
Aコース : 知行動療法講習会

Bコース : 知行動療法事例検討ワークショップ

Cコース : キーマ療 習会

(令禾□元年度 )

今年度も 3コ ースの研修を御案内いたします。

Aコ ースは,これまでどおり,伊藤先生のレクチャーを中心に,第 1回
「認知行動療法の基本モデルJ,第 2回「構造化・アセスメント等J.第 3
回「認知再構成法J,第 4回「問題解決法Jという構成で実施します。認知

行動療法の基本をしつかりと学ぶことのできる請習会として大変好評です。平

成 48年の開講以来,310名以上の方が修了証を手にしています。

Bコ ースは,Aコ ース受講年の強い希望もあつて導入したコースです。この

コースは,事例検言Jワ ークショップとして,参加者から tlli出いただいた実践

事例を中心に,伊藤先生の指導の下, レクチャーや話し合い, ロールブレイな

どを行うことによって, これまでに身に付けてこられた CBTの知識や技能を

ブラッシュアップしようとするものです。話し合いが主体なので、Aコース,

Cコースと比べ受講生が少人数な分,すぐに打ち解け,終始和やかな雰囲気の

中で,意見交換をしたり,伊藤先生のスーパーバイズに間き入ったりしていま

した。毎年参加したいという研修員もおられました。本コースヘの御応募に

は,若干の受講条件がありますので, Bコ ースの募集案内をお読みください。

最後にCコ ースは,近年注目を集めている「スキーマ療法J(認知行動療法

をベースにしてそれを拡張したアフローチ,中心概念は「スキーマ」)につい

て,その概念モデル・ 技法,具体的事例等について,2回,各 6時間、言112
時間をかけてじつくりと伊藤先生に御講義いただくもので, この種の講習会と

しては大変充実した内容です。本コースの受講条件は特にありません。認知行

動療法の基本を勉強された方ならどなたても参加可能です。Aコ ースに3き続

いて受講することも可能です。どうぞ奮つてチャレンジしてみてください。
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公益財団法人

矯 正 協 会

T165‐0026

東京都中野区新丼 3‐37‐2

矯正会館

目昌言舌:03‐ 3319-0652

FA× ,03‐3387‐ 4454

e―inail:bunka(]kyousei orjp

HP http:″ ww、v kyousei k gjp

担当 :」 澤ヽ・刑部

なお,A, B.Cの どのコースも,矯正職員に限らす、家庭裁判所調査官,

保護関係.医療関係.福祉関係、スクールカウンセラー等学校関係の方々に広

く門戸を開いています。毎回,各方面から御参加いただいておりますので,相
互交流や情報交換のよい機会にもなると悪います。
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Aコース :認知行動療法講習会

講師

伊藤 絵美 先生 (洗足ストレスコービング・サポートオフィス)

日程とテーマ

(1)10′ 1(火) 認矢8行動療法の基本モデル・原則・スキル

(2)10ア 15(火)構 造イし。アセスメント・目標設定

(3)11′ 5(火)認 知再構成法

(4)11719(火) 問題解決法

・形式は,講義と講義のテーマに合わせた実習の組合せとなります。

・講義内容は,一部変更となる場合があります。

時間 午前 10時から午後5時まで (計 6時間 :昼休憩 1時間)

場所  矯正会館4階 第4会議室 (東京都中野区)

参加費 (全 4回分・税込)

矯正協会会員の方 25,000円

会員以外の方   30,000円

定員  28名 程度

※ 受講条件はありません。再度の受講も可です。

お申込み方法

各コース用参加申込書に必要事項を御記入の上,左記メール,FA× 又

は郵送にてAコース令和元年9月 17日 (月).Bコース令和2年 1月 7

公益財 団法人       日(月).Cコース令和元年 11月 19日 明 )までに左記へお送りくださ

矯  正  協  会        い。 (矯正関係者以外の方は,できる限リメールでお申し込みくださ

い 。 )

