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◆ワークショップ

山形大学基盤教育1号館
長谷川 啓三・若島 孔文／布柴 靖枝・
三谷 聖也／団 士郎／平山 史朗

13:00～16:00時間

場所

講師

柴崎 友香 先生（第151回芥川賞受賞 作家）講師

◆個人研究発表

山形大学基盤教育１号館・文化ホール

①口頭発表②事例発表③ポスター発表

9:00～12:00時間

場所

内容

◆準備委員会企画シンポジウム１

山形大学基盤教育２号館221教室

「さまざまな領域における家族支援
　　　　 ～研究と臨床との対話を通じて～」

13:00～15:30時間

場所

テーマ

◆学会企画シンポジウム
山形大学基盤教育２号館221教室
「家族療法はどのように教え、伝えられるべきか
　　 ～家族療法のスーパーバイズを考える～」

15:45～18:15時間

場所

テーマ

◆大会記念講演・特別対談（公開）

大
会
記
念
講
演

特
別
対
談

「文学からみる現代家族」

「夫婦善哉～をんなとおとこは幸せの要か？～」

10：00～10：55時間

11：05～12：00時間

山形テルサ　テルサホール場所

◆準備委員会企画シンポジウム２
山形テルサ　テルサホール
「発達障害にかかわる家族と地域支援」

14:00～16:30時間

場所

テーマ

テーマ

テーマ

これからの家族のかたちと地域のかたち
人・家族・地域のつながりを求めて

日本家族心理学会
の家族のかたちと地域
第３２回大会第３２回大会

宮 﨑  　昭大会準備委員長 会　　場 山形大学・山形テルサ
後　　援 山形県教育委員会　山形市教育委員会　山形県臨床心理士会　山形大学地域教育文化学部

2015年7月18日●～20日●●土 月・祝開催期間

山形大学
地域教育文化学部
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山形大学基盤教育1号館
13:00～16:00時間

場所

柴崎 友香 先生（第151回芥川賞受賞 作家）講師

山形大学基盤教育２号館221教室

「さまざまな領域における家族支援
～研究と臨床との対話を通じて～」

13:00～15:30時間

場所

テーマ

山形大学基盤教育２号館221教室

「家族療法はどのように教え、 伝えられるべきか
        ～家族療法のスーパーバイズを考える～」

15:45～18:15時間

場所

テーマ

山形テルサ　テルサホール

「文学からみる現代家族」
10：00～10：55時間

場所

テーマ

山形テルサ　テルサホール

「発達障害にかかわる家族と地域支援」

14:00～16:30時間

場所

テーマ

司会

話題提供

大熊 保彦（東京家政大学） 長谷川 啓三（東北大学大学院）

発達心理学の立場から
平野 幹雄（東北文化学園大学）

指定討論

話題提供

講師紹介

話題提供

松本 学（共愛学園前橋国際大学）

「口唇裂口蓋裂児の家族支援
～出生前診断からの医療・看護との協働～」

吉村 麻奈美（津田塾大学）
「青年期の家族支援～陰に陽に～」

神谷 哲司（東北大学大学院）

「コペアレンティングと家族支援
～基礎研究と臨床の立場から～」

荒木 晃子（立命館大学R-GIRO研究機構）
「生殖医療における家族形成及び心理支援」

医療の立場から
伊藤 愛子（山形県総合療育訓練センター）

当事者の立場から
加地 喜代子（AD/HD・LDを考える会「てんとう虫」）

行政の立場から
山口 真二（山形県健康福祉部障がい福祉課）

松﨑 学（山形大学）

司会

司会

布柴 靖枝（文教大学）

司会 本島 優子（山形大学）

指定討論 宮﨑 昭（山形大学）

内容

指定討論 遠藤 利彦（東京大学大学院）

一日も早く一人前になるための頭の切り替え方
吉川 悟（龍谷大学）

対談者 柴崎友香先生×長谷川啓三（東北大学大学院）×生田倫子（神奈川保健福祉大学）

東北大学大学院におけるトレーニングについて
若島 孔文（東北大学大学院）
ツイン・リフレクティング・プロセスの視点から
三澤 文紀（茨城キリスト教大学）

伊東 優（栄仁会宇治おうばく病院／栄仁会カウンセリングセンター）
岩本 脩平（同志社中学校・高等学校）

スーパーバイジーの立場から～習う・真似る・学ぶ～

Ａ．「幸福とアクティブジェンダリング
　　～震災後カップルセラピーの需要が増えてきた問題と対策～」
長谷川 啓三（東北大学大学院）・若島 孔文（東北大学大学院）

Ｂ．「発達障害とライフデザイン
　  ～疑似体験ワークとライフデザイン支援の実際～」
布柴 靖枝（文教大学）・三谷 聖也（愛知教育大学）

Ｃ．「ジェノグラム面接法・実習」団 士郎（立命館大学）
Ｄ．「不妊・生殖問題のカウンセリング」
平山 史朗（HARTクリニック）

亀口 憲治（国際医療福祉大学大学院）
長谷川 啓三（東北大学大学院）

大会記念講演・特別対談（公開）

ワークショップ

準備委員会企画シンポジウム１

学会企画シンポジウム

準備委員会企画シンポジウム２

これからの家族のかたちと地域のかたち

日本家族心理学会
の家家族族のかたちと地地域
第３２回大会第３２回大会

大会記念講演

特別対談

「夫婦善哉～をんなとおとこは幸せの要か？～」
11：05～12：00時間

テーマ

人・家族・地域のつながりを求めて

後　　援 山形県教育委員会　山形市教育委員会　山形県臨床心理士会　山形大学地域教育文化学部

2015年7月18日●～20日●●土 月・祝
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開催期間

宮 﨑  　昭大会準備委員長 会　　場 山形大学・山形テルサ山形大学
地域教育文化学部
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