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概要

1 教育方法の実践例
1. 視覚的情報を取り入れた授業実践

2015年4月～現在

教科書、板書のみではなく、出来る限り映像、写真等の
情報を取り入れ、聞くだけ、書くだけでは理解・学習が
不十分な点を補うこと、また学習に対する意欲を高める
よう工夫している。

2. 授業前アウトブレイクの実施

2015年4月～現在

毎回の授業の最初に前回授業の復習ができるよう、パワ
ーポイントを用いて穴埋め問題を実施。授業前のアイス
ブレイクの効果もあり、この間に授業を受ける体制を整
えられるよう実施している。

3. 双方向の意見交換による授業実践

2015年4月～現在

講義授業において講師の一方的な語りにならぬよう、適
宜学生が自ら考え、学びに参加できるように心がけてい
る。関連する話題のトピックなどから問いかけを行い、
教科書の上での出来事ではなく身近な問題として考え、
またそれを述べられるような工夫を行っている。

2 作成した教科書、教材
1. 「心の傷に寄り添って-災害・被害のトラウマと心 2005年12月1日
のケア-」(DVD教材）

編集者：杉村省吾・本多修
武庫川女子大学発達臨床心理学研究所阪神・淡路大震災1
0周年事業として、被災者へのこころのケア活動、災害・
被害によるトラウマとこころへの影響、災害・被害に対
する危機対応と緊急支援の流れ、ストレスマネジメント
とカウンセリングを含むDVDを作成し、日本心理臨床学会
、被害者支援全国研修会、学校臨床心理士全国研修会等
で利用するマニュアルとして配布した。
2009年9月以降は、「トラウマとPTSDの心理援助-心の傷
に寄り添って-」（金剛出版）（後出）の添付として販売
した。

3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 中学生の不登校ケースのスーパービジョンの実施

2013年5月～2014年3月

大学院院生が担当する身体症状から不登校を呈する中学
生男子の心理療法および母親並行面接のスーパービジョ
ン

2. 発達の問題を抱える男児へのプレイセラピーのス 2013年5月～2014年3月
ーパービジョンの実施

大学院院生が担当する発達の遅れが気になる男児へのプ
レイセラピーおよび母親並行面接のスーパービジョン

3. 自閉症と診断された小学生女児へのプレイセラピ
ーのスーパービジョン

2011年4月～2013年3月

大学院院生が担当する自閉症と診断された女子小学生プ
レイセラピーのスーパービジョン

4. 問題行動がみられる児童へのプレイセラピーのケ
ーススーパービジョンの実施

2010年10月～2013年3月

大学院生が担当する問題行動がみられる児童のプレイセ
ラピーおよび母親並行面接のスーパービジョン

5. 武庫川女子大学発達臨床心理学研究所研究員

2009年4月～2017年3月

外来相談室の相談対応

6. 問題行動がみられる女児へのプレイセラピーのケ
ーススーパービジョンの実施

2009年3月～2010年3月

大学院生が担当する他児への暴力等問題行動がみられる
女児のプレイセラピーおよび母親並行面接のスーパービ
ジョン

7. 小学生の不登校ケーススーパービジョンの実施

2009年3月～2011年3月

大学院生が担当する不登校の小学生男児へのプレイセラ
ピーおよび母親並行面接のスーパービジョン

8. 高校生の不登校へのカウンセリングに対するケー
ススーパービジョンの実施

2009年3月～2011年3月

大学院生が担当した不登校状態の女子高校生に対するカ
ウンセリングへのスーパービジョン

4 その他
1. 教員免許更新制免許状更新講習

講師

2019年8月16日

大阪府常磐会短期大学において、幼稚園教諭免許状を有
する対象者に対し、講座名「子どもの発達に関する脳科
学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関す
るものを含む）」を担当した。

2. 教員免許更新制免許状更新講習

講師

2018年8月

大阪府常磐会短期大学において、幼稚園教諭免許状を有
する対象者に対し、講座名「子どもの生活の変化を踏ま
えた課題（カウンセリングマインドの必要性）」を担当
した。