〒1650026          なぉ,それぞれ定員 (Aコ ース 28名程度,Bコ ース24名程度.Cコ
東京都中野区新丼 3‐37‐2      _ス 28名程度)になり次第,締め切らせていただきます。

矯正会館           定員に達した後のお申込みについては,やむを得ず受講をお断りする

電話 03331900,2        場合もございますので,お早めにお申し込みください。

FA× ,03‐ 3387‐4454         また,お申し込み後、やむを得ない理由によリキャンセルされる場合

は、速やかに当協会担当者まで御連絡ください。

謂T路‖薫筆輩だは1腱鶏p   キヤン●レポリシーに基づきキャン∪レ料が発当たします。お申し
込みの際に必ず御確認ください。

担当 :」 澤ヽ・ 刑部
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Bコース :認知行動療法事例検討ワークショップ

講師

伊藤 絵美 先生  (洗足ストレスコービング・サポートオフィス)

日時 令不o2年 1月 21日 (火)

午前10時から午後5時まで (計 6時間 :昼休憩 1時間)

場所  矯正会館4階 第 4会議室 (東京都中野区)

参加費 (1回分・税込)

矯正協会会員の万  10,000円

会員以外の方   13,000円

定員 24名 程度

受講条件

① 当矯正協会主催の認知行動療法講習会 (又は、他機関主

催の同種請習aを 1,了 し、CBTの実践経験のある方 (期

間は間わない。)

講習会の受講歴はなくても,CBTの基礎的矢口識・技能を有

し、その実践経験が 2年以上ある方

②

公益財団法人

矯 正 協 会

T165-0026

東京都中野区新丼 3372
矯正会館

電言舌:03‐ 3319-0652

F´0く ,03-3387-4454

e mal bunlsackyouS● OrJp

HP: httpソ

'、

へ″、v kyousei‐ k grJp

担当 i」 →軍・ 刑部

お申込み方法

各コース用参加申込書に必要事項を御記入の上,左記メール,FAX叉

は郵送にてAコース令和元年9月 17日 (月).Bコース令和2年 1月 7日

(月).Cコ ース令和元年11月 19日 (月)までに左記へお送りください。

(矯正関係者以外の方は,できる限リメールでお申し込みください。)

なお,それぞれ定員 (Aコ ース28名程度,Bコース24名程度,C⊃

―ス 28名程度)になり次第,締めtT」 らせていただきます。

定員に達した後のお申込みについては、やむを得ず受講をお断りする場

合もございますので,お早めにお申し込みください。

また,お申し込み後、やむを得ない理由によリキヤンセルされる場合

は、速やかに当協会担当者まで御連絡ください。

キャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発生いたします。お申し込

みの際に賭ず御確認ください。
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Cコース :スキーマ療法請習会

講師

伊藤 絵美 先生 (洗足ストレスコービング・サポートオフィス)

日程

(1)12,3(央) スキーマ療法の理論とモデル,進め方

(2)12,17(火) スキーマ療法のエビデンスと今後の展開,事例検討

・形式は,講義と講義のテーマに合わせた実習の組合せとなります。

時間 午前10時から午後5時まで (計 6時間 :昼休憩1時間)

場所 矯正会館4階 第1会議室 (東京都中野区)

参力0費 (全 2回分・税込)

矯正協会会員の方 15,000円

会員以外の方   18,000円

定員 28名 程度

※ 受講条件はありません。Aコースとの連続受講も可能で

す。

お申込み方法

各コース用参加申込書に必要事項を御記入の上,左記メール.FAX又

は郵送にてAコース令和元年9月 17日 (月).Bコース令和2年 1月 7

日(月).Cコース令和元年11月 19日 (月)までに左記へお送りくださ

い。 (矯正関係者以外の方は,できる限リメールでお申し込みくださ

い 。 )

