
2021年度 研修部主催 講座一覧
※講座は変更となる可能性がございます。最新情報は東京支部Webサイト「講座・研修情報」をご覧ください。

分類 開講日 オンライン開催 講座名 講師

カウンセリング力向上
2021年5月01日（土）
2021年5月15日（土）
2021年5月16日（日）

B-003　逐語検討入門　５月 塩見 統子

2021年7月15日（木）
2021年7月29日（木）
2021年8月05日（木）
2021年8月19日（木）

B-019　継続カウンセリング体験講座　 7月・8月 中川 智子

2021年9月20日（月祝）
2021年10月16日（土）
2021年10月17日（日）

G-031　カウンセリングスキルアップ講座～面接実習と逐語を使って～ 塩見 統子

2021年10月07日（木）
2021年10月21日（木）
2021年11月04日（木）

G-034　ステップアップ実技講座 木曜昼間 中川 智子

2021年12月18日（土）
2022年01月08日（土）
2022年01月09日（日）

B-040　逐語検討入門　12月 ・1月 塩見 統子

2022年2月03日（木）
2022年2月17日（木）
2022年3月03日（木）
2022年3月17日（木）

B-051　継続カウンセリング体験講座 　2月・３月 中川 智子

2022年2月05日（土）
2022年2月19日（土）
2022年3月05日（土）

B-052　ステップアップ実技講座　土曜 ロングライブ 竹田 淑子

各種療法 2021年5月0１日（土）
2021年5月02日（日） B-001　フォーカシング 末武 康弘

2021年5月0１日(土) ● B-002　ゲシュタルト・セラピー入門 岡田 法悦

2021年5月08日（土）
2021年6月05日（土） ● B-004　TAベーシック 矢野 裕一

2021年5月09日（日）
2021年5月23日（日）
2021年6月06日（日）

● G-005　CBT（認知行動療法）ベーシック 大月 友

2021年5月19日(水) B-008　箱庭を楽しむ　5月～箱庭で心の発散・心に栄養を～
渋谷 武子
三浦 明代

2021年6月09日(水)
2021年6月23日(水)
2021年7月07日(水)
2021年7月21日(水)

B-012　ストレス対策リラクセーション講座～指導法も学ぶ～　水曜夜間 大澤 昇

2021年6月13日（日）
2021年7月11日（日） ● G-013　アドラー臨床心理学入門 八巻 秀

2021年6月27日（日） G-015　体験コラージュ制作　6月 藤井 幸子

2021年7月10日（土）
2021年7月11日（日） B-017　ビデオとワークで学ぶ　解決志向ブリーフセラピー 佐々木 律子

2021年7月17日（土）
2021年7月18日（日） ● G-020　家族療法入門 八巻 秀

2021年8月14日（土）
2021年8月15日（日） ● B-022　ユング心理学を実習と講義で学ぶ 杉浦 京子

2021年8月22日(月祝) ● B-024　ナラティブ・アプローチ入門 荒井 浩道
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https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-00320210501-2
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-01920210715
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-03120210920
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-03420211007
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-04020211218
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%82-05120220203
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-05220220205
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-00120210501
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-00220210501
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-00420210508
https://www.counselor-tokyo.jp/course/g-00520210509
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-00820210519
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%82-01220210609-2
https://www.counselor-tokyo.jp/course/g-01320210613
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-01520210627
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-01720210710
https://www.counselor-tokyo.jp/course/g-02020210717
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-02220210814
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-02420210822


分類 開講日 オンライン開催 講座名 講師

2021年9月07日（火）
2021年9月21日（火）
2021年10月05日（火）

● B-025　ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー）基礎 火曜夜間 大月 友

2021年9月12日（日）
2021年9月25日（土） ● G-026　1から始めて明日から使えるブリーフセラピー 久持 修

2021年9月13日(月) B-028　箱庭を楽しむ　9月～箱庭で心の発散・心に栄養を～
渋谷 武子
三浦 明代

2021年9月26日(日) ● A-033　TAアドバンス 矢野 裕一

2021年10月10日（日） G-035　体験コラージュ制作　10月 藤井 幸子

2021年11月18日（木） B-038　箱庭を学ぶ
渋谷 武子
三浦 明代

2021年12月05日（日） G-039　体験コラージュ制作　１2月 藤井 幸子

2022年1月30日（日） ● B-047　論理療法（REBT：人生哲学感情心理療法） 菅沼 憲治

2022年3月06日（日） G-057　体験コラージュ制作　3月 藤井 幸子

2022年3月21日（月祝） ● B-058　ラフターヨガ　入門 園田 清一

コミュニケーション
・人間関係開発
・組織開発

2021年6月20日（日） B-014　もめごと解決のためのメディエーション入門 田中 圭子

2021年8月09日（月祝） ● B-021　ファシリテーション力を上げる 岡田 法悦

2022年1月29日(土)
2022年2月12日(土)
2022年2月26日(土)