3. 兵庫県私学振興協会生徒指導連絡協議会主催研修
講師

2016年6月8日

兵庫県下の私立学校生徒指導担当教員対象研修会におい
て「カウンセラーの関わり方」と題した研修を行った。

4. 私立中学・高等学校研修（教員対象）

2012年3月8日

スクールカウンセラーとして勤務する私立中学・高等学
校の教員に対し「発達障害について」と題した教員研修
を行った。

職務上の実績に関する事項

1

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. 公認心理師

2019年4月18日

登録番号 第24225号

2. 精神保健福祉士

2018年4月1日

登録番号 第79127号

3. 臨床心理士

2002年04月1日

登録番号 第9877号

2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 武庫川女子大学発達臨床心理学研究所心理教育相
談員

2018年4月1日～2020年3月31 外来相談室の相談員として、来談を希望する方のインテ
日
ーク面接、継続面接の担当を行った。

2. 常磐会短期大学学生相談室相談員

2015年4月～2016年3月

学生相談室相談員として談話室（あじさいルーム）にお
いて学業に関する相談、異性関係や交友関係のトラブル
の相談、家族関係の問題をかかえる学生の個別カウンセ
リングなどを行った。

3. 武庫川臨床心理学研究会準備委員

2015年～2019年

武庫川女子大学大学院文学研究科臨床心理学専攻院生お
よび修了生で構成される研究会の準備委員として毎年、
研究会を開催している。

4. 医療機関における、心理検査及び心理療法の実践

2013年4月～2020年3月

主に精神科、神経内科、リハビリテーション科に通院・
入院する統合失調症、うつ病、高次脳機能障害、認知症
等を呈する患者に対する心理検査、神経心理学検査、心
理カウンセリングを行った。

5. 私立中学・高等学校におけるスクールカウンセリ
ング

2012年4月～現在

スクールカウンセラーとして、生徒、保護者、教員への
個人カウンセリング、家族カウンセリング及び教員等関
係者とのコンサルテーションを行っている。

6. 企業内健康管理室におけるメンタル不全を呈する
従業員の個人カウンセリングおよび管理職とのコ
ンサルテーションの実践

2011年6月～2020年3月

機器を製造する工場の健康管理室内において、うつ症状
や適応障害を呈する従業員に対し個別カウンセリング、
休職中の心理支援、復職支援、上司とのコンサルテーシ
ョン等を行った。

7. 精神科クリニックにおける心理検査の実践

2001年6月～2004年3月／200 様々な症状を訴え受診する患者に対し、医師の指示の元
9年4月～2020年3月
に各種心理検査を実施している。主に、知能テスト（WAI
S、WISC）、神経心理学的検査（MMSE、HDS-R、COGNISTAT
等）、投影法（バウムテスト、ロールシャッハテスト、
風景構成法）、質問紙法（Y-G性格検査、CMI等）を実施
し、検査所見の作成、患者へのフィードバック等を行っ
た。

8. 精神科クリニックおよび併設のカウンセリングル
ームにおける心理療法の実践

2001年6月～2004年3月／200 精神科クリニックを受診する不登校、うつ病、双極性感
9年4月～2020年3月
情障害などの気分障害、社会不安性障害、強迫神経症、
摂食障害、非定型精神病や統合失調症、認知症を患う10
代～80代の患者に対し、医師の指示のもと、心理療法を
実施した。

4 その他
1. 兵庫県臨床心理士会事務局

2020年4月～現在

会全体の予算管理、運営事務業務を行っている。

2. 兵庫県臨床心理士会地方職能団体ワーキングルル
ープ事務担当

事務担当

2017年4月～2020年3月

兵庫県臨床心理士会における地方職能団体ワーキンググ
ループの開催業務などを担当している。

3. こころの健康電話相談

2011年1月30日

兵庫県臨床心理士会が実施した電話相談会に、相談員と
して参加した。

事務

2008年4月～2020年3月

兵庫県臨床心理士会被害者支援専門委員会主催のひょう
ごHEART研修の開催運営事務などを担当した。

5. 兵庫県臨床心理士会スクールカウンセラー専門委
員会 事務担当

2005年4月～2020年3月

兵庫県臨床心理士会スクールカウンセラー専門委員会主
催研修の開催運営事務、スクールカウンセラー募集に関
する業務を担当している。

6. 東日本大震災の被災地派遣スクールカウンセラー
派遣事業 事務担当及び後方支援

2011年5月～2017年3月

宮城県（石巻市・南三陸町）、岩手県（山田町）へ兵庫
県臨床心理士会の会員がスクールカウンセラーとして派
遣されるにあたり、派遣者の募集・決定、派遣事務手続
き、派遣後の活動報告会の開催、引継ぎ会開催支援等を
行った。

