
令和２年度保育所経営課題対応研修（施設長研修）開催要項

１ 目 的

保育所施設長等として保育所の経営、保育の質を高める人材確保・育成の在り方及び

良好な職場環境の構築並びに保育に関する最新の知見、情報を研修することにより意識      

の改革を図り、より良い保育所の経営・運営に資することを目的とする。

２ 実施主体

山口県

３ 実施機関

社会福祉法人山口県社会福祉協議会

４ 対象者

県認可の保育所、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業所の施設長等（園長・

副園長・主任等）

５ 定 員

１００人

６  日程、演題及び講師

７ 会 場

山口県セミナーパーク 一般研修棟 大研修室

日 程 時 間 演題・講師

９

月

７

日

(月）

12:50～13:20 受 付

13:20～13:30 開講・オリエンテーション

13:30～16:30【講義・演習】

「職員のモティベーションを上げるための

コミュニケーション～アサーションのすすめ～」

講師 株式会社えな・ヒューマンサポート

         えな・カウンセリングルーム

     

代表取締役・公認心理師・臨床心理士・

家族心理士 森川 早苗

16:30～16:40 アンケート記入・閉講



８ 申込手続

(1) 申込方法

別紙１「受講申込書」と別紙２「事前アンケート」を記入の上、必ず郵送でお申し

込みください。(メール・ＦＡＸ不可)

※１ 先着順で受付し、定員に達し次第締切ります。

※２ １施設２人まで ただし、定員を超える場合は、受講順位１を優先します。

(2)  申込受付期間（消印日有効期間）

  令和２年７月１３日（月）～７月１６日（木）

※１ 消印日が有効期間以外は、受付できません。

※２ 消印日有効期間内に郵送しても７月１７日（金）に必着しない場合は、受付でき

ません。

※３ 受付通知は、省略します。

※４ 定員を超過し受講をお断りする場合は、電話等で連絡します。

９ 受講料 ５００円 (おつりのいらないようお願いします。)

10  個人情報の取扱い

受講申込書に記載された個人情報は、研修会の運営管理のみに使用します。

11  その他

(1) 昼食は、各自で準備するか併設の食堂を利用してください。

(2) 地震や台風等のやむを得ない事由により研修を開催できない場合は、前日の午後３

時までにホームページ（http://yg-fkc.com）に記載しますので、前日に必ずホーム

ページを確認してください。

(3) 欠席や遅刻をされる場合は、必ず連絡してください。

12 申込・問合せ先                      

社会福祉法人山口県社会福祉協議会 福祉研修部福祉研修センター

〒754-0893 山口市秋穂二島１０６２（山口県セミナーパーク内）

担当：澤田（さわた）

ＴＥＬ：083-987-0123 ＦＡＸ：083-987-0124

  