なお,それぞれ定員 (Aコ ース 28名程度,Bコース24名程度.C

コース 28名程度)になり次第,締め切らせていただきます。

定員に達した後のお申込みについては,やむを得ず受講をお断りする

場合もございますので,お早めにお申し込みください。

また、お申し込み後、・hむ を得ない理由によリキャンセルされる場合

は、速やかに当協会担当者まで御連絡ください。

キャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発生いたします。お申し

込みの際に必ず御確認ください。

その他

本講習会に限り,伊藤絵美先生より,先生が所属される「国際スキー

マ療法協会 GSST)」 の修了証が発行されます。

公益財団法人

矯 正 協 会

〒1650026

東京都中野区新井3372
矯正会館

電言舌:03-3319‐ 0652

FA× :03-3387-4454

em● I bunkackyOusei orJP

HPi http:′ ムぇ、vw kyousei k grjp

10当 :小澤・刑部



公益財回法人矯正協会矯正支援事業部 (FAX:0333874454) 一
丁

1御 氏 名

2 御勤務先

3 御連絡先 (

(1)住 所

(2)電 話

(3)FAX

(4)E― mail

4 矯正協会会員の別 (いずれ力,こ 0)

会員  ・ 非会員

5 臨床心理士資格 (いずれ力ヽ こ0)

あり (登録番号 :       ) ・ なし

6 カウンセリング・心理療法の経験,資格 (臨床心理士以外)な ど

7 御質問等 (講師に対する御質問等があれば,記載してください。記入欄が少ない場合

は,別紙を添付していただいてて,結構です。)

8 参加費の支払い方法について

参力]費 は 矯正協会会員の方25, 000円 ,会員以外の方 30, 000円 (全 4回分・

消費税込み)です.

令和元年 9月 20日 (金 )ま でに次の口座にお l・ りi丞み願います.(お 千数をお力ヽ すtま すが

llr込 手数料は御負コ1く ださt、 )

なお, 兄積占,請求占年が必要な場合 ■ 当協会担当者(11書「lに御連絡ください.振込金

■価証 囃辰込人控え)を t,つ て領収.Iに仕えさせていただきますが 別途, 当協会発行の領

令和元年度 参加申込書 (Aコ ース用)

勤務先 自宅 いずれかに0)

1又 書が御入用の方は,お申 し出ください.

く口座 >

=〃
″友銀行 東京公務詔 普遷

珈ス者′ f公益″″渚ン確 π協会

′
`′

ゴOθ

会長 藤本哲哉

キヤンセルについて

やむを得ない理由により講習会をキャンセルされる場合は,速や力■こ当協会担当者まで御

連絡ください。
キャンセルボリシーに基づきキャンセル料が発生いたします。お申込み前に必ず御確認く

ださせヽ.

0 講習会に関する問合せ先

〒1650026 東京都中野区力i井 3372
電 話 :0333190652/ FAX:033387■ 454/ E mail:bunkaOkyousei Ol● っ

担当者 :小澤 オ1部 (お さかべ
)

上記に御記入いただいた個人情報は 講習会等の開催 運営のために利用いたします.

個人情報の安全管理 こま適切な措置を講じ 御本人の同意を得ることなく 第二者にま提供いたしません。



公益財団法人矯正協会矯正支援事業部 (FAX:0333874454) 行

御 氏 名

御勤務先

御連絡先

令和元年度 参加申込書 (Bコース用)

１

　

２

　

３ ( 勤務先 自宅 いずれかにO)

(1)住 所

(2)電  話

(3)FAX

(4)E―mail

4 矯正協会会員の別 (いずれかにO)

会員  ・ 非会員

5 臨床心理士資格 (いずれかにO)

あり (登録番号 :       ) ・ なし

6 カウンセリング・心理療法の経験

(1)講習受講 (当 協会の講習会に限らない。)の有無 (いずれかにO)

あり (講習名 ①

②                )
なし

(2)個別又は集団に対するカウンセリング・心理療法の実践

あり (その通算の期間 :おおむね    年   月)

なし

(3)資格 (臨床心理士以外)(あれば)

ワークショップで検討してもらいたい事例の有無 (いずれかにO)

あり       なし

※  「あり」の方には,講座開講日のおおむね 1か月前までに,別添の「事

例シー ト (事例の概要)」 に概要を記載いただき,FAX又 は郵送にてお送

りいただくことになります。参加者が確定しましたら,該 当の方に改め

て御連絡いたします。

8 御質問等 (講師に対する御質問等があれば,記載してください。記入欄が少ない場合

は,別紙を添付していただいて1,結構です。)

[3/1



参加費の支払い方法について

参加費は,矯正協会会員の方 10,000円 ,会員以外の方 13,000円 (1回分

消費税込み)です.