B-046　アサーティブ・コミュニケーション講座
都筑 佳奈

宮根 佐知子

メンタルヘルス関連 2021年5月22日(土) ● B-009　感情のケアプログラム　土曜１日 下園 壮太

2021年5月25日(火) ● B-010　ストレスチェック講座　火曜夜間 梅田 忠敬

2021年6月08日(火) ● B-011　メンタルヘルスとキャリア支援に必要な法的知識　火曜夜間 兼川 真紀

2021年9月12日(日) ● G-027　職場のハラスメント研修～予防と解決の具体的な対応方法～ 山田 るり

2021年12月25日（土） B-041　企業内でメンタルヘルスケアを推進するために
中川 智子

香取 由美子

2022年1月10日(月祝) B-044　うつについての正しい理解とかかわり方 野村 總一郎
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https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-02520210907
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-02620210912
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-02820210913
https://www.counselor-tokyo.jp/course/a-03320210926
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-03520211010
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-03820210701
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-03920211205
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-04720220130
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-05720220306
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-05820220321
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-01420210620
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-02120210809
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-04620220129
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-00920210522
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-01020210525
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%82-01120210608
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-02720210912
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-04120211225
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%82-04420220110


分類 開講日 オンライン開催 講座名 講師

2022年1月12日(水)
2022年1月19日(水)
2022年1月26日(水)

● B-045　感情のケアプログラム　水曜夜間 下園 壮太

実務能力向上 2021年5月09日（日）
2021年5月23日（日） B-006　産業カウンセラーのための講師業入門(基礎） 支部登録講師

2021年7月24日（土）
2021年8月29日（日） B-007　産業カウンセラーのための講師業入門（実践） 支部登録講師

2021年7月05日（月） ● B-016　高次脳機能障害を知る 中本 久之

2021年7月14日（水） B-018　メッセージ・コントロール　 7月夜間 下園 壮太

2021年8月14日（土） ● B-023　カウンセリングルームの作り方と続け方 小島 知子

2021年9月12日(日) ● G-027　職場のハラスメント研修～予防と解決の具体的な対応方法～ 山田 るり

2021年9月19日（日）
2021年9月25日（土） B-029　産業カウンセラーとして向き合うグリーフ＜基礎＞

柳 玉江
寺田 正美

2021年10月24日（日）
2021年10月31日（日） A-030　産業カウンセラーとして向き合うグリーフ＜実践＞

柳 玉江
寺田 正美

2021年9月23日（木祝） B-032　産業カウンセラーとして知っておきたい「心理検査（アセスメント）」の実践的知見 山﨑 洋史

2021年11月03日（水祝） ● G-036　依存症の支援を学ぶ 河本 泰信

2021年11月17日（水） B-037　メッセージ・コントロール　 １1月夜間 下園 壮太

未定 ● B-042　大人の発達障害を理解する～就労につなぐ、職場で活かす～ 梅永 雄二

2022年1月08日(土) B-043　機能不全家庭とその家族 小島 知子

2022年1月29日（土）
2022年1月30日（日） ● B-048　カウンセラーのメッセージコントロール

～クライシス・カウンセリングⅠ～
山際 洋一

2022年2月12日（土）
2022年2月13日（日） ● A-049　死にたい気持ちを持つ方への対応

～クライシス・カウンセリングⅡ～
(未定)

2022年3月05日（土）
2022年3月06日（日） ● A-050　惨事にあった方への対応

～クライシス・カウンセリングⅢ～
(未定)

2022年2月20日（日） B-053　「精神科で出される薬」の話～産業カウンセラーのための入門～ 野村 總一郎

2022年2月24日（木）
2022年3月03日（木） ● B-054　産業場面のカウンセリングに必要な精神医学の基礎知識　木曜夜間 藤澤 大介
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https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-04520220112
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-00620210509
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-00720210724
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%82-01620210705
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-01820210714
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-02320210814
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-02720210912
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-02920210919
https://www.counselor-tokyo.jp/course/a-03020211024
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%82-03220210923
https://www.counselor-tokyo.jp/course/%ef%bd%87-03620211103
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-03720211117
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-04320220108
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-04820220129
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-04820220129
https://www.counselor-tokyo.jp/course/a-04920220212
https://www.counselor-tokyo.jp/course/a-04920220212
https://www.counselor-tokyo.jp/course/a-05020220305
https://www.counselor-tokyo.jp/course/a-05020220305
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-05320220220
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-05420220224


分類 開講日 オンライン開催 講座名 講師

2022年2月24日（木） ● B-055　産業場面のカウンセリングに必要な精神医学の基礎知識　木曜夜間　第1回 藤澤 大介

2022年3月03日（木） ● B-056　産業場面のカウンセリングに必要な精神医学の基礎知識　木曜夜間　第2回 藤澤 大介
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https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-05520220224
https://www.counselor-tokyo.jp/course/b-05620220303