13 会場周辺図

＜山口県セミナーパーク＞

  所在地：〒754-0893 山口市秋穂二島1062



森川早苗プロフィール

名前   森川 早苗（もりかわさなえ） '53 生まれ

資格   公認心理師 2968 号 臨床心理士 792号  家族心理士 0116 号

修了課程 広島大学大学院博士課程前期修了

履歴   '78/3     広島大学大学院教育学研究科教育心理学専攻 博士課程前期修了

'79/4～96/3  広島女子大学学生相談室カウンセラー（嘱託）

'80/5～86/3  養神館病院心理療法士 （非常勤）

'81/3～    えな・カウンセリングルーム 開室

'86/10～09/3 河合塾広島校カウンセラー（嘱託）

'91/4～93/3  広島修道大学商学部女性学担当（非常勤）

'97/6～06/3  広島市 HIV/AIDS 派遣カウンセラー（嘱託）

'99/4～09/3  河合塾福山校カウンセラー（非常勤）

'03/2     松山東雲女子大学 集中講義「統合的家族療法」（非常勤）

'03/4～06/3  広島国際大学人間環境学部「家族心理学」「家族療法」（非常勤）

'03/4～04/3    広島大学大学院教育学研究科附属心理臨床教育研究センター臨床指導員

（非常勤）

     '06      山陽女子短期大学「コミュニケーション心理学」（非常勤）

     '06/6～   （株）えな・ヒューマンサポート 設立

     '07 ～09/3    福山大学大学院 人間科学研究科「臨床心理学特論」（非常勤）

'09/4～13/3   文教女子大学大学院 教育学専攻 臨床心理学コース「家族療法」（非常勤）

      '09/4～16/3  近大姫路大学看護学科「アサーティブトレーニング」（非常勤）

     '12/1～    広島大学歯学部口腔健康科学科「総合演習」（非常勤）

    '18/4～19/3  福山大学大学院 人間科学研究科「心理実践実習 C-2」（非常勤）

現職   株式会社 えな・ヒューマンサポート 代表取締役

     えな・カウンセリングルーム 公認心理師 臨床心理士 家族心理士

IPI（統合的心理療法研究所）特別研究員

     ㈱日本・精神技術研究所 アサーション・トレーナー

著書

『アサーション・トレーニング 深く聴くための本』 金子書房 2010 年

―アサーション関係―

『アサーションを活用したストレスをためないコミュニケーションのポイント』「訪問介護サービス」9・10 月号 日総研出版 2018

『要点のまとめ方と分かりやすい伝え方のコツ』「訪問介護サービス」9・10 月号 日総研出版 2017 年

『できる社員は相談上手！ 人を動かす仕事術』PHP 通信ゼミナール 2017 年

『サ責のモチベーションを高めるには』 「訪問介護サービス」11・12 月号 日総研出版 2015 年

『事例で学ぶ！DESC（客主提選）を用いたアサーション』 「相談援助＆業務マネジメント」8 月号 日総研出版 2015 年

『アサーションを取り入れた実践的なストレスマネジメントと指導者としての心得』 「看護人材育成」8 月号 日総研出版 2014 年

『院内で活かすアサーション さわやかに自己主張する』 Expert Nurse 2011 年 5 月号

『女性がアサーションを学ぶ意味』編集 平木典子 「アサーション・トレーニングー自分も相手も大切にする自己表現ー」至文堂 2008 年

『女性がアサーションを学ぶ意味』 編集平木典子「アサーション・トレーニング その現代的意味」 現代のエスプリ№450 至文堂 2004 年

『家族からの自立を果たした愛子さん』 「カウンセラーのためのアサーション」 平木典子・沢崎達夫・土沼雅子編著 金子書房 2002 年

『アサーション・トレーニング」 教職研修総合特集 No.151「子どもの対人関係能力を育てる」 教育開発研究所 2002 年



『アサーション・トレーニング -さわやかな自己表現』 「社会的スキルと対人関係」 対人行動学シリーズ１ 誠信書房 1996 年

『客主提選とは何か?アサーション・トレーニング』 「解放教育」 7 月号 明治図書 1996 年

『“ノー”と言える勇気を女性のためのアサーション』 「青年心理」 No.75 金子書房 1989 年

―子育て関係―

『自立と母親業の狭間で悩む女性たち』 「児童心理」臨時増刊 12 月号 金子書房 2016 年

『生活体験の場における家庭―家庭が担う課題』 「児童心理」臨時増刊 8 月号 金子書房 2015 年

『怒る気持ちをアサーティブに伝える』 「児童心理」11 月号 2014 年

『共感する心―相手の心や状態を自分のことのように感じ取る力』 「児童心理」9 月号 金子書房 2013 年

『保護者の信頼を得る』 「児童心理」10 月号臨時増刊 金子書房 2012 年

『自分も相手も大切にする「ありがとう」の伝え方を学ぶ』 児童心理 2012 年 3 月号 金子書房

『上手なクレームの出し方――親も教師も納得する方法を考える――』児童心理 2007 年 6 月号 金子書房

『叱る、叱らないの基準ってあるの?』 別冊 PHP2005 年１２月号

『感動を親子で共有するーーゆとりある生活をーー』 児童心理１２月号 特集感動できる子できない子 2005 年１２月 金子書房

『叱るべきことと叱ってはいけないこと』 「特集 叱り下手・叱り上手」 児童心理 2004 年 10 月号  金子書房

『自分の時間を上手につくる」「児童心理」 10 月号 金子書房 2003 年

『親・教師のための自己カウンセリング』 「児童心理」 臨時増刊 金子書房 2002 年

『自分をアピールする能力を身につける』 「児童心理」 7 月号 金子書房 2000 年

『自分らしく生きる力をつける』 「兵庫教育」 11 月号 兵庫教育委員会 1998 年

―学術論文―

『家族心理学ハンドブック』「DV について」 日本家族心理学会[編] 金子書房 2019 年

『夫婦間の親密さとジェンダーの問題』「親密な人間関係のための臨床心理学」 金子書房 2011 年

『DV と夫婦関係』「「家族心理学と現代社会」家族心理学年報２６ 金子書房 2008 年

『家族におけるジェンダーの諸問題』 青野篤子共著福山大学こころの相談室紀要 2007 年

『子供のいない女性の同一性の研究 -中年期の同一性地位に関する一考察-』 「家族心理学研究」14 巻 1 号 p1-13 2000 年

『フェミニスト・セラピイにおける夫婦関係』 「２１世紀の家族像」 家族心理学年報 14 金子書房 1996 年

『女性の自立と新しい家族の創造』 「新しい家族の誕生と創造」 家族心理学年報 9 金子書房 1991 年

『結婚を決められないカップルの家族療法』 「家族心理学研究」 4 巻 2 号 1990 年

『大学生を対象としたアサーション・トレーニングの効果について』 総合保健科学 広島大学保健管理センター研究論文集 3 巻

p79-86 1987 年

『性的同一性に関する研究』 「自我同一性研究の展望」 鑪幹八郎他編シンポジアム青年期 3 巻 p201-227 1984 年

『臨床心理学における女性製の概念の検討 -Anorexia Nervosa を中心として-』 「広島心理療法」 1 巻 2 号 p15-21 1979 年

―その他―

『職場で役立つコミュニケーション』 「心とからだのオアシス」 2012 年春号～2014 年冬号連載  中央労働災害防止協会発行

『本当の自分の気持ちに気づく』 「婦人之友」1261 号 2008 年

『カウンセリングとジェンダー』 「季刊 セクシュアリティ」 No.6 エイデル研究所 2002 年

『女性にとっての癒し』 「愛と癒し─心理臨床への新たな期待」 現代のエスプリ No.318 至文堂 1993 年

『こだわりと模索の中で』 「フェミニスト セラピイ」 現代のエスプリ No.278 至文堂 1990 年

『心にもフィットネスを』 「家族の風景」 現代のエスプリ No.271 至文堂 1989 年