令和 2年 1月 10日 (金)までに次の J4に お振り込み願います。 (お 千数をおかけし

tすが,llFi`手数十 ま御負llく ださい.)

なお,兄 rt書,請求書等が必要な場合:す 、 当協会担当イ∪円部)に御ll絲 ください,振

込今受領証 (振込人粋え)を 1,つ て領収市はこ代えさせていただきますが,別途,当 協会

発行′,,改 苫が御人用の方は,お 申し」|く ださい.

く 口座 >

三井庄友銀行 東京公務部 普通 ′
`ゴ

10∂

珈ス著客 r公勘毀鵞わ磁 肛協会 会長 藤 本哲妻

0 キヤンセルについて

やむを得ない理由により講習会をキャンセルされる場合は,速やかに当協会担当者ま

で御連絡ください。

キャンセルボリシーに基づきキャンセル料が発生いたします。お申込み前に必ず御確

認ください。

11 講習会 に関す る問合せ先

〒1650026 東京都中野区新井 3372
電話 :0333190652/ FAX:03-3387-4454/ E mail:bunka@kyoし sei Or ip

担当者 :小澤 ■1部 (お さかべ
)

上記に御記入いただいた個人情報は 講習会等の開催 運営のために利用いたします.

個人情報の安全管理 こま適切な措置を講じ 御本人の同意を得ることなく 第二者にま提供いたしません.
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別添

事例シー ト (事例の概要 )

事例シートを記載する前にお読みください。

1 本シートは,ワークシヨップにおいて話題提供者として事例の提出を希望される

方のみ御記入ください。希望のない方は,提出の必要はありません。

2 また,提出いただいても,人数その他の関係により,検討事例として取り上げる

ことができないこともありますので,御承知おきください。

ただ,ワークショップの流れの中で,いろいろな形で触れることが可能ですの

で,御提出いただければ,本ワークショップの充実にも,また,提出いただいた方

の技術向上にも資するものと思いますので,奮つて御提出ください。

3 本シートは,話題提供を希望される方に対して,ワークショップで取り上げる事

例を選定するに際して重複その他を避けるために御提出いただくもので,話題

提供者となられた方においては,本番のワークショップに向けて,後掲の「進め

方の基本の流れ」や「参考文献」を参考に,発表準備方よろしくお願いします。

話題提供いただくことが決定した方には,できるだけ速やかに御連絡いたしま

す。

4 記載に当たっては,クライエントが特定されないように,個人情報に御配慮くだ

さい。

1



事例シート(事例の概要 )

3'か な

御氏名

御勤務先

1個別療法と集団療法の別

個別  集団  (当てはまる方を○で囲んでください。)

2クライエントの事前了承の有無

有   無  (当てはまる方を○で囲んでください。)

3事例の概要

番

号

テーマ 概 要

1 あなた自身の

自己紹介

う
´ 事例のポイン

ト

3 クライエントに

関する情報

4 実施経過

2



Э ワークショップ

において検討

したい点

6 そ の 他 特 記

事項

(記載要領 )

