
九州大学大学院人間環境学府博士後期課程単位取得退学。臨床心理士。スクールカウンセラー。かしまえり

こ心理室代表。放送大学分担協力講師。福岡女学院大学大学院非常勤講師。これまで約40の小中学校で数

百事例のケースに関わり、教師による事例検討会でのコメンテーターを数多く務めるほか、各地でさまざまな

研修会や講演会などで活躍。直感力と独自の工夫をこらす生来のセンスに加え、神田橋條治氏のスーパーヴ

ィジョンを400時間以上、毎週継続して受け、氏の心理療法のエッセンスを自らの実践の中に活かしたカウンセ

リングの力は、斯界の高い評価を得ている。著書に『スクールカウンセリングモデル100例』『現場で役立つスク

ールカウンセリングの実際』（以上、創元社、共著）、『いじめ臨床』（ナカニシヤ出版、共著）、『改訂版スクール

カウンセリング』（放送大学教育振興会、共著）、『神田橋條治　精神科講義』『神田橋條治　医学部講義』（以

上、創元社、共編）など。ＤＶＤに『心理臨床を学ぶVOL｡13　スクールカウンセリング』（医学映像教育センター、

原案監修）。

私たちは子どもたちの未来に何を遺してやれるのでしょうか。この国でかつてない豊かさを満喫した世代として、子どもたちに愛

情と自信とともに遺してやれるものが本当にあるのかと心配になります。飽食の果ての残骸だけではないのかと危惧します。

スクールカウンセリングやさまざまな心理臨床の場で出会う子どもたちは、それぞれの傷つきを抱えながら、静かな瞳で、私たち

おとなの振る舞いを見つめているように思えてなりません。そんな子どもたちの心に触れる機会を許された者として、彼ら一人ひと

りの未来がより実りあるものとなるように、援助する技術と判断力と思いとが心理臨床家に求められています。迷うことの多い、難し

い仕事ですから、みなで検討し合って、間違いがより少ないようにと願います。厳しくはありますが、やりがいのある仕事ですから、

みなで支え合って、あきらめることなく続けていきたいと思います。思いをともにしてくださるお仲間の参加をお待ちしています。

申込用紙裏面

講師紹介

受講者の声

講　師

講師からのメッセージ

●お問い合わせ

株式会社 創元社 セミナー係
〒541-0047  大阪市中央区淡路町4-3-6 
電　 話：06-6231-9011　FAX：06-6233-3112
メール：seminar@sogensha.com

 さまざまな年代の子どもたち、親御さん、現場の先生方とともに、日々現場で精一杯活動する仲間たちが全国か

ら集い、自分がいま直面しているケースについて真剣に話し合う本セミナーは、２０１７年で記念すべき１０年目

を迎えます。みなさまの長きにわたる温かいご支援に、心より感謝申し上げます。

　２０１７年度は、下記の日程で年６回開催致します。

 本セミナーで共に学び、支え合いながら日々の臨床の知恵と活力を養っていただけますよう、みなさまのふるっ

てのご参加を、お待ち申し上げております。

このセミナーと出会わなかったら…と思うと怖くなることがあります。

多くの生徒をむやみに精神科に送り、多くの保護者をクレイマーとして

片付け、多くの先生方の頑張りを徒労感に終わらせてしまっていたかも

しれません。そして何より、私自身がとっくにSCという仕事を辞めてい

たと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （H県　女性）

頭では来談者のことを大切に考えるとか分かっていたつもりでしたが、

かしま先生のコメントなどを通して、その温かさに触れる機会ができ、

全然わかってなかった！と分かってしまいました。それに、先生は温か

いだけでなく、強さも持っておられます。私も、少しでもそんな姿に近

づいて行きたいです。　　　　　　　　　　　　　　     （Ｇ県　女性）

かしま先生のあたたかでありながら、スクールカウンセラーとして、一

個人として、大事なことはやっていかなきゃだよね！という励ましがあ

り、私もやる気が出ます。また、全国から参加されているので、具体的

な情報交換もできますし、メーリングでのやりとりも支えになります。

学びとリフレッシュの場になっています。ありがとうございます。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｆ県　女性）

毎回、発表される其々の事例に自分のケースと重ねて、ヒントをもらっ

たり、内省したり、濃厚な時間を過ごさせてもらっています。かしま先

生の鋭いコメントは「腑に落ちる」「目からうろこ」です。同時にその 

コメントは、とてもあたたかく、明日に向かう勇気をもらいます。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ県　女性）　

