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　結婚、育児、教育、学生、産業、病院、それぞれの相談の場で、心が止まってしまう、揺れにおののいてしまう、壊されそ
うになる、あるいは自分で相手を、家族を、さらには自分を壊してしまいそうになる。助けが必要で得られない人々が増えて
いる。カウンセラーやセラピスト達も例外ではない。助ける側で苦労しているカウンセラーやセラピスト達も、目一杯苦労し
ている自分のことは誰もわかってくれないし助けてくれない。そんな訴えが最近は富に多い。様々な場に立ち会う混迷の時代
のカウンセラー、サイコセラピストはタフでいなければならない。相談者が混乱に流されてしまい破壊に流されてしまう事態
の歯止めになるために、そこからの再生を助けるために、使える力（技能）と知恵（理論）を蓄え、いつでも使えるよう常に
鍛錬していなければならない。どんな知恵も実際に役立つように使えなければ、弊害にしかならない。

　カウンセラーやサイコセラピストでも助けを求めたい。基礎から自分の力をつけ直したい。知恵を形にする技能を磨きたい、
危急の支援を得たい、ともに研鑽する仲間が欲しい、いつでも理論と技能を磨く練習のできる道場のようなところが欲しい。
PAS卒後研修センターは、これらのニーズに応える場所です。

　学生相談、教育相談、病院臨床、様々な相談活動、メンタルサポート、看護、企業リーダー支援等、困ったときには迷わず
訪ねてください。卒後研修ディレクターが、道標の提供だけでなく道案内もします。同僚に会えるくつろぎの場も、研修の手
引きも、研究の指導も、得られます。基本を学び、さらに専門性を高めたいと思うとき、訪ねてみるといい自己資源の財産が
増えるところです。

PAS心理教育研究所
理事長　サイコセラピスト　小谷 英文

理事長挨拶
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　PAS 卒後研修センターでは、以下の訓練プログラムを提供しております。当センターでは毎月延べ 400 名に及ぶ専門
家が自身の関心に応じて訓練を受けています。訓練期間や頻度、難易度など、多様な選択肢の中からご自分にあったプ
ログラムをお選び頂けます。

PAS心理教育研究所　プログラム概要

１. プロフェッショナルスクール (P. 4)
 (1) 本科コース（毎週 9時間～ /３年～）　
 (2) 臨床科コース・専攻科コース（毎週 7時間～ /２年間～）
 (3) カウンセリング・コース（本科予科）（１年～）
 (4) Post-Doctral 研修・研究コース（半年～）
　※　各コースは、条件を満たす場合、臨床心理士資格認定協会研修ポイントの申請予定です。

2. 集中専門家養成講座：基礎から徹底して学ぶ専門技法 (P. 7)
　年４回開催される 2日間のワークショップを通して、専門技法を基礎から学ぶことのできる短期集中訓練プログラム
です。定期的に訓練時間が取れない方や、PAS の専門訓練を体験してみたい方、遠方からご参加の方、プロフェッショ
ナルスクール入学のための下地を整えたい方におすすめです。以下の 5つのコースをご用意しております。

　〈第１領域〉 心理面接法：応答構成を基軸とした専門技法の訓練
　〈第２領域〉 教育相談・学生相談：発達ベースの面接法からアセスメント―心理療法への展開へ―
　〈第３領域〉 うつからクリエイティビティへ：危機をチャンスに！～企業人・組織人のための創造性開発法習得プ
  ログラム
　〈第４領域〉 プレイセラピー講座
　〈第 5領域〉 力動的セルフケアプログラム

　※　第１～第４領域は、条件を満たす場合、臨床心理士資格認定協会研修ポイントの申請予定です。

3. 公開講座 (P. 12)
　プロスクールに所属することなくご参加頂ける講座・ワークショップです。月１回、週１回などルーティンで開催さ
れる講座や、年１回のみのワークショップなど、ご自身のご都合とニーズに沿ってお選びいただけます。いくつかの講
座を組み合わせてご受講いただくことも可能です。

 (1) プロフェッショナルスクール　セミオープンコース　
 (2) 基礎講座：基礎理論と技法　
 (3) 専門講座：専門技法
 (4) ワークショップ・集中演習
 (5) 一般向けプログラム　

　※　各講座（一般向けプログラムを除く）は、条件を満たす場合、臨床心理士資格認定協会研修ポイントの申請予定です。
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4. スーパーヴィジョン (P. 34)
　個人・集団でのスーパーヴィジョンが受けられます。

5. 教育分析 (P. 35)
　心理療法家・カウンセラーの成熟性を目指す、個人心理療法・集団精神療法です。

6. アイデンティティ・グループ (P. 37)
　アイデンティティを追求する、集団精神療法の手法を応用した心理教育プログラムです。

7. 臨床心理士資格取得のための実習：第二種指定校 (P. 39)
　臨床心理士資格取得のための実習の場としてご利用頂けます。



4

　数年単位の継続的な訓練を通して、PAS 心理療法・精神分析的心理療法・集団精神療法の理論・技法を学び、確実に
実践できる技術・態度を習得するための訓練プログラムです。当スクールの特徴は、講義に加えて少人数クラスでの徹
底した演習によって、厳しくも充実した訓練を受けることができる点にあります。バラバラな継ぎ接ぎの学習ではなく、
一貫した理論背景に基づく体系的訓練を希望している方に適しています。

