理師のための臨床疫学入門
講師：国里 愛彦（専修大学）竹林 由武（福島県立医科大学）

ライブ配信（A方式）：2021年１０月２４日（日）13:00～16:00
録画配信（B方式） ：2021年2021年１０月２８日（木）～１月２８日（金）
参加応募〆切 ： （A方式）2021年１０月２１日（木）

（Ｂ方式）202２年１月１８日（火）

参加方法
参加費：会員4000円 非会員6000円
公認心理師の会 Webサイト「研修会」ページよりお申込みください。
https://cpp-network.com/workshop.html
研修会についてのお問い合わせ先：（株）ヒューマン・リサーチ human_2@abox3.so-net.ne.jp

＊A方式（ライブ配信）
• 登録者にはZoom URLを配布
• 質疑応答が可能
• B方式も含みます
＊B方式（録画配信）
• ３か月間繰り返し視聴可能

主要５分野研修会
2021年度１期

mailto:human_2@abox3.so-net.ne.jp


主要５分野研修会
2021年度第1期

WS1 福祉・障害部会ワークショップ

「応用行動分析学や認知行動療法を活かした
精神障害・発達障害のある方への就労支援」

講師：陶 貴行（LITALICO研究所）
司会： 金澤 潤一郎（北海道医療大学）

ライブ配信（A方式）：2021年5月23日（日）13:00～16:00

録画配信（B方式）：2021年2021年5月27日（木）～8月27日（金）

参加募集〆切 ： （A方式）2021年5月20日（木）
（Ｂ方式）2021年8月17日（火）

参加費：会員4000円 非会員6000円
*会員登録が完了して202１年度の年会費を支払った方のみ会員参加費となります。会員登録途中の方や、年会費未納の方は、非会員会費となります。

ワークショップ概要

本ワークショップでは、主に精神障害や発達
障害のある方の事例を取り上げながら、障害
のある方の就労支援における応用行動分析学
や認知行動療法を活用について学んでいきま
す。

就労支援サービスには、障害者総合支援法に
基づく就労移行支援事業などのほか、障害者
職業センターによる職業リハビリテーション
、障害者就業・生活支援センターによる就労
と生活の一体的な支援がありますが、いずれ
においても精神障害や発達障害のある方の利
用が増えています。その中には、これまで様
々な困難を経験される中で、うつや不安等の
気分の問題に加え、PTSD、自傷行為、物質
関連障害、強迫症、睡眠障害、心理的疼痛、
コミュニケーションや人間関係に関する問題
など生活における様々な困りごとを抱える方
々がいらっしゃいます。そのため、就労を支
援するだけではなく、職業生活全体における
健康をケアする支援が求められています。こ
のような方々に対して、就労支援でいかにし
て応用行動分析学や認知行動療法を活かして
サポートしているかお話しいたします。

一般社団法人 公認心理師の会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 田村ビル 公益社団法人日本心理学会事務局内