「お役に立てたらうれしい」との思いが会場に静かに流れている中で、

事例発表者である私たちの持ち味を生かしたかしま先生のコメントや

メンバーのコメントをきいていると、あっという間に一日が終わり、

探していたものが知らず知らずのうちに得られた充実感があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（Ｔ県　女性）　

仲間とは、同じ考えの集まりであっても居心地がよいけれど、いろんな

人がいろんな立場であってもそこに居て心地よいという仲間、もしかし

たら、そこが他の研修会では得られないこのセミナーのよさかも知れま

せん。そしてそれが、スクールカウンセラーに求められる資質なのかも

しれません。このセミナーでは、かしま先生がその雰囲気を大事にして

くださっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　 （Ｏ県　女性）

会　　　場：創元社セミナールーム（〒541-0047　大阪市中央区淡路町4-3-6　創元社ビル４Ｆ）

参加資格：臨床心理士もしくはそれに準ずる方で、守秘義務を遵守でき、かつ現在、

　　　　　　　スクールカウンセリング等の心理臨床の職務に携わっておられる方

　　　　　　　�全回参加の方には、それぞれの現場からケースを提供していただきます。

　　　　　　      申し込み時にケースの概要をご記入ください。当日の発表用レジュメは不要です。

定　　　員：23名

受  講  料：7万5千円

参考図書：『スクールカウンセリングモデル100例』（かしまえりこ・神田橋條治著、創元社）

申込締切：定員になり次第、締め切らせていただきます

※通年継続以外の受講を希望される方へ

　　単独回の受講を受け付けます。  　定員：各回若干名　受講料：1万6000円／1回

講　　　師：かしまえりこ（嘉嶋領子） 

日　　　時：全６回通しての参加を原則とします。

お申し込みはFAX（裏面参照）または特設サイトのお申込フォームでどうぞ。

特設サイトへは創元社HPよりお入りください。　→　http://www.sogensha.co.jp

※ 内容が判読できない場合は、お申し込みが受け付けられませんのでご注意ください。
※ 記入漏れがないよう、送信前に再度ご確認ください。

かしまセミナーに参加する一番の醍醐味はかしま先生の勇気に触れるこ

とだと感じております。丸一日、5ケースを次々と公開でSVをするという

作業は、そしてライヴで資料なし、何が飛び出すかわからない状況の中

には、コメントしようのないケースも、歯が立たないケースもきっとあ

ることでしょう。そんな真剣勝負を発表者を痛めつけないというただひ

とつの信念を貫きつつ沢山の目の前で受けてたつ覚悟、そして、発言に

責任を持つ覚悟。それは、人を選べず、職場を選べずそして他職種に囲

まれて常にできることを模索せねばならないSCに一番求められる姿勢だ

と感じます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（A県　女性）

かしまえりこの

行き詰ったときに思い出す顔、受け売りではない生の声、同じ立場
の仲間を労わるまなざし――このセミナーで得るものだ。いつか自
分も与えられる人になりたい、そう願う気持ちもセミナーがくれた。
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ県　女性）

かしま先生は、その時カウンセラーとして自分が何をどう感じていたか

ということをとても大切にされます。「自分が感じているもの」を起点

としてケースを検討していただく中で、ケースについての理解が深まる

だけでなく、自分がすぐに使えるような実践的なヒントも得られます。

また同時に、自分自身の課題も浮かび上がってくることとなり、日頃の

自分の臨床を振り返る「生きた学び」の場となっています。かしま先生

をはじめ参加者の皆さんの志の高さと、温かい雰囲気 にいつも支えら

れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｏ県　女性）

かしまセミナーの魅力はいくつもありますが、敢えてひとつ挙げるなら、
かしま先生のコメントには、発表者やその向こうにおられる生徒さん達へ
の思いやりがとても感じられること、私はそう思っています。そして、か
しま先生と参加者の輪から、私はいつもスクールカウンセラーの“今”を

感じ、学ばせて頂いています。ありがとうございます。　　（Ｓ県　女性）                    

セミナー参加当初、仕事の難しさに途方に暮れていました。講師のかし

ま先生、参加者の皆さまとの出会い、学ぶことと、仕事でお返ししてい

く努力をなんとか続けていく中で、足元が少しあかるくなる時がありま

す。ぽつぽつ歩いていける気持ちになります。必要な方が出会われて、

セミナーの体験で伝わるものが仕事の中でじわっと支えになりますよう

に。                                      　　　　　 （Ｉ県　女性）　

日替わりの職場に勤務しており、家庭の事情によるブランクもあり、
自分の経験がきれぎれであやふやなものだとずっと感じていました。
セミナーでは、スクールカウンセラーとしての豊富なご経験から学
校現場の力動も、そして家庭での子どもの育ちと親の子育ても常に
視野に入れて、かしま先生がお話しされます。セミナーに参加して
いるうちに、生活者としての「私」の上に、色々な役割や仕事が積
み重なっていることが見え、まとまりのある経験として感じられる
ようになってきました。　　　　　　　　　　　　　　（Ｔ県　女性）