番号1氏名,所属,CBT等の経験などを簡単に記載する。

2他と区別‐ る事例の特徴を短文で表現する。

例 :下記参考文献1から

「セルフモニタリングによる気づきをきっかけに大きく面接が展開した事例J

「侵入思考が現実化する不安に対して認知再構成法を導入した事例J

3インテーク面接や心理検査などにより,初回セッションまでに得たクライエントの情

報を簡潔にまとめる。

集団療法の場合は,集回の構成を中心にまとめる。

4面接又は指導の経過を時系列で簡潔にまとめる。必ずしもセッションごとにまとめ

る必要はなく,注日すべき変化や気付き,用いた技法などを中心にまとめる。

5本事例を進めるに際して,疑間に思つたこと,留意したこと,苦労したこと,発 見し

たこと,学んだことなど,グループ討議や講師のコメントの材料として取り上けてほし

いことについて,主なものを箇条書きにする。

6その他,事例の理解及び討議の参考となると思われることを挙げる。

例 :スーパーバイザーが付いている。担当者が複数おり,その分担は…・である。

クライエントに環境その他一身上の変化があつた。

※ 概要の記載ですが,必要があれば,別紙を追加しても結構です。

3



参 考 資 料

―クショップの進め方の基本の流

※ 実際は,必要に応じ,講師が柔軟に対応することになります。

個別療法事例

1話題提供者の自己紹介

2インテーク面接で得られた情報と見立て

3事例の全体構造と初回セッション

4各セッションの振り返り

5(適宜のセッション終了後に)質疑応答

6(適宜のセッション終了後に)グループ討議

7全体のまとめ

8ミニスーパーヴィジョン(あれば )

9本事例における留意点と苦労した点

10本事例から学んだこと。

11話題提供を行つての感想と今後の展望

集団療法事例

1話題提供者の自己紹介

2指導講座 (薬物・酒害,性問題等)等の名称及びセッションの構成

3各セッションの振り返り

① 集団の反応及び特記すべき個人の反応

② 指導上の留意点と苦労した点

③ 効果があつたと思われる方法,効果がなかつたと思われる方法

4(適宜のセッション終了後に)質疑応答

5(適宜のセッション終了後に)グ′レープ討議

6集団療法のメリット・デメリット

7本事例から学んだこと。

8話題提供を行つての感想と今後の展望

「認知療法・認知行動療法事例検討ワークショップ (1)」 ,伊藤絵美/丹野義彦

編 ,星和書店,2008

「認知療法・認知行動療法事例検討ワークシヨップ (2)」 ,伊藤絵美/初野直子 /

腰みさき著,星和書店,2009

「事例で学ぶ認知行動療法J,伊藤絵美著,誠信書房,2008
う
０
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令和元年度 参加申込書 (Cコース用)

ら り が な

1御 氏 名

2 御勤務先

3 御連絡先 (

(1)住 所

(2)電 話

(3)FAX

(4)E― mail

4 嬌正協会会員の月1(いずれかに0)

会員 ・ 非会員

5 臨床心理士資格 (いずれかにC)

あり (登録番号 :

6 カウンセリング・心理療法の経験 ,

公益財団法人矯正協会矯正支援事業部 (FAX:0333874454) 行

勤 l‐先 自宅 いずれかに0)

)   なし

資格 (臨床心理士以外)など

7 御質問等 (講師に対する御質問等があれば,記載してください.記入欄が少ない場合

は,別 lrを添付していただいても結構です。)

8 参加費の支払 い方法について

参加費は,嬌正協会会員の方 15, 000円 ,会員以外の方 18, 000円 (全 2回分

消費税込み)です.

令和元年 11月 22日 (金)ま でに次 71 tt l■ にお振 り込み願います。(お手数をおかけします

が 振込手数料は御負担 ください.)

なお 見積書.請求書等がZ要な場合は, 当協会|は 当者 (刑 部)に 御連絡ください.lrF込全

受領証 (lF込 人控え)を t,ぅ て領1又証に代えさせていたださますが ,1途 当協会発イ
",領収書が樹人用の方は,お中し娼ください.

く 日座 >
三井′

=友
輪鮨ケ メウオ公拶第夕 普透 ゴイコノ0∂

Z程 %′ 公益財毬法人矯工協会 会長 簾 薙 霧

9 キャンセルについて

やむを得ない理山により請習会をキャンセルタ tる 場合は,速や力ヽこ当協会lF当 者まで御

連絡ください.