ホームページ https://cpp-network.com/index.html

参加方法

公認心理師の会 Webサイト「研修会」ページ
よりお申込みください。
https://cpp-network.com/workshop.html

A方式登録者は，A方式（ライブ配信）・B方式
（録画配信）の両方に参加できます。

●A方式（ライブ配信）
• Zoomによるライブ配信を行います。登録者

にはZoom URLをお伝えします。
• 質疑応答が可能。
• ライブ参加ご希望の方は、ライブ配信３日前

までにご登録ください。

●B方式（録画配信）
• ライブ配信の録画を動画配信サイトに掲載し

ます。登録者には動画URLをお伝えします。
• 動画は３か月間、繰り返しご自分のペースで

視聴できます。
• 録画配信終了10日前までにお申込ください。

＊参加に関する注意事項についてはウェブサイトをご覧ください。

研修会についてのお問い合わせ先
（株） ヒューマン・リサーチ
human_2@abox3.so-net.ne.jp

https://cpp-network.com/workshop.html
mailto:human_2@abox3.so-net.ne.jp


主要５分野研修会
2021年度第1期

WS２ 産業・労働・地域保健部会ワークショップ

「産業の人材開発と組織改革における心理学的支援」

講師：奈良 元壽（サイテック）
司会： 岡島 義（東京家政大学）

ライブ配信（A方式）：2021年８月８日（日）13:00～16:00

録画配信（B方式）：2021年2021年８月１２日（木）～１１月１２日（金）

参加応募〆切 ： （A方式）2021年８月５日（木）
（Ｂ方式）2021年１１月２日（火）

参加費：会員4000円 非会員6000円
*会員登録が完了して202１年度の年会費を支払った方のみ会員参加費となります。会員登録途中の方や、年会費未納の方は、非会員会費となります。

ワークショップ概要

現在公認心理師の産業領域業務の多くは、
①メンタル不調者の心理学的支援、予防
②ストレスに関連するカウンセ リング、研修
、組織支援
③キャリアや問題解決型のカウンセリング
であろう。
一方海外では、健常者の能力開発を目指す

人材開発の分野で、クリニカルを含むサイコ
ロジストがコーチングなどで活躍するケース
が増加している。
本ワークショップではまず、企業が近年重

視する「個人を対象とした人材開発」の概要
を説明し、公認心理師として携わる可 能性の
ある業務内容を解説する。その中でも重要と
思われるコーチングについてケース検討も含
め理解を進める。臨床で馴染みのあるケース
フォーミュレーション、認知行動療法的支援
なども応用する。次に、公認心理師が今後活
躍を期待される、「組織全体を対象とした組
織改革」の分野を概観する。組織改革には経
営戦略を始め複雑な要素が関連しているが、
心理職が関わる事のできる業務を整理し、ワ
ークも体験しながら理解を進める。

一般社団法人 公認心理師の会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 田村ビル 公益社団法人日本心理学会事務局内

ホームページ https://cpp-network.com/index.html

参加方法

公認心理師の会 Webサイト「研修会」ページ
よりお申込みください。
https://cpp-network.com/workshop.html

A方式登録者は，A方式（ライブ配信）・B方式
（録画配信）の両方に参加できます。

●A方式（ライブ配信）
• Zoomによるライブ配信を行います。登録者

にはZoom URLをお伝えします。
• 質疑応答が可能。
• ライブ参加ご希望の方は、ライブ配信３日前

までにご登録ください。

●B方式（録画配信）
• ライブ配信の録画を動画配信サイトに掲載し

ます。登録者には動画URLをお伝えします。
• 動画は３か月間、繰り返しご自分のペースで

視聴できます。
• 録画配信終了10日前までにお申込ください。

＊参加に関する注意事項についてはウェブサイトをご覧ください。

研修会についてのお問い合わせ先
（株） ヒューマン・リサーチ
human_2@abox3.so-net.ne.jp

https://cpp-network.com/workshop.html
mailto:human_2@abox3.so-net.ne.jp


主要５分野研修会
2021年度第1期

WS3 教育・特別支援部会ワークショップ

「学校環境を整える“学校全体で取り組む

ポジティブな行動支援（SWPBS）”の理論と実際」

講師：大対 香奈子（近畿大学）
司会： 戸ヶ﨑 泰子（宮崎大学）

ライブ配信（A方式）：2021年９月５日（日）13:00～16:00

録画配信（B方式） ：2021年2021年９月９日（木）～１２月９日（木）

参加応募〆切 ： （A方式）2021年９月２日（木）
（Ｂ方式）2021年８月３１日（火）

参加費：会員4000円 非会員6000円
*会員登録が完了して202１年度の年会費を支払った方のみ会員参加費となります。会員登録途中の方や、年会費未納の方は、非会員会費となります。