かしま先生のこのセミナーではいつも色々なことを教えていただけます。

中でも、現実的な注意点、技術的なことというのは先生が日々学校臨床

に携わっておられる中から生まれるものだと思いますし、それを先生は

惜しまず共有させてくださいます。また、そのような話から始まって、

やはり最後は心理の仕事とは何かいうことについて多くのサジェスチョ

ンが得られます。本当に私にとっては大変有意義なセミナーです。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｇ県　女性）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

創元社セミナー

2017

-
スクールカウンセリング・
ケースカンファレンス 全6回

日　程

かしまえりこ（嘉嶋　領子）

（予定）

おかげさまで創元社は2017年に
創業125周年を迎えます

「ケース提供者とケースの役に立つ」という当たり前のことが最も大切

にされ、でも馴れ合いとはほど遠い、盗みたいものがいっぱいのセミナ

ーだと思います。宣伝したいような、でも、自分だけのものにしておき

たいような感じです。　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｏ県　女性）

第1回　　2017年 １月28日（土）11：00～17：00

第2回　　2017年 ３月25日（土）11：00～17：00

第3回　　2017年 ５月20日（土）11：00～17：00

第4回　　2017年 ７月22日（土）11：00～17：00

第5回　　2017年 ９月16日（土）11：00～17：00

第6回　  2017年11月25日（土）11：00～17：00　　　　　 
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研修会や講演会などで活躍。直感力と独自の工夫をこらす生来のセンスに加え、神田橋條治氏のスーパーヴ

ィジョンを400時間以上、毎週継続して受け、氏の心理療法のエッセンスを自らの実践の中に活かしたカウンセ

リングの力は、斯界の高い評価を得ている。著書に『スクールカウンセリングモデル100例』『現場で役立つスク

ールカウンセリングの実際』（以上、創元社、共著）、『いじめ臨床』（ナカニシヤ出版、共著）、『改訂版スクール
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このセミナーと出会わなかったら…と思うと怖くなることがあります。

多くの生徒をむやみに精神科に送り、多くの保護者をクレイマーとして

片付け、多くの先生方の頑張りを徒労感に終わらせてしまっていたかも

しれません。そして何より、私自身がとっくにSCという仕事を辞めてい

たと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （H県　女性）

頭では来談者のことを大切に考えるとか分かっていたつもりでしたが、

かしま先生のコメントなどを通して、その温かさに触れる機会ができ、

全然わかってなかった！と分かってしまいました。それに、先生は温か

いだけでなく、強さも持っておられます。私も、少しでもそんな姿に近

づいて行きたいです。　　　　　　　　　　　　　　     （Ｇ県　女性）

かしま先生のあたたかでありながら、スクールカウンセラーとして、一

個人として、大事なことはやっていかなきゃだよね！という励ましがあ

り、私もやる気が出ます。また、全国から参加されているので、具体的

な情報交換もできますし、メーリングでのやりとりも支えになります。

学びとリフレッシュの場になっています。ありがとうございます。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｆ県　女性）

毎回、発表される其々の事例に自分のケースと重ねて、ヒントをもらっ

たり、内省したり、濃厚な時間を過ごさせてもらっています。かしま先

生の鋭いコメントは「腑に落ちる」「目からうろこ」です。同時にその 

コメントは、とてもあたたかく、明日に向かう勇気をもらいます。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ県　女性）　

「お役に立てたらうれしい」との思いが会場に静かに流れている中で、

事例発表者である私たちの持ち味を生かしたかしま先生のコメントや

メンバーのコメントをきいていると、あっという間に一日が終わり、

探していたものが知らず知らずのうちに得られた充実感があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（Ｔ県　女性）　

