
東京 web 主催 2020 年 １月 16 日 新春シンポジウム； 

今後の公認心理師と資格試験対策の在り方について 

東京 web 通信 【2020 年 1 月 16 日 新春シンポジウム 開催】 

シンポジウムウム題目『2020 年度の公認心理師資格試験予想課題と対策について』 

～受験者の視点から−   あなたがとても知りたいことにフォーカスします～ 
     すごい情報発信になるツモリ N 氏の 66 歳 誕生日を兼ねて！    
             シンポジスト：大物約５名 お楽しみに！  
             
−第１部− youtube にアップ予定！ 
 

①総合司会：T 氏 アライアント大学大学院 臨床心理専攻修了（現在、カウンセリン

グセンター代表、スクールカウンセラー、精神科診療病院にて臨床心理士・スーパ

ーバイザーとしてご活躍、臨床心理士・公認心理教師）趣味でギター演奏 東京

web の OB. 

 
②進行役：公認心理師大学院予備校・東京 web N 氏 

(自称”musicianpsychologician” 文学修士・臨床心理士、来年 2020 年４月から武蔵

野大学大学院・仏教学研究科博士前期課程・入学決定 、今後は博士後期課程ま

で進み、仏教学を深め、得度し、『僧侶』を目指す予定 同時に本格的にプロトランペ

ッター芸名”Miles 太”郎？”として再デビュー：芸名は新井武士レジェンドに命名して

もらいました・お墨付き 演奏の仕事求めています 楽譜初見 OK Lead・trumpetOK 

最高音域ダブルハイ C まで使える 演奏ジャンル：演歌から Jazz まで できれば

Funky＆Soulful 系の Stuff とか JB’ｓhorn のようなお仕事がベター Think Tank 

phenics horns と私が命名し結成し、諸ライブハウスでやらせていただきます。ピアノ

と duo で Miles 太”郎？” 個人で、Chet Baker 中心の演奏も考慮中 佐野元春氏（デ

ビュー前、一度一緒に演奏しました。佐野氏は、そのころは、Piano 弾いていました 

なつかしい ）のバックの石垣三十郎氏がリーダーの hornsection にも入りたい。 

        

左 龍野先生           2019.1 月 ”中野のライブハウスにて” 



−シンポジスト− 現在 6 名のシンポジスト決定 以下、ご経歴の紹介 

 

◎龍野耕一氏（岡山大学歯学部卒業、兵庫教育大学大学院臨床心理専攻修了、神

戸の矯正歯科の Dr.東京 web の OB・岡山大学歯学部非常勤教官・兼任、EMDR
１級取得,その他学術論文が多数）日本歯科臨床心理学会・初代会長 日本初・歯科

医の臨床心理士・公認心理師、医学博士）医療領域 代表 
 
◎元・公認心理師資格試験 問題作成委員 未定 必ず出演していただきます.試験

問題作成のお立場から 
◎学習院大学大学院 臨床心理専攻修了 現在、某自治体・心理判定員 A 氏 東

京 web の OB（臨床心理士・公認心理師）福祉・矯正領域 代表 
◎立命館大学大学院 臨床心理専攻 修了 現在、EAP 関係、大学の学生相談室

の臨床心理士としてご活躍 T 氏（臨床心理士・公認心理師）東京 web の OB 産

業・労働領域 代表 
 

◎埼玉県 社会福祉協議会 T 氏（公認心理師資格取得 2020 年度 東京大学大

学院・早稲田大学大学院 受験予定) 現在、東京 web の受講生 代表 
◎文部科学省 K 氏 東京大学卒業（司法試験・合格）現在、東京 web の受講生 

2020 年度 東京大学大学院・放送大学大学院を受験予定 代表 文部科学省のお

立場から  
 

           あとは、決定次第、ブログにアップいたします. 
 

シンポジウム時間：19 時～≒20 時１０分 ( その後・お楽しみ会：談笑会と音楽会 ） 

 

               ↓ ドリンク・お弁当は各自持参ください アルコール OK！ 

 
 
−第２部−   お楽しみ会・名刺交換会 開始時間 20 時２０分～21 時：one night Jam 

 

 Musician＆Artist 日本のレジェンドが結集ここでしか聴けない rock 'n' roll から Jazz まで 

 
①新井 武士氏（元・宇崎竜童とダウンタウンブギウギ・バンド レジェンド・ベー

シスト＆作詞家 Bass「スモーキング ブギ」作詞・アレンジ 「港のヨーコ・横浜

横須賀」のアレンジ DBB が世に出る源泉・契機は新井氏がお作りになった す

ごい！）www.artistboxx.com/arai-takeshi 

http://www.artistboxx.com/arai-takeshi


②内海 利勝氏（元・矢沢栄吉のキャロルのレジェンド・ギタリスト Gt）
www.artistboxx.com/uchiumi/  
https://www.youtube.com/watch?v=fZKGKWRGBO4 
 