ワークショップ概要

学校は、児童生徒の成長・発達を促進し、
自立や社会参加に必要な力を育む「学びの場
」である。しかし現状は、いじめ・不登校等
の学校不適応の問題や、学級崩壊・学校の荒
れ等の諸問題は深刻な状況にある。
このような事態の改善策の1つとして、

「学校全体で取り組むポジティブな行動支援
（SWPBS）」が注目されるようになってき
ている。SWPBSとは、応用行動分析学に基
づく学校全体を対象としたアプローチのこと
であり、米国では2万を越える学校で適用さ
れている。わが国でも、教育効果を実証する
報告が蓄積されるようになってきており、今
後学校教育現場で広く展開されることが期待
されることから、教育領域での心理援助者に
とっては、ぜひ学んでおきたいアプローチで
あると言える。
本ワークショップでは、今後ますます学校

現場での適用が期待されるSWPBSのエッセ
ンスを学び、活用事例を通じて理解を深め、
児童生徒の充実した学校生活を実現に向けて
心理援助者としての専門性の充実を図りたい
。

一般社団法人 公認心理師の会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 田村ビル 公益社団法人日本心理学会事務局内

ホームページ https://cpp-network.com/index.html

参加方法

公認心理師の会 Webサイト「研修会」ページ
よりお申込みください。
https://cpp-network.com/workshop.html

A方式登録者は，A方式（ライブ配信）・B方式
（録画配信）の両方に参加できます。

●A方式（ライブ配信）
• Zoomによるライブ配信を行います。登録者

にはZoom URLをお伝えします。
• 質疑応答が可能。
• ライブ参加ご希望の方は、ライブ配信３日前

までにご登録ください。

●B方式（録画配信）
• ライブ配信の録画を動画配信サイトに掲載し

ます。登録者には動画URLをお伝えします。
• 動画は３か月間、繰り返しご自分のペースで

視聴できます。
• 録画配信終了10日前までにお申込ください。

＊参加に関する注意事項についてはウェブサイトをご覧ください。

研修会についてのお問い合わせ先
（株） ヒューマン・リサーチ
human_2@abox3.so-net.ne.jp

https://cpp-network.com/workshop.html
mailto:human_2@abox3.so-net.ne.jp


主要５分野研修会
2021年度第1期

WS４ 司法・犯罪・嗜癖部会ワークショップ

「理論・事例・実践から学ぶ、

日々の臨床活動に活かす司法面接法と日常臨床への応用」

講師：仲 真紀子（立命館大学） 田部井 三貴（千葉家庭裁判所佐倉支部）
上宮 愛（立命館大学） 安西 敦（ひだまり法律事務所）
根ケ山 裕子（名古屋市西部児童相談所）

司会： 横光 健吾（川崎医療福祉大学）

ライブ配信（A方式）：2021年９月１１日（土）13:00～16:00
録画配信（B方式） ：2021年2021年９月１６日（木）～１２月１６日（木）
参加応募〆切 ： （A方式）2021年９月８日（水）

（Ｂ方式）2021年１２月６日（月）

参加費：会員4000円 非会員6000円
*会員登録が完了して202１年度の年会費を支払った方のみ会員参加費となります。会員登録途中の方や、年会費未納の方は、非会員会費となります。

ワークショップ概要

クライエントに侵襲的でないやり方で、か
つ客観的に情報を聴取する方法の１つであ
る司法面接法は、司法・犯罪領域の他機関が
連携する場で利用されてきている。しかしな
がら、本来であれば客観的に情報を聴取する
べき場は、司法・犯罪領域だけでなく、日々
の臨床活動にも当てはまる。そして、本来客
観的に情報を聴取するべきクライエントを前
にして、司法面接法を知らない、あるいは知
っていても適切に使用できていないわれわれ
公認心理師は、偏りのあるやり方でクライエ
ントから情報を徴収している可能性、そして
その事実を今一度、再確認することは重要で
ある。
このワークショップでは、本来２日間かけ