仲間とは、同じ考えの集まりであっても居心地がよいけれど、いろんな

人がいろんな立場であってもそこに居て心地よいという仲間、もしかし

たら、そこが他の研修会では得られないこのセミナーのよさかも知れま

せん。そしてそれが、スクールカウンセラーに求められる資質なのかも

しれません。このセミナーでは、かしま先生がその雰囲気を大事にして

くださっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　 （Ｏ県　女性）

会　　　場：創元社セミナールーム（〒541-0047　大阪市中央区淡路町4-3-6　創元社ビル４Ｆ）

参加資格：臨床心理士もしくはそれに準ずる方で、守秘義務を遵守でき、かつ現在、

　　　　　　　スクールカウンセリング等の心理臨床の職務に携わっておられる方

　　　　　　　�全回参加の方には、それぞれの現場からケースを提供していただきます。

　　　　　　      申し込み時にケースの概要をご記入ください。当日の発表用レジュメは不要です。

定　　　員：23名

受  講  料：7万5千円

参考図書：『スクールカウンセリングモデル100例』（かしまえりこ・神田橋條治著、創元社）

申込締切：定員になり次第、締め切らせていただきます

※通年継続以外の受講を希望される方へ

　　単独回の受講を受け付けます。  　定員：各回若干名　受講料：1万6000円／1回

講　　　師：かしまえりこ（嘉嶋領子） 

日　　　時：全６回通しての参加を原則とします。

お申し込みはFAX（裏面参照）または特設サイトのお申込フォームでどうぞ。

特設サイトへは創元社HPよりお入りください。　→　http://www.sogensha.co.jp

※ 内容が判読できない場合は、お申し込みが受け付けられませんのでご注意ください。
※ 記入漏れがないよう、送信前に再度ご確認ください。

かしまセミナーに参加する一番の醍醐味はかしま先生の勇気に触れるこ

とだと感じております。丸一日、5ケースを次々と公開でSVをするという

作業は、そしてライヴで資料なし、何が飛び出すかわからない状況の中

には、コメントしようのないケースも、歯が立たないケースもきっとあ

ることでしょう。そんな真剣勝負を発表者を痛めつけないというただひ

とつの信念を貫きつつ沢山の目の前で受けてたつ覚悟、そして、発言に

責任を持つ覚悟。それは、人を選べず、職場を選べずそして他職種に囲

まれて常にできることを模索せねばならないSCに一番求められる姿勢だ

と感じます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（A県　女性）

かしまえりこの

行き詰ったときに思い出す顔、受け売りではない生の声、同じ立場
の仲間を労わるまなざし――このセミナーで得るものだ。いつか自
分も与えられる人になりたい、そう願う気持ちもセミナーがくれた。
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ県　女性）

かしま先生は、その時カウンセラーとして自分が何をどう感じていたか

ということをとても大切にされます。「自分が感じているもの」を起点

としてケースを検討していただく中で、ケースについての理解が深まる

だけでなく、自分がすぐに使えるような実践的なヒントも得られます。

また同時に、自分自身の課題も浮かび上がってくることとなり、日頃の

自分の臨床を振り返る「生きた学び」の場となっています。かしま先生

をはじめ参加者の皆さんの志の高さと、温かい雰囲気 にいつも支えら

れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｏ県　女性）

かしまセミナーの魅力はいくつもありますが、敢えてひとつ挙げるなら、
かしま先生のコメントには、発表者やその向こうにおられる生徒さん達へ
の思いやりがとても感じられること、私はそう思っています。そして、か
しま先生と参加者の輪から、私はいつもスクールカウンセラーの“今”を

感じ、学ばせて頂いています。ありがとうございます。　　（Ｓ県　女性）                    

セミナー参加当初、仕事の難しさに途方に暮れていました。講師のかし

ま先生、参加者の皆さまとの出会い、学ぶことと、仕事でお返ししてい

く努力をなんとか続けていく中で、足元が少しあかるくなる時がありま

す。ぽつぽつ歩いていける気持ちになります。必要な方が出会われて、

セミナーの体験で伝わるものが仕事の中でじわっと支えになりますよう

に。                                      　　　　　 （Ｉ県　女性）　

日替わりの職場に勤務しており、家庭の事情によるブランクもあり、
自分の経験がきれぎれであやふやなものだとずっと感じていました。
セミナーでは、スクールカウンセラーとしての豊富なご経験から学
校現場の力動も、そして家庭での子どもの育ちと親の子育ても常に
視野に入れて、かしま先生がお話しされます。セミナーに参加して
いるうちに、生活者としての「私」の上に、色々な役割や仕事が積
み重なっていることが見え、まとまりのある経験として感じられる
ようになってきました。　　　　　　　　　　　　　　（Ｔ県　女性）

