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暮らしの中のカウンセリング
2018年度前期は
「暮らしの中のカウンセリング」
というテーマ
で人間科学部心理学科の臨床心理士・公認心理師養成の教
員が担当し、身近なテーマから
「カウンセリング」
を考えます。
カウンセリングを試してみたくなるとともに心理学の学びへの
扉を開く
「最初歩」
です。
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神戸松蔭土曜講座（第28回）
開講時間 午前10：40〜12：
10（全日程共通）● 後援／神戸市教育委員会
● 実施場所／本学2号館1階 213教室
● お問い合わせ／企画課 TEL.078 - 882 - 6159
〔受講料〕
男女不問
※事前の申込は必要ありません。
ご自由にご参加ください。
※やむをえない事情により、
日程・講師・内容等に変更が生じる場合があります。
※自家用車での来学はご遠慮ください。

無料

家族と共に問題を解決するカウンセリング
家族の誰かが悩みや問題を抱えるとそれは家族全体に影響
が及びます。そのコミュニケーションのつながりを用いて解決
に向けてはどうか、
というのが「家族療法」
といわれるカウンセ
リングです。不登校や引きこもりなど具体例を示しながら、家
族と共に考える解決のヒントについて紹介したいと思います。

坂本 真佐哉（人間科学部 心理学科 教授）

◇ 専門領域

臨床心理士として医療現場、教育現場などで30年余り相談
活動を続けてきた。関心は、家族療法、ブリーフセラピー（短
期療法）、ナラティヴ・セラピーなどで、コミュニケーションの側
面から心の問題の解決を考える。

いじめ を生み出す「空気」の研究
いじめとは、特定のメンバーを排除しようとする集団の動き
のことであり、学校に限らずどのような集団にも起こり得る現
象です。本講座では、個々人だけでなく集団の
「空気」
に焦点を
当て、いじめはなぜ生じるのか、
また、いじめを防ぐために何が
できるのかを考えます。

黒崎 優美（人間科学部 心理学科 准教授）

◇ 専門領域

教育や医療現場での臨床実践を経て、2011年より現職。集
団において共有される
「空気」
（ 幻想）の生成過程と、それが個
人や集団全体に及ぼす影響について研究を行っています。

暮らしの中の希望を掘りあてるカウンセリング
カウンセリングには様々な考え方
（理論）
があり、ある研究に
よるとその種類は300を超えるとも言われています。そんな多
様な考え方の中から、今回は、 希望 に焦点を当てることで人
を元気にする、そんなちょっと変わったアイディアをご紹介しま
す。さぁ、みんなで暮らしの中に隠れている 希望 を掘りあて
ましょう!

木場 律志（人間科学部 心理学科 専任講師）

◇ 専門領域

人の困り事を
「コミュニケーション」や「人と人との関係性」に
着目しながら理解し、うまくいっている部分やその人の希望な
どに焦点を当てながら解決を目指す対人援助（家族療法、ブ
リーフセラピー、ナラティヴ・セラピー）の実践と研究を行って
います。

「我慢」は悪いことばかりではない
私たちは
「我慢」
するように躾けられてきました。その経験も
あってか、幼い子どもに我慢を強いるのは可哀そうな気もしま
す。しかし、実は幼い頃の「我慢」
する能力がその後の人生の
様々なことに影響することがわかってきています。近年の認知
発達における実証的な研究をわかりやすく紹介します。

久津木 文（人間科学部 心理学科 准教授）

◇ 専門領域

発達心理学、特に乳幼児期の言語や認知の発達を専門にして
います。最近は、幼児の実行機能系と言語の育ちとの関係に
ついて調べています。

子どものカウンセリングの視点から見るこころの理解
人のこころはどのようにして成長し、一人ひとりの個性がど
うやって生まれるのでしょうか。子どもの映像を一緒に眺めな
がら、
「 安心感」
を中心とした子どもと大人との絆のパターンと
いう視点から、子どもや大人の性格や対人関係の理解の仕方
を学びましょう。日々の自分の困りごとを乗り越えるヒントを一
緒に探しましょう。

