
講座№ 企画講師 肩　書 会場 定員
暫定（円）

受講料

1日～2日 17101 園田　雅代 創価大学大学院 教授 財団 45 15,000

1日～2日 17201 杉山 登志郎 浜松医科大学 客員教授 名古屋 150 12,000

8日（土） 17102 近藤　直司 大正大学 教授 財団 60 7,000

23日（日） 17202 岡田　　 俊
名古屋大学医学部附属病院
准教授

財団 60 7,000

29日～30日 17203 渡部　匡隆 横浜国立大学 教授 財団 80 10,000

30日（日） 17204 田中　康雄
こころとそだちのクリニック
むすびめ 院長

札幌 120 6,000

8
月

12日～13日
他

17103 藤岡　新治 専修大学 特任教授 財団 60 38,000

2日～3日 17205 宮本　信也 筑波大学 教授 財団 70 12,000

16日（土） 17301 諸富　祥彦 明治大学 教授 財団 60 7,000

17日（日） 17302 諸富　祥彦 明治大学 教授 財団 60 7,000

23日～24日 17104 近藤　直司 大正大学 教授 財団 80 12,000

1日（日） 17105 小川　俊樹 放送大学 客員教授 財団 80 7,000

7日～8日 17303 牛島　定信 三田精神療法研究所 所長 財団 80 12,000

14日～15日 17304 田中 千穂子
学習院大学 教授/
花クリニック 臨床心理士

財団 60 12,000

21日～22日 17106 平木　典子 ＩＰＩ統合的心理療法研究所 顧問 財団 80 12,000

22日（日） 17207 田中　康雄
ころとそだちのクリニック
むすびめ 院長

札幌 120 無料

28日～29日 17305 小倉　　 清 クリニックおぐら 院長 財団 80 12,000

12日（日） 17306 渡辺　　 登 赤坂診療所 所長 財団 80 7,000

18日～19日 17206 近藤　武夫
東京大学先端科学技術研究
センター 准教授

新宿 60 12,000

25日～26日 17307 飯長 喜一郎
国際医療福祉大学大学院
特任教授

財団 80 12,000

2日～3日 17107 小川　俊樹 放送大学 客員教授 財団 80 12,000

調整中 17211 山下　　 洋 九州大学病院 特任講師 福岡 150 12,000

10日～11日 17210 十一　元三 京都大学大学院 教授 大阪 120 10,000

17日～18日 17108 小川　俊樹 放送大学 客員教授 財団 45 18,000

24日～25日 17208 加藤　進昌
昭和大学発達障害医療研究所
所長

財団 80 12,000

調整中 17109 野並　美雪
当財団すこやか育成相談室
室長

財団 80 5,000

調整中 17209 山藤　由紀
当財団子ども療育相談センター
センター長

財団 80 3,000

調整中 17308 渡辺　久子
LIFE DEVELOPMENT CENTER
渡邊醫院 副院長

財団 80 12,000

調整中 17309 奥山 眞紀子
国立成育医療研究センター
副院長

高田
馬場

120 12,000

調整中 17310 石隈　利紀
東京成徳大学 教授/
筑波大学 特命教授

財団 50 18,000

☆財団講義室で18:30～20:00／18:30～20:30開催

講座№ 日　程 企画講師 肩　書 曜日/回数定員
受講料

（円）

17151
6/7・14・21・28
7/5

牛島　定信 三田精神療法研究所 所長 水/５ 45 10,000

17152
9/28
10/5・12・19・26

川嵜　克哲 学習院大学 教授 木/５ 45 10,000

17153
1/24・31
2/7・14

大野 　　裕
認知行動療法研修開発センター
理事長

水/４ 45 12,000

＜1日講座＞
心理専門職のための「ケースに学ぶ子どもの心理臨床」

2017/3/8現在

集中講座

公益財団法人　明治安田こころの健康財団　　＜２０１７年度　開催講座＞

＜1日講座＞
講義と事例検討で学ぶ発達障害と心の育ち

7
月

日　程 講座名　（網掛けは仮のテーマです）

対人援助職とアサーションＷＳ

＜名古屋＞ トラウマ処理とその周辺３

＜1日講座＞
アセスメント技術を高めるために

＜1日講座・札幌＞
虐待を受けた子どもをどのように評価し、いかに支援するか

☆新企画講師☆
自閉症スペクトラム支援の実践知をつなぐ

                                                                                           ◆テーマ･日時等が変更になる可能性があります。

                                                                                           ◆詳しくは財団ホームページへ ➠ http://www.my-kokoro.jp/

 9月28日 初心者のための夢分析入門

2018年 1月24日 認知療法の基礎を学ぶ （２時間コース）

＜札幌特別講座＞
発達障害フォーラム

乳幼児のこころと子育て

臨床心理士のための子育て支援講座

＜福岡＞ アタッチメントとトラウマの理解と支援

パーソナリティ・アセスメント<入門>
12
月

 6月 7日 パーソナリティ障害の現在

＜隔年開催・1日講座＞
子どもの「依存」する心理

11
月

読み書き困難のある児童生徒を支援するICTの活用

夜間講座　

成人の発達障害への多様な支援

子どもが子どもを生きること

新たな子ども家庭福祉の実現に向けて

子どもの援助者のための「怒り・落ち込み」と上手につきあう方法<中級>

＜大阪＞ 自閉スペクトラム症講座

開始日 講座名

★特別割引あり 　 ＜土・日×３回＞
ロールシャッハ解釈法（片口法）・初級コース

基本から学ぶ発達障害（神経発達症）

★割引あり
予防と成長支援の学校カウンセリング

心理療法とアセスメント

★割引あり
学校現場に活かせる問題解決のためのカウンセリング技法

＜子ども療育相談センター第2回実践報告会＞

 自閉症スペクトラム児に対する個別療育実践

9
月

2
月

10
月

パーソナリティ・アセスメント<中級〉

＜１日講座＞ パーソナリティ・アセスメント<初級>
事例から学ぶ心理アセスメント ～H-T-Pについて～

関係を育てる心理臨床

さまざまな面接と支援に家族療法を活かすには

現代の青年期を考える

 

 