かしま先生のこのセミナーではいつも色々なことを教えていただけます。

中でも、現実的な注意点、技術的なことというのは先生が日々学校臨床

に携わっておられる中から生まれるものだと思いますし、それを先生は

惜しまず共有させてくださいます。また、そのような話から始まって、

やはり最後は心理の仕事とは何かいうことについて多くのサジェスチョ

ンが得られます。本当に私にとっては大変有意義なセミナーです。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｇ県　女性）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

創元社セミナー

2017

-
スクールカウンセリング・
ケースカンファレンス 全6回

日　程

かしまえりこ（嘉嶋　領子）

（予定）

おかげさまで創元社は2017年に
創業125周年を迎えます

「ケース提供者とケースの役に立つ」という当たり前のことが最も大切

にされ、でも馴れ合いとはほど遠い、盗みたいものがいっぱいのセミナ

ーだと思います。宣伝したいような、でも、自分だけのものにしておき

たいような感じです。　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｏ県　女性）

第1回　　2017年 １月28日（土）11：00～17：00

第2回　　2017年 ３月25日（土）11：00～17：00

第3回　　2017年 ５月20日（土）11：00～17：00

第4回　　2017年 ７月22日（土）11：00～17：00

第5回　　2017年 ９月16日（土）11：00～17：00

第6回　  2017年11月25日（土）11：00～17：00　　　　　 



送信先：06-6233-3112 創元社セミナー係

創元社セミナー FAX お申し込みフォーム①

★読み間違え防止のため、濃くはっきりとご記入ください。 

※のついている項目は必須項目です。もれなくご記入ください。メールをお使いでない場合は、
　 可能なかぎりＦＡＸ番号をご記入ください。

セミナー名 2017年度　かしまえりこのスクールカウンセリング・ケースカンファレンス

※お名前

※ふりがな

※郵便番号

※住所１（番地まで）

住所２（ｱﾊﾟｰﾄなど）

※メールアドレス１(ＰＣ)

－   －

－   －

※臨床歴 

 

をつけてください。 

部分は 

ご記入ください。

□臨床心理士（登録番号： ） 

□臨床心理士Ｃａｎｄｉｄａｔe 

・心理臨床経験 ： 年 

・スクール カウンセラー 経験： 年 

　校種： 幼稚園 小学校

 

中学校 高等学校 その他 

  

送信先：06-6233-3112 創元社セミナー係 

創元社セミナー FAX お申し込みフォーム②

★読み間違え防止のため、濃くはっきりとご記入ください。 

※検討したい事例の 

概要 

（300～400字程度
でご記入ください。
当日、事例を変更
しても構いません）

ご意見・ご要望

参加可能回に○をおつけください

全回 ／ 第1回　　第２回　　第３回　　第４回　　第５回    第６回　

※ご所属

ＦＡＸ

※電話番号1

※のついている項目は必須項目です。もれなくご記入ください。

・ スクールカウンセラー以外の方（児童相談所など）

電話番号２（携帯）
(緊急連絡対応のため可能な限り)

メールアドレス2(携帯)

・スクールカウンセラーの方（校種に○をつけてください。）

・心理臨床経験 ： 年 

・スクール カウンセラー 経験： 年 

 

送信先：06-6233-3112 創元社セミナー係

創元社セミナー FAX お申し込みフォーム①

★読み間違え防止のため、濃くはっきりとご記入ください。 

※のついている項目は必須項目です。もれなくご記入ください。メールをお使いでない場合は、
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住所２（ｱﾊﾟｰﾄなど）

※メールアドレス１(ＰＣ)

－   －

－   －

※臨床歴 

 

をつけてください。 

部分は 

ご記入ください。

□臨床心理士（登録番号： ） 

□臨床心理士Ｃａｎｄｉｄａｔe 

・心理臨床経験 ： 年 

・スクール カウンセラー 経験： 年 

　校種： 幼稚園 小学校

 

中学校 高等学校 その他 

  

送信先：06-6233-3112 創元社セミナー係 

創元社セミナー FAX お申し込みフォーム②

★読み間違え防止のため、濃くはっきりとご記入ください。 

※検討したい事例の 

概要 

（300～400字程度
でご記入ください。
当日、事例を変更
しても構いません）

ご意見・ご要望
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※ご所属

ＦＡＸ

※電話番号1

※のついている項目は必須項目です。もれなくご記入ください。
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電話番号２（携帯）
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メールアドレス2(携帯)

・スクールカウンセラーの方（校種に○をつけてください。）

・心理臨床経験 ： 年 

・スクール カウンセラー 経験： 年 

 