て行われる司法面接法のワークショップを３
時間に凝縮し、そのエッセンスと活用事例、
そしてワークを通じて理解を深めていきたい
と思っている。

参加方法

公認心理師の会 Webサイト「研修会」ページ
よりお申込みください。
https://cpp-network.com/workshop.html

A方式登録者は，A方式（ライブ配信）・B方式
（録画配信）の両方に参加できます。

●A方式（ライブ配信）
• Zoomによるライブ配信を行います。登録者

にはZoom URLをお伝えします。
• 質疑応答が可能。
• ライブ参加ご希望の方は、ライブ配信３日前

までにご登録ください。
●B方式（録画配信）
• ライブ配信の録画を動画配信サイトに掲載し

ます。登録者には動画URLをお伝えします。
• 動画は３か月間、繰り返しご自分のペースで

視聴できます。
• 録画配信終了10日前までにお申込ください。

＊参加に関する注意事項についてはウェブサイトをご覧ください。

研修会についてのお問い合わせ先
（株） ヒューマン・リサーチ
human_2@abox3.so-net.ne.jp

一般社団法人 公認心理師の会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 田村ビル 公益社団法人日本心理学会事務局内

ホームページ https://cpp-network.com/index.html

https://cpp-network.com/workshop.html
mailto:human_2@abox3.so-net.ne.jp


主要５分野研修会
2021年度第1期

WS５ 医療部会ワークショップ

「公認心理師のための臨床疫学入門」

講師：国里 愛彦（専修大学）
竹林 由武（福島県立医科大学）

司会： 谷口 敏淳（一般社団法人 Psychoro）

ライブ配信（A方式）：2021年１０月２４日（日）13:00～16:00
録画配信（B方式） ：2021年2021年１０月２８日（木）～１月２８日（金）
参加応募〆切 ： （A方式）2021年１０月２１日（木）

（Ｂ方式）202２年１月１８日（火）

参加費：会員4000円 非会員6000円
*会員登録が完了して202１年度の年会費を支払った方のみ会員参加費となります。会員登録途中の方や、年会費未納の方は、非会員会費となります。

ワークショップ概要

医療領域で活動する公認心理師を聴
衆として想定している。本研修会は、
将来的に医療領域の専門資格を認定す
る際に、「科学者—実践家の基礎」に
関するコンピテンスを確認するために
利用することを検討しているものであ
る。最新のエビデンスの探索や科学者
—実践家モデルの実践といった「エビ
デンスの参照と利用」に関わるコンピ
テンスと、臨床研究の方法論や論文・
学会抄録の書き方、プレゼンテーショ
ンといった「エビデンスの構築」に関
わるコンピテンスを包括的に扱う予定
である。

参加方法

公認心理師の会 Webサイト「研修会」ページ
よりお申込みください。
https://cpp-network.com/workshop.html

A方式登録者は，A方式（ライブ配信）・B方式
（録画配信）の両方に参加できます。

●A方式（ライブ配信）
• Zoomによるライブ配信を行います。登録者

にはZoom URLをお伝えします。
• 質疑応答が可能。
• ライブ参加ご希望の方は、ライブ配信３日前

までにご登録ください。

●B方式（録画配信）
• ライブ配信の録画を動画配信サイトに掲載し

ます。登録者には動画URLをお伝えします。
• 動画は３か月間、繰り返しご自分のペースで

視聴できます。
• 録画配信終了10日前までにお申込ください。

＊参加に関する注意事項についてはウェブサイトをご覧ください。

研修会についてのお問い合わせ先
（株） ヒューマン・リサーチ
human_2@abox3.so-net.ne.jp

一般社団法人 公認心理師の会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13 田村ビル 公益社団法人日本心理学会事務局内

ホームページ https://cpp-network.com/index.html

https://cpp-network.com/workshop.html
mailto:human_2@abox3.so-net.ne.jp