榊原 久直（人間科学部 心理学科 専任講師）

◇ 専門領域

精神分析的心理療法に愛着理論や関係発達論など親子関係
に関する発達心理学を取り入れた実践研究を行っています。
プレイセラピーや子育て相談、子どもの心理・発達相談、療育
活動、子ども園への巡回相談など子どもの援助が専門です。

チャペルコンサート＆パイプオルガンにさわってみよう
第6回夏休み子どもわくわくスクール
「パイプオルガンにさわってみよう 」

要申込・参加費：無料

夏休みの小学生大集合 パイプオルガンを近くで見て、
しくみを知って、
ミニコンサートで色々な音に包まれてみませんか。
最後にひとりずつオルガンのイスに座って音を出してみよう♪

●８月2日
午後２時〜３時
（木）

《お申し込み方法》
◆受付期間：6月15日（金）〜7月13日（金）必着

神戸松蔭女子学院大学チャペル
◆対 象／小学校３〜６年生
◆定

Eメールに下記の情報を記載し、キリスト教センターまでお送りください。

員／子ども20名（保護者同伴可）

❶氏名 ❷住所 ❸電話番号 ❹Eメールアドレス ❺学校名・学年
❻受講回数（初めて・経験あり）

◆お話と演奏／伊藤純子（本学非常勤講師）

◆持ってくるもの／リコーダー・色鉛筆・楽譜（試奏希望者） ※応募者多数の場合は抽選をし、7/25（水）
までに当選者にご連絡します。

第244回 神戸松蔭チャペルコンサート
● 5月12日
（土）午後３時開演

第245回 神戸松蔭チャペルコンサート
● 9月15日
（土）午後３時開演

鈴木雅明＆バッハ・コレギウム・ジャパン

教会カンタータ・シリーズVol.74
ライプツィヒ・バッハ音楽祭出演記念

鈴木雅明
チェンバロ・リサイタル

祝祭のカンタータ

◆出演：鈴木雅明
◆
出演：出演：鈴木雅明
（チェンバロ）
（チェンバロ）
◆曲目：
◆ 曲目：J.フローベルガー：フェルディナンドⅣ世の死を悼むラメント
D.ブクステフーデ：プレリューディウム ト調BuxWV１６３
J.S.バッハ：プレリュードとフーガ嬰ニ短調（平均律クラフィーア曲集第１巻より）
（平均律クラフィーア曲集第１巻より）
パルティータ第６番ホ短調BWV８３０ ほか
パルティータ第６番ホ短調BWV８３０ ほか

◆出演：鈴木雅明
◆
出演：鈴木雅明
（指揮）
、バッハ・コレギウム・ジャパン
（管弦楽と合唱）
◆曲目：
◆ 曲目：J.S.バッハ：
《プレリュードとフーガハ長調》BWV５３１ ＊オルガン前奏
カンタータ
《天の王よ、あなたをお迎えします》BWV1８２
《天は笑う！地は歓呼する！》BWV31
（ライプツィヒ稿）
《響け、歌よ、鳴り渡れ、弦よ！》BWV172(ライプツィ
BWV172(ライプツィ
ヒ稿)
ヒ稿)
◎1F指定 8,000円（ペア前売15,000円）◎2F指定 1列目4,000円
◎2F指定 後列2,000円
お申込み

バッハ・コレギウム・ジャパン チケットセンター TEL 03-5301-0950

キリスト教センター TEL：078-882-6124

問合せ先

◎1F指定 5,000円 ◎学生 2,500円

◆ 3/17
（土）

一般発売

お申込み

FAX：078-882-6136

バッハ・コレギウム・ジャパン チケットセンター TEL 03-5301-0950

http:ksw.shoin.ac.jp/chapel/

第37回フランス語集中講座

◆ 4/27
（金）

一般発売

e-mail: st.maria-chapel@shoin.ac.jp

要申込・受講料：70,000円（テキスト代別）

●8月7日
（火）〜8月24日（金） 午前10時〜午後3時30分（8月18日（土）以外の土日は授業を行いません。）

日本にいながらにしてフランス短期留学と同等の体験ができる講座です。外国人にフランス語を教えるのに必要な国家免状(F.L.E)を持っている４人のフランス人教
員を招聘し、フランスの大学において外国人対象の授業が行われるのとまったく同じ方法で3週間の授業が行われます。授業は４クラス(初級Ⅰ、初級Ⅱ、中級Ⅰ、中級Ⅱ)
編成で、すべてフランス語で行われます。各クラス約１６名。(男女不問)
申込概要