7. 第20回学校臨床心理士研修会（於：武庫川女子大
学）運営事務担当

2015年8月22日～8月23日

およそ2000人のスクールカウンセラーが全国から集まる
研修会の運営事務を担当した。

8. 私立幼稚園キンダーカウンセリング

2011年6月～2013年3月

2か月に1度幼稚園を訪れ、子どもの観察から気になる子
に関するコンサルテーション、希望する保護者の子育て
相談を実施した。

相談員

4. 兵庫県臨床心理士会被害者支援専門委員会
担当

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称
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発行又は
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発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. 「トラウマとPTSDの心理援助-心
の傷に寄り添って-」

共

2009年9月

金剛出版

2

阪神淡路大震災の後、心のケア活動に尽力した臨床
心理士が、災害のみならず様々な事件・事故による
トラウマ、また児童虐待や不登校を支援するための
方法について、実践的報告を踏まえて記した。その
中で「いじめ・不登校への心のケア」を担当。心理
療法を通してかかわったいじめをきっかけに不登校
状態にあった子どもの母親との面接を踏まえ、家庭
の中でできる子どもとのかかわりについて考察した

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
。
（編著者：杉村省吾・本多修・冨永良喜・高橋哲
共著者:佐方哲彦、八木修司、織田島純子，吉澤美弥
子，大原薫、堀口節子、大上律子、岡嵜順子、市井
雅哉、森田喜治、佐伯文昭、村本邦子、齊藤文夫、
平山由美、羽下大信、倉石哲也）
（本人担当：第八章一節 pp.235-244）
2 学位論文
1. 修士論文「女性の自我同一性確立 単
における母親の影響についての研
究」

2001年3月

武庫川女子大学大学院
文学研究科心理臨床学
専攻修士論文

女性の自我同一性確立において母親がどのように影
響するのかについて、女子大学生の事例と不登校女
児の事例から検討を行った。

1. 社会不安障害の成人女性との心理 単
療法過程-描画を用いてかかわる
こと-(査読付き）

2020年3月

武庫川女子大学発達臨 一人での外出が困難な社会不安障害を呈する女性と
床心理学研究所紀要第2 の心理療法過程である。セラピスト（筆者）は、ク
1号
ライエントの感情が分かりづらく、関係の持ちにく
さを感じ、心理療法の初期に風景構成法、スクイグ
ル、MSSMを用いて関係性の構築を試みた。その後の
経過を含め、描画を用いたことや両親との関係につ
いて考察を行った。(pp.43-54)

2. 特別支援学校に通う女子との面接 単
過程 (査読付き）

2010年12月

武庫川女子大学発達臨 中学生時代から不登校であり、学習障害と診断され
床心理学研究所紀要第1 高校から特別支援学校に通う17歳女子との面接過程
2号
の報告である。当初の主訴は人間関係の相談であっ
たが、経過の中で語られる恋愛や就職活動などの現
実的な課題の経験と、樹木画、風景構成法、箱庭な
どの表現を踏まえて、一人の女性の成長の過程につ
いて考察を行った。(pp.25-36)

3. ある不登校児の母親面接過程

単

2006年12月

武庫川女子大学発達臨 小学生の不登校の子どもをもつ母親とのカウンセリ
床心理学研究所紀要第8 ング経過を報告した。来談当初、密着した母子関係
号
にあり、それから分離‐個体化の過程を経て、子ど
もが対象恒常性を獲得して再登校に至るというよう
な育て直しが行われたという観点から事例を見つめ
、母子並行面接における母親カウンセリングについ
ての考察を行った。(pp.23-33)

