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団体名 備考(区分）

「臨床心理士のための新型コロナウイルス感染症への対応」（動画） 支援者

新型コロナウイルスをふせぐには（ＰＤＦ） 一般

感染症対策下における子どもの安心・安全を高めるために（ＰＤＦ） 一般

【すべての皆様へ】もしも「距離を保つ」ことを求められたなら：あなた自身の安全のために 一般

【すべての皆様へ】社会的距離を保つよう，感じよくお願いする方法 一般

【すべての皆様へ】新型コロナウイルス(COVID-19)に関わる偏見や差別に立ち向かう 一般

【すべての皆様へ】お子さんとコロナウイルスについて話しましょう 一般

【すべての皆様へ】新たにテレワーク（在宅勤務）をする人へ，心理学者からのアドバイス 一般

【心理職の皆様へ】遠隔心理学 (Telepsychology) 支援者

日本心理臨床学会（ＨＰ） コミュニティの危機とこころのケア 支援者・一般

新型コロナウイルス対策 支援者・一般

一般

日本認知・行動療法学会（ＨＰ） 支援者

日本トラウマティック・ストレス学

会（ＨＰ）
支援者

日本学校心理士会（ＨＰ） 新型コロナウィルスを乗り切るために 一般

日本学生相談学会（ＨＰ） 新型コロナウィルス関連情報 学生相談において、遠隔相談(Distance Counseling)を導入する際の留意点 支援者

日本産業衛生学会（ＨＰ）
新型コロナウイルス感染症情報 －企業と個人に求められ

る対策等

新型コロナウィルス感染の拡大およびそれに関連した社会情勢がもたらす労働者の心理面への影響に関して、産業保健

職が留意すべき事項（ＰＤＦ）
支援者

一般

一般

子ども情報ステーション（NPO法

人ぷらすあるふぁ）（ＨＰ）
新型コロナウイルス関連の情報とアイテム集 一般

NPO法人こどもの心理療法支援会

（サポチル）（ＨＰ）
支援者

日本医師会（ＨＰ） 一般

日本精神神経学会（ＨＰ） 一般

日本小児科学会（ＨＰ） 一般

日本精神科救急学会（ＨＰ） 一般

日本内科学会（ＨＰ） 一般

日本環境感染学会（ＨＰ） 一般

日本感染症学会（ＨＰ） 一般

日本集中治療医学会（ＨＰ） 一般

コロナ専門家有志の会（ＨＰ） 一般

一般

一般

支援者

福島県立医科大学（ＨＰ） 支援者

コロナウイルスのアウトブレイクにおける隔離の心理的影響：医療従事者が知っておくべきこと（ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の新興感染症の発生時における患者の心の健康のケア：臨床医向けガイド （ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の感染症アウトブレイク中における医療従事者の健康維持（ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の新興感染症のアウトブレイクにおける家族のケア（ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の新たな公衆衛生上の脅威直面時のリーダー用リスクコミュニケーションガイド （ＰＤＦ） 支援者

コロナウイルスやその他の新興感染症発生に対する準備と対応のためのメンタルヘルス・行動マニュアル （ＰＤＦ） 支援者

筑波大学付属病院（ＨＰ） 支援者・一般

①ご家族向けリーフレット（一般編）（ＰＤＦ） 一般

②親子でできるストレスコーピング編（ＰＤＦ） 一般

③子どもとできるセルフケア編（ＰＤＦ） 一般

④リラクゼーション編（ＰＤＦ） 一般

⑤お子さんの成長に応じたケア 編（ＰＤＦ） 一般

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

情報（政府）

経済産業省（ＨＰ） 情報（政府）

情報（健康）

情報（健康）

情報（一般）

情報（経済）

千葉県（ＨＰ） 情報（県）

新型コロナウイルス感染症関連情報（千葉県公認心理師協会調べ：2020年5月7日現在）

サイト及び資料名

心

理

系

団

体

日本臨床心理士会（ＨＰ）

日本心理学会（ＨＰ） 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連ページ

ストレスマネジメント学会

（ＨＰ） 新型コロナウイルスに負けるな！　みんなでストレスマネジメント

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行する状況下における心理士のための指針

こども環境学会（ＨＰ）
新型コロナウイルス感染拡大防止と子どもの心身の健康のバランス  その１～子どものこころや体のためにできること（ＰＤＦ）

新型コロナウイルス感染拡大防止と子どもの心身の健康のバランス  その２～パパ・ママ・保護者へのメッセージ（ＰＤＦ）

新型コロナ・ウィルス感染症（COVID-19）パンデミック下におけるこどもと家族の心理臨床ガイドライン（ＰＤＦ）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報について

医

療

系

団

体

感染症関連情報～新型コロナウイルス感染症

COVID-19関連情報

新型コロナウイルス関連情報

COVID19に関して

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応について

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報

全世代の皆様へ

医

療

研

究

機

関

日本赤十字社（ＨＰ）

新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう！負のスパイラルを断ち切るために

「感染症流行期にこころの健康を保つために」シリーズ

新型コロナウイルス感染症対応に従事されている方のこころの健康を維持するために

IASC「新型コロナウイルス流行時のこころのケアver.1.5」日本語訳版

 Center for the Study of

Traumatic Stress（ＨＰ）

COVID-19 PANDEMIC RESPONSE RESOURCES

（日本語）

新型コロナウイルス（COVID-19）に関するこころのケアについて

国立成育医療研究センター（ＨＰ） 新型コロナウイルスと子どものストレスについて

政

府

関

連

e-Gov 電子政府の総合窓口「新型コロナウイルス感染症対策関連の情報」（ＨＰ）

首相官邸（ＨＰ）

新型コロナウイルス感染症に備えて～一人ひとりができる対策を知っておこう～

生活と雇用を守るための支援策のページ

新型コロナウイルス感染症～ご利用くださいお役立ち情報　 医療・健康情報／生活情報

内閣官房～新型コロナウイルス感染症対策（ＨＰ）

新型コロナウイルス感染症について

自治体・医療機関向けの情報一覧（新型コロナウイルス感染症）

社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧（新型コロナウイルス感染症）

障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について

新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について

新型コロナウイルス感染症関連経済産業省の支援策

厚生労働省（ＨＰ）

情

報

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）一般向け特設ページ

NHK特設サイト新型コロナウイルス（ＨＰ）

Money Forward 新型コロナウイルス支援情報まとめ（ＨＰ）

新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関係者向け特設ページ

WHO（ＨＰ）
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