● 申 込 方 法 本学ホームページ
「社会貢献」
→
「公開講座」
から申込書(２ページ)をダウンロード
し、ご記入後e-mailに添付の上、下記アドレスにご送信ください。郵送でも可。ダ
ウンロード出来ない場合は郵送させて頂きますのでご連絡ください。
● 申 込 期 間 2018年6月1日(金)〜6月30日(土)まで
●クラス決定 申込書内容を考慮の上、
クラス分けされます。希望制ではありません。
クラスは7月4日
（水）
より順次お知らせいたします。

●注

意 クラス決定後のキャンセルには、
キャンセル料として2,000円かかります。
受講料は原則として返金いたしません。
●申 込 先 〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町1-2-1
神戸松蔭女子学院大学 フランス語集中講座係
e-mail: intensif@mb.shoin.ac.jp

神戸松蔭子育て支援フリースペース〈まつぼっくり〉
子 ど も と 保 護 者
子育て中の親子が安心して集えるスペースを提供します。参加者は同じような年齢のお友達と保護者です。まつぼっくり では子
どもが大好きな学生や地域の方々も参加しています。みなさんと一緒に遊びを通してさまざまなことを体験しましょう。また、経験
豊富なスタッフ
（保育士・教員・事務職員など）
が、楽しい子育てができるようみなさんのそばで応援しています。
実施概要

間 ／ 毎週月・火・水・金・土曜日 週5回
■期
所 ／ 神戸松蔭女子学院大学 5号館 コミュニティ・ルーム
■場
間 ／ 10：00〜15：00
■時
員 ／ 25組程度
■定
■ 対 象 年 齢 ／ 未就学児と保護者
容 ／ 親子が互いに話し合い交流を深める場の提供（お誕生会、季節の行事と
■内
あそび、イクメン倶楽部、グラニー倶楽部、リフレッシュ講座、学生との交流等）

■ アクセス

■利 用 料 金 ／ 無 料
■ 参 加 方 法 ／ 当日、時間内にお越しください。
事前の申込みは必要ありません。
※自家用車での来学はご遠慮ください。
■ 問 合 わ せ ／ 〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町1丁目2-1
TEL．
078-882-6491
E-mail: matsubokkuri@mb.shoin.ac.jp

Ｎ

市バス 36 六甲台南口

文 学 部 英語学科／日本語日本文化学科／総合文芸学科

神戸大学（文・理・農・工）
カトリック六甲教会

人間科学部 心理学科／都市生活学科・食物栄養学科

子ども発達学科／ファッション・ハウジングデザイン学科

市バス 36 阪急六甲
六甲

至梅田→

神戸松蔭女子学院大学

市バス 36 六甲道
←至三ノ宮

ＪＲ神戸線

六甲道

至大阪→

国道 2 号線

市バス 36 阪神御影

琵琶町3

新在家

神戸松蔭看板

正門
The Hillside

松蔭大学会館

←至神戸三宮

六甲川

←至神戸三宮

〒657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町 1 丁目 2-1 https://www.shoin.ac.jp/

阪急電鉄 神戸線

阪神電車

勝岡橋
むらまつ歯科医院

御影

至梅田→

市バス ３6
六甲台南口

〔最寄り駅から大学まで〕

◎阪急六甲駅より北へ徒歩 15 分。
◎阪急六甲駅・JR 六甲道駅・阪神御影駅より神戸市バス
36 系統鶴甲団地行きバス乗車、六甲台南口下車、北西
へ徒歩 5 分。

自家用車での来学は、ご遠慮ください。

