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第１号通信 2020 年 4 月 

日本コラージュ療法学会第 12 回大会 

＜大会テーマ＞ 

コラージュ療法を通して魂の「深み」と「高み」に触れる 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大会の概要＞ 

会  場：神戸大学大学院人間発達環境学研究科 鶴甲第二キャンパス 

   〒651-2102 神戸市灘区鶴甲 3-11 

JR 六甲道駅または阪急六甲駅から神戸市バス 36 系統 

「神大人間発達環境学研究科前」下車 

日  程：2020 年 11 月 22 日（日）～23 日（月祝） 

大会内容： 

☆ワークショップ：全 5 コース 

☆講 演： 伊藤俊樹（神戸大学大学院） 

「形ないものから形あるものへ～なぐり描き(Mess Painting)法を通してイメージを探る」 

 司 会： 東知幸（文京学院大学） 

 日本コラージュ療法学会第 12回大会は神戸で開催されます。神戸は風景構成法を考案さ

れた中井久夫先生がいらっしゃった場所でもあり、イメージ療法に関する固有の歴史のある場

所でもあります。  

 神戸は、海と山に挟まれた狭い場所に位置していますが、会場となる神戸大学は山の中腹に

位置しており、校舎の 2階以上からは、海を眺めることができます。神戸大学の建物は古いで

すが、美しい海と美しい山と空で皆さんをお迎えしたいと思います。 

 海は底知れず深く、山と空は遙か高みを目指します。コラージュが目指すものも、またこのよう

な魂の「深み」と「高み」ではないでしょうか。 

 コラージュという独自の技法が、通常の描画では表現できないような独自の三次元空間を可

能にし、それによって他の技法では表現できないような心的内容をクライエントは伝えることが

できます。まさに、「深み」と「高み」がコラージュによって可能になると言ってもいいでしょう。  

 

これまでの 11年間，学会は設立の精神に則り，『コラージュ療法』の確かな知識に基づいた実

践と研究が活発に議論されることを目指して努力してきました。そして，各大会での貴重な事例

発表，基礎研究発表によって，学会の発展が支えられてきました。 

 今回の大会で、コラージュ療法の新たな次元が皆さんに開かれるのであれば、これにまさる

喜びはありません。是非、神戸の地に皆様の足をお運び下さい。 

 

日本コラージュ療法学会第 12回大会 大会長 伊藤 俊樹（神戸大学大学院） 
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☆シンポジウム 

 事例提供：太田秀樹（西九州大学） 

 「不登校男子小学生との繋がりを築くーイメージ表現を通してー」 

 指定討論：森谷寛之（京都文教大学・名誉教授／京都コラージュ療法研究所）  

伊藤俊樹（神戸大学大学院） 山上榮子（森脇神経内科） 

 司  会：西村喜文（西九州大学） 

☆研究発表：事例研究・基礎研究 

☆総 会：学会員の方はご出席ください。 

☆懇 親 会：11 月 22 日（日）に神戸大学にて開催予定です。皆様のご参加を心よりお待ち

しております。 

 

＜大会スケジュール＞ 

11 月 22 日（日） 

9:30 10:00-12:30 12:30-14:00 14:00−16:30 17:00−19:00 

受付 ワークショップ 昼休み・理事会 講演・シンポジウム 懇親会 

※昼食時に理事会が開催されますので，理事の方はご出席願います。 

11 月 23 日（月･祝） 

9:00 9:30-11:30 11:30-12:30 12:30-13:15 13:30-15:30 

受付 

研究発表（事例） 昼休み 

司会者・指定討論者 

打合せ 

総会 

研究発表（事例） 

研究発表 

（基礎） 

研究発表 

（基礎） 

研究発表 

（基礎） 

研究発表 

（基礎） 

        ※会員の方は，総会にご出席ください。昼食持ち込み可。 

 

＜大会参加申し込み＞ 

☆予約参加：下記の要領で手続きを行ってください。メールでの申し込みは一切受け付けませ

んので，ご了承ください。9 月 21 日までは早期申し込み料金となります。9 月

22 日以降の予約は，最終締め切りの 11 月 11 日まで受け付けますが当日参加と

同じ料金です。 

１）参加費の振込み 

同封の払込取扱票の通信欄に参加の詳細と金額を記入し，下記口座へお振込ください。 

ゆうちょ銀行 

口座番号： 00850-4-73295 

加入者名： 日本コラージュ療法学会大会準備委員会 

２）申込み 

  参加費のお振込みを済ませた上で，同封の「ワークショップ・大会・懇親会 申込書」（往

復ハガキ）に必要事項を記入し往信返信ともに切手を貼付の上，お送りください。振込み

が確認できませんと受付が完了したことになりませんのでご注意ください。 
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３）受付完了のお知らせ 