③N 氏（11 歳の誕生日に父に本物の Tp を買ってもらい、１週間、父に師事。そ

の後、父の「伏見哲夫 Tp・大御所」さんがリーダーだった「モダンジャスボーイズ」

のフォノシート版を偶然に見つけ、フォノシート版の薄いペラペラの、レコード版に

針を落としてしったのが Jazz との出会いであった。その後、コツコツ solocopy を

11 歳で始める。その間、「歌のヒットパレード」という番組があって、初めて Tp 奏

者になりたいと子どもながらに思った、自伝的記憶。その当時は、GS 時代で、

Jazz は下火になりつつあった.番組付きの Jazz のフルバンドが「スマイリー小原

（日本のサッチモと呼ばれてた）とスカイライナーズ、そのリードトランペット奏者が

「小原小助さん Tp、その後「森みつ子」の「３時のあなた」に DTBB で出演.この時

石垣三十郎氏は、不在で、石垣氏の代わり（業界では「トラ」という）トラで、小助

氏が来たのである。あこがれの小助氏との出会い、感激し、夜まで小助氏に付

き、陪席学習を行わせていただいた.当時の新宿コマ劇場にあった、大人の社交

場、「ダンス・クラブ、キャバレー」の箱バン（ダンスホールの月ぎめのレギュラー・

フルバンドであったのだ。話を戻すと、小６以降は、その後、父親が所持する多く

のレコードから、ニニロッソや Count basie オーケストラのトランペットの

solocopy、その後、日野皓正氏が彗星のように現れ（Hinology 時代）、日本を席

捲していった。その後、高校時代、”KING KONG"（命名は地方の Jazz 喫茶のジ

ョン・コルトレーン Sax の信奉者のマスターとアフロパーマのスタッフの皆様です）

というバンドを結成、地方の Jazz 喫茶からのお呼び、地方を代表する放送局の

ラジオ番組で、「1200（ワンツーオーオーー）・ ヤングオーオー」という番組で、

「KING KONG がやってくる」とキャッチフレーズで、地方の Jazz ファンや大学生

や高校生に呼びかけ。聴衆約 100 名のテレビスタジオの中で、Miles davis(当時

は 30 代後半に作成した Spanishkey Jack Jhonson,in a silent way のような演奏

を１時間番組で生演奏をやらせていただいた。その後大学時代前期は、大学の

Jazz フルバンドで solist として活躍。その後、日野皓正丸コピーの band を結成

し、学園祭や地方の Jazz 喫茶に呼ばれた、、、、、省略。元宇崎竜童とダウンタ

ウンブギウギバンド付き Horn section ”Think Tank”Trumpeter 東京６大学フル

バンド・コンテストで優秀ソロ賞 大分城島ジャズイン出演 小坂忠の事務所に所

属し、小坂 忠、佐藤奈々子の Horn section Think 

Tank https://www.youtube.com/watch?v=2stFWZJQ2jM この Tp ソロ・Horn 

section その他 岸田智 尾藤イサオ 南佳孝 Cools 杉良太郎 松崎しげる 

http://www.artistboxx.com/uchiumi/
https://www.youtube.com/watch?v=fZKGKWRGBO4
https://www.youtube.com/watch?v=2stFWZJQ2jM


などと共演 Miles davis の信奉者）

https://www.youtube.com/watch?v=hMYVvjoXf4o   

 

④スティーブ・カットしがち氏（米国ボストンにある｛バークレー音楽院」留学卒業

後、米国にてプレイ、帰国後も各種スタジオで活躍中 Dr.） 
 
⑤キーボード 未定  

 

⑥石垣三十郎氏（太田宏美 ダウンタウンブギウギバンド Think tank リード・トラ

ンペット 佐野元春 などと共演 現在：東京ビバップ Horn section リーダー

Trumpeter） 

 
★ゲスト友情出演：①未定・園田健太郎（シンガーソングライター テニスの王子

様・主題歌 他多数）

https://animesongz.com/person/composers/3834 ②未定・園田雄也

（jazz vocalist 九州で活躍中）

https://www.youtube.com/watch?v=AMu5BrB5Txk 
 
 
今回のシンポジウムは、『日本イベント株式会社』（照明・音響・デザイン）のご支

援の賜物です。 
 

 
また、より良いシンポジウムにする為に、公認心理師養成大学院との協賛も考えてお

ります。宜しくお願いいたします。良い広報資源になるはずです。協賛いただく大学

は、シンポジウムの「垂れ幕」に、「協賛の大学名」を入れさせていただきます。因み

に、個人開業なさっている OB＆OG の皆様、各自、パンフレットなどお持ち下さい。

展示・配布します。 
    
日時：2020 年１月 16 日（木）19 時開演 21 時終了 

場所：東京学芸大学前 『貸しスタジオ ノア』 東横線 学芸大前から徒歩 10 分  

住所： 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷 5- 25-10. 電話：03-3710−2011 

参加費：シンポジウムのみ ￥2000（資料代含む）その他「お布施」もお預かりいたします。 

第２部は別料金です。第２部参加の方はお一人￥1000 になります。 
先着５０名様 限定  

https://www.youtube.com/watch?v=hMYVvjoXf4o
https://animesongz.com/person/composers/3834
https://www.youtube.com/watch?v=AMu5BrB5Txk


 
    参加希望の OB＆OG の皆様、東京 web の HP の「問い合わせ」からご連

絡下さい。外部参加も考慮いたします お早目にご連絡下さい！  
     ◎禁止事項＆お知らせ：喫煙・写真・録音・ビデオ録画は禁止 
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