4. 不登校女児の遊戯治療過程

単

1999年12月

武庫川女子大学発達臨
床心理学研究所紀要
第１号

小学生の不登校女児との遊戯療法を報告した。セラ
ピストである筆者とクライエントの女児とのかかわ
りの中でセラピストがクライエントの女児への接触
の難しさについて、母子関係の観点から考察を行っ
た。(pp.143-156)

1. グループ箱庭制作体験による心理 単
的変化に関する一考察―樹木画，
ＰＯＭＳを用いて―（ポスター発
表)

2009年9月

第28回日本心理臨床学
会 於：東京国際フォ
ーラム

青年期の心理的な揺らぎに対し、グループ箱庭制作
体験が有効と仮定し、心理検査を用いて体験前後の
変化について検討を行った。結果として、比較的安
定する傾向にあることが示された。

2. グループ箱庭制作体験における心 単
理的変化に関する研究（口頭発表
）

2009年11月

第23回日本箱庭療法学
会 於：佛教大学

共感性に乏しく、自己愛的で、境界性人格障害に似
た感情のコントロールの悪さ、衝動性の高さといっ
た特徴を示すことが少なからずある青年期に、共感
され、支えられる経験をすることは、対人関係の問
題の解決にもつながる。この方法として、グループ
箱庭制作体験が有効と仮定し、実施した。参加者の
箱庭表現の変化、各種心理検査結果から、体験につ
いて考察を行った。

3. 養護学校に通う17歳女性との面接 単
過程（口頭発表)

2007年10月

第21回日本箱庭療法学 学習障害と診断され高校から養護学校（現特別支援
会 於：長崎ハウステン 学校）に通う17歳女子との面接過程を報告した。両
ボス
親の離婚、ペットとの別れ、恋人との別れなど様々
な別離を経験しながら少しずつ成長していく経過を
バウム、風景構成法、箱庭表現を中心に考察を行っ
た。

3 学術論文

その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表

３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
1. 事例報告「強迫神経症の女性との 単
心理療法過程-引継ぎケースにつ
いて考える-」

2019年3月10 第22回武庫川臨床心理
日
学研究会 於：武庫川
女子大学

担当セラピストが急死したクライエントとの面接過
程について、その後任セラピストとしてかかわって
いる強迫神経症の女性の事例発表を行った。

2. 事例報告「不登校の子どもをもつ 単
母親との面接過程

2011年5月15 第16回武庫川臨床心理
日
学研究会 於：武庫川
女子大学

不登校の高校生と中学生の子どもをもつ母親とのカ
ウンセリング過程について事例発表を行った。

3. 発達リスク児・障害児を抱える養 共

2010年3月

平成21年9月22日に第28回日本心理臨床学会自主シン

平成21年度武庫川女子

3

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
育者ヘの支援-調査研究・事例研
究-

大学発達支援学術研究
センター研究成果報告
書

ポジウムにおいて報告した虐待によるトラウマと心
理療法（その４）-児童養護施設における調査研究と
事例研究に対するコメントを報告した。（分担研究
者：杉村省吾、本多修、齊藤文夫、佐方哲彦、西井
克泰、則定百合子、平山由美、共同研究者：倉石哲
也、佐伯文昭、椿美沙子、渡部華奈 pp.57-72）

4. 自主シンポジウム「虐待によるト 共
ラウマと心理療法（その４）-児
童養護施設における調査研究と事
例研究」コメンテーター

2009年9月22 第28回日本心理臨床学
日
会 於：明治学院大学

第28回日本心理臨床学会自主シンポジウムにおいて
児童養護施設における心理療法過程の報告ならびに
調査報告に対するコメンテーターを務めた（発表者
：椿美沙子、渡部華奈、コメンテーター：杉村省吾
、本多修、齊藤文夫、佐方哲彦、西井克泰、則定百
合子、平山由美、共同研究者：倉石哲也、佐伯文昭
）

5. 発達リスク児・障害児、養育者へ 共
の支援 a.心理・社会的要因によ
る発達リスク児・障害児への心理
療法過程の分析、b.発達リスク児
・障害児を抱える養育者への支援