  後日，大会事務局から領収書・予約参加証のハガキを返信いたしますので，大会当日ご持

参ください。参加受付の際に必要になります。 

☆ご注意：払い込まれた諸費用は事情の如何に関わらず返金できませんので，ご了承ください。 

☆当日参加：できるだけ予約での参加をお勧めしますが，当日参加も受け付けます。なお，ワ

ークショップ及び懇親会への参加は予約が必要です(人数に余裕がある場合に限

り，当日受付を申し受けます)。 

４）参加費（早期申込料金） 

 

 会員 非会員 

一般 大学院生 一般 大学院生 

ワークショップ 5,000 円 3,000 円 6,000 円 4,000 円 

大会参加 7,000 円 5,000 円 8,000 円 6,000 円 

懇親会 一般 5,000 円，大学院生 4,000 円 

※早期申込締切日（9 月 21 日（月））までに申し込まれた方には，上記早期申込料金が適用さ

れます。当日参加を含む 9 月 22 日（火）以降にお申し込みの方は，ワークショップおよび大

会参加費のそれぞれに 1,000 円をプラスした金額となりますので，ご了承ください。 

※大会参加費には，ワークショップ受講料は含まれませんのでご注意ください。 

 

◎参加資格について 

大会の参加には，原則として日本コラージュ療法学会会員であることが必要です。ただし，

非学会員でも臨床心理士・公認心理師の有資格者，臨床心理学を学んでいる大学院生，心理臨

床・医療・教育・福祉・産業・司法（矯正）領域等で対人援助職に従事されている方は参加可

能です。なお，事例に関する守秘義務を守れる方に限ります。 

 

＜研究発表の申し込み＞ 

１）研究発表は，口頭発表とします。 

２）口頭発表には，事例研究発表と，基礎研究発表を含みます。 

◇事例研究：１発表あたり討議を含めて 2 時間。 

◇基礎研究：１発表あたり討議を含めて 1 時間。 

場合によっては発表形式の希望に添えないことがありますのでご了承ください。 

また，会場や時間の都合により多少の変更があり得ますことをお許しください。 

３）発表事例の条件 

発表事例は「継続中の事例」ではないもの（ただし，中断の事例や経過が長期にわたらざ

るを得ない場合にはこの限りではありません），原則としてクライエントの了承を得たも

のとします。 

４）研究発表者は本学会の会員でなければなりません。発表希望者で会員でない方は，至急入
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会の手続きをお取りください。 

５）研究発表の申し込み手続き 

研究発表を申し込まれる方は同封の発表申込書（コピー可）にご記入の上，5月 17日（日）

までに郵送（封筒任意）あるいはメールで第 11 回大会事務局にお送りください。 

６）研究発表の上限 

  本大会では，基礎研究 4 件，事例研究 10 件を発表の上限とします。申し込みが上限を超

える場合には，常任理事会にて発表いただく研究を決定し，申込者に通知します。 

 

＜その他＞ 

１．昼食について 

大学周辺には飲食店・コンビニなどがないため，各自でご用意ください。 

２．宿泊について 

宿泊施設は，各自で手配していただきますようよろしくお願い申し上げます。 

３．今後の予定 

4 月       第 1 号通信発送 

5 月 17 日  研究発表申し込み締め切り 

7 月 3 日 発表論文集掲載原稿提出締め切り 

9 月 21 日 ワークショップ受講申し込み・大会予約早期参加申し込み締め切り 

9 月下旬  ワークショップ受講者に領収書・予約参加証を発送（受講コースの決定通知） 

10 月上旬  プログラム・第 2 号通信・発表論文集発送 

４．「臨床心理士」資格更新ポイントについて 

臨床心理士研修ポイントを申請するためには， 第 12 回大会ワークショップとコラージュ

療法学会第 12 回大会のそれぞれに参加申し込みが必要です。大会初日の午前のワークショ

ップと午後の大会行事の両方へ参加された場合に，研修ポイントを資格認定協会へ申請を

予定致しております(「日本臨床心理士資格認定協会が認める臨床心理学に関するワークシ

ョップまたは研修会」の分野に申請予定)。 

 

＜第 12 回大会に関する連絡先＞ 

〒651-2102  神戸市灘区鶴甲 3-11 

         神戸大学大学院人間発達環境学研究科 伊藤俊樹研究室内 

日本コラージュ療法学会第 12 回大会準備委員会 

    E-mail: collage.conference@gmail.com 

  

＜学会事務局＞ 

〒840-0806  佐賀県佐賀市神園 3 丁目 18-5 西九州大学臨床心理相談センター内 

日本コラージュ療法学会事務局 

   E-mail：collage@mail2.nisikyu-u.ac.jp 

学会ホームページ：http://www.kinjo-u.ac.jp/collage/ 