キャンセルボ リシーに基づきキャンセル||が 発生いたします.お 中込み前にゼ」
｀
憫

“

:認 く

ださ|ヽ

10 講習会 に関す る問合せ先

〒1650026 東京都中野区新井 3372
1壺言舌 : 03-3319-0652 //  FAX: 03-3387-4454 //  F― mail : しi nkaCk,otsei Or ,p

押1当 者 :小澤 刑部 (お さかべ
)

上記に御記入いただいた個人情報は 講習会等の開催 運営のために利用いたします。

個人情報の安全管理には適切な措置を講じ 御本人の同意を得ることなく第二者には提供いたしません.



キャンセルについて

お申 し込み後 や0を得ない理由により講習会  ワークショップをキャンセルされる場合は 速やかに当協

会担当者まで御連絡 ください.

電話 :03‐ 33190652
e man:bunka@kyousei orJp

キャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発+いたします。お申し込みの際に必ず御確認ください。

キャンセルポリシー

キャンセル料

当|ま たは連絡なしの不参加 :参加費の 100%
請習会 ワークショップそれぞれの初回開催 日の 3日 前から前 →まで :参加貴の 30%
それ以前のキヤンセル l■■料

×参力‖費をお支払い済みで初回開催日の 3日 前から前日までにキャンセルの場合は 所定のキヤンセルllと

返金時に係る振込手数料 (実 費)を 差し引いた額を返金いたします.(払い戻 し方法については、 F記 をご覧 く

ださtヽ。)

講習会 ワークショップの開催延期及び中止について

● 当協会都合により開催日時を変更する場合

当17会 の都合により講習会 ワークションプの開催日時を変更する場合は 講師の急病や天候などやむを

得ない場合を除き 原只1と して開催日より7日 前までに電子メール又は電話で御連絡いた します。

その際 あらためて参力1 不参加の御希望を確認させていただき 講習会については2回 日以降に同時の

変更があり欠席 される場合は 該当回テキス トの配布対応 とさせていただきます。ワークションブ日時変更

後欠席される場合は、参加費は後 L全額返金いたします。

ただし 発生 した交通費 宿泊費等の費用及び損害に対 して当協会は責任を負いませんので御了71Aく ださ

ヽヽ .

● 当協会都合により開催を中止する場合

当協会の都合により講習会 ワークショップを中止する場合は、講師の急病や天候などやむを得ない場合

を除き 原貝1と して開催日より7日 前までに電子メール又は電話で御連絡いたします。

参加費は後日全額返金いたします。

ただし、発生した交通費 宿泊費等の費「R及 び損害に対して当協会は責任を負いませんので御了承くださ

|ヽ .

● 天候など危険な状況が予想される場合

天候などの状況により受講者様の安全確保を優先させていただく場合は 開催の中止又は変更をいたしま

す。

開催の中止又は変更の場合は 開催前日の 17時 までに電子メール又は電話にて御連絡いたします.

講習会中止又は講習会 ワークショップの同時変更後に欠席される場合は 該当回テキストの配布対応と

させていただきます。

7-ク ショップ中止の場合は 参加費は後日全額返金いたします。

ただし,発生した交通費 宿泊費等の費用及び損害に対して当協会は貢任を負いませんので御了承くださ

せヽ
。

なお 当協会から講習会 ワークショップの日時の変更又は中 1卜 の御連絡を行わない限 り 天候 (台 風 降

雪なども合む)な どの事由によリキャンセルされる場合にもお客様の都合でのキャンセルとなり, キャンセル

料の対象となります。予め御了承 ください。

払い戻 し方法について

当協会からの払戻金は、受講者様の指定口座にお振込みいたします。

当協会都合による開催中止や同時変更の場合を除き 受講料及びお振込金額をお間違えになった場合等返金

時の振込手数料 (実 費)は受講者様の御負担 とさせていただきます.