2009年3月

平成20年度武庫川女子
大学発達支援学術研究
センター研究成果報告
書

平成20年9月5日に度第27回日本心理臨床学会自主シ
ンポジウムにおいて報告した虐待によるトラウマと
心理療法（その３）-児童養護施設児のレジリエンス
調査研究と性的虐待児の遊戯療法-について報告した
。（共同研究者：杉村省吾、本多修、齊藤文夫、佐
方哲彦、西井克泰、佐伯文昭、平山由美、櫨林美歩
、井関良美、井上雅勝、小花和Wright尚子、則定百
合子、羽川加奈子、川島裕美 pp.83-141）

6. 自主シンポジウム「虐待によるト 共
ラウマと心理療法（その３）-児
童養護施設児のレジリエンス調査
研究と性的虐待児の遊戯療法-」
コメンテーター

2008年9月5
日

第27回日本心理臨床学
会 於：筑波大学

第27回日本心理臨床学会自主シンポジウムにおいて
、児童養護施設における心理療法過程の事例発表な
らびに調査報告に対するコメンテーターを務めた。
（発表者：櫨林美歩、川島裕美、コメンテーター：
杉村省吾、本多修、齊藤文夫、佐方哲彦、西井克泰
、佐伯文昭、平山由美、則定百合子、羽川加奈子）

7. 発達リスク児・障害児、養育者へ 共
の支援 a.心理・社会的要因によ
る発達リスク児・障害児への心理
療法過程の分析、b.発達リスク児
・障害児を抱える養育者への支援

2008年3月

平成19年度武庫川女子
大学発達支援学術研究
センター研究成果報告
書

平成19年9月28日に第26回日本心理臨床学会自主シン
ポジウムを報告した。児童養護施設における心理療
法と生活場面面接（報告：大山勝秀）の報告に対す
るコメントをまとめている。（、共同研究者：杉村
省吾、本多修、齊藤文夫、西井克泰、佐方哲彦、佐
伯文昭、平山由美、大山勝秀、宮腰裕子 pp.75-120
）

8. 平成20年度発達臨床心理学研究所 単
活動報告

2008年12月

武庫川女子大学発達臨 平成20年度の相談室業務（新規受付ケース数、主訴
床心理学研究所紀要第1 別相談内容）、研究所主催公開講座等の活動報告書
0号
を作成した(pp.135-139)。

9. 自主シンポジウム「虐待によるト 共
ラウマと心理療法（その２）-児
童養護施設における心理療法と生
活場面面接-」コメンテーター

2007年9月28 第26回日本心理臨床学
日
会 於：東京国際フォ
ーラム

第26回日本心理臨床学会自主シンポジウムにおいて
、児童養護施設における心理療法と生活場面面接に
対するコメンテーターを務めた。（発表：大山勝秀
、宮腰裕子、コメンテーター：杉村省吾、本多修、
齊藤文夫、西井克泰、佐方哲彦、佐伯文昭、平山由
美）

10. 平成19年度発達臨床心理学研究所 単
活動報告

2007年12月

武庫川女子大学発達臨 平成19年度の相談室業務（新規受付ケース数、主訴
床心理学研究所紀要第9 別相談内容）、研究所主催公開講座等の活動報告書
号
を作成した(pp.197-201)。

11. 平成18年度発達臨床心理学研究所 単
活動報告

2006年12月

武庫川女子大学発達臨 平成18年度の相談室業務（新規受付ケース数、主訴
床心理学研究所紀要第8 別相談内容）、研究所主催公開講座等の活動報告書
号
を作成した(pp.189-192)。

12. 平成17年度発達臨床心理学研究所 単
活動報告

2005年12月

武庫川女子大学発達臨 平成17年度の相談室業務（新規受付ケース数、主訴
床心理学研究所紀要第7 別相談内容）、研究所主催公開講座等の活動報告書
号
を作成した(pp.235-239)。

13. 平成16年度発達臨床心理学研究所 単
活動報告

2004年12月

武庫川女子大学発達臨 平成16年度の相談室業務（新規受付ケース数、主訴
床心理学研究所紀要第6 別相談内容）、研究所主催公開講座等の活動報告書
号
を作成した(pp.205-210)。

６．研究費の取得状況

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2019年4月～現在

日本心理臨床学会

2. 2012年4月～現在

日本ユング心理学会

3. 2005年4月～現在

日本箱庭療法学会
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