【PASプロフェッショナルスクールの訓練の特色】
① PAS 心理教育研究所の臨床スタッフとして、実際の臨床活動に携わりながら訓練を進めます。ケースを持ち、スーパー
ヴィジョンを受け、臨床実践の体験から学ぶことができます。

② 自身の関心からプログラムを企画・運営し、技術・技法開発を進めることが可能です。また、倫理規定に則り研究活
動を行なうこともできます。

③ 臨床スタッフ・訓練生が経験年数を問わず一同に会し、理論学習や実習を行います。毎週のグループ・スーパーヴィジョ
ンでは、ほぼ全スタッフの事例が報告検討されます。熟練したセラピスト達と共に働き訓練することを通して、ファ
カルティ・レベルのセラピストの技術・態度を肌で体感しながら学ぶことができます。

（１） 本科コース（３年課程）
　3年間で、精神分析的個人心理療法の技法・事例研究法・精神分析的集団心理療法の基礎技法の習得を目指すコース
です。米国の Psy.D. トレーニング・プログラムに準ずるレベルの訓練を提供します。

○ 訓練時間：毎週月曜 19:00 ～ 21:00　理論講義
 　　　　　毎週金曜 14:00 ～ 21:00　技法演習・臨床実践・スーパーヴィジョン
 その他、別途定められた日程の集中研修プログラムへの参加や、PAS 心理教育研究所の開所時間内の臨床実践（イ
ンテークや個人心理療法の担当、各種プログラムのセラピスト体験など）、公開講座への参加など。

○ 授業料：年間 720,000 円（税別・分割払い可能）
 ＊本科生は、センターで開講されるほぼ全ての公開講座やワークショップを無料で受講できます。

○ 修了後の進路：本科課程修了者には、修了証を発行致します。修了後は、臨床科・専攻科コースへの進学が認めら
れます。また、研究員として PAS心理教育研究所に所属し、引き続き臨床実践や研究に携わることができます。

（２）臨床科・専攻科コース（２年課程）
　本科課程修了者がさらなる臨床訓練を積むコースです。詳細はホームページをご覧ください。

1. プロフェッショナルスクール
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（３） カウンセリング・コース（１年～）
　各々が自身の臨床課題と目標達成の為に臨床訓練を積むためのコースです。メンター制度によるメンター指導のもと、
各自の年間研修計画を定めて研修を進めます。各研修生には専属のメンターがつき、スーパーヴィジョンやガイダンス
を通して、訓練課題の明確化、それに応じた訓練プログラムの立案、都度の成果確認などを助けます。訓練生は、卒後
研修センターの公開講座の科目の中から、各々の関心・目標に適切なコースを自由に選択履修することができます（ワー
クショップ・一般向けプログラム以外）。また、成果に応じて当研究所で開催するプログラムに研修生として参与し訓
練を積むことも可能です。

○ 訓練時間：適宜（個々の研修計画による。主に、選択した公開講座の開講時間）

○ 研修費：年間 360,000 円（税別）

○ 受講可能コース：公開講座のうち、(1) プロフェッショナルスクール　セミオープンコース、(2) 基礎講座、(3) 専門
講座の各講座。受講講座数の上限なく受講可能。　

○ 訓練期間：１年ごとの在籍更新

○ 応募資格：
 1. 心理療法関連領域の修士の学位を有すること。
 2. 心理療法関連の臨床実務経験を２年以上有すること。
 3. 在籍年度において、通年開講のコースを 5つ以上受講すること。

○ 選考手続き：下記書類による書類審査および面接審査
 1. 学位の証明：学位記のコピー
 2. 所定の業績・履歴書
 3. 研修計画書

○ 修了要件：
 1. 受講コース４単位以上の取得（各コース担当者が単位取得可否を決定）
 2. 研修開始時に受講コースを総合した研修課題を定め、メンターにより実施される課題修得度試験に合格する
 ＊修了者には修了証を発行する。

○ その他特典：
 1. 成果に応じて、研究所プログラムへの研修生としての参加、プロフェッショナルスクールのスーパーヴィジョン

陪席を認める。
 ２. 研究所所蔵図書の無料貸出。
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（４） Post-Doctral 研修・研究コース（半年～）
　心理療法関連領域の学位（博士）を有し、その領域において実践・研究の実績を積んだ者が、精神分析的システムズ
心理療法の技法習得、あるいは特定の研究を遂行するためのコースです。本科および卒後研修センターで開講される科
目を自由に選択履修し、指導ファカルティによる指導のもと年間研修計画もしくは研究目標を定めて、研修・研究を進
めます。

○ 研修費：年間　720,000（税別）

○ 期間：研修・研究目標の達成まで。1年ごとに在籍更新とする。遠方や海外居住などの事情により、半年単位の在籍
も認める。

○ 半期の研修費：360,000 円（税別）

○ 応募資格：
 1. 心理療法関連領域の学位（文学博士、心理学博士、医学博士、教育学博士、Ph.D.、Psy.D. など）を有すること。
 2. 心理療法関連の臨床実務経験を 5年以上有すること。
 3. 学術業績レフェリー付オリジナル論文 5点以上有すること。テキスト以外の専門単著は、レフェリー付きオリジ

ナル論文 3点とみなす。

2019 年度入学者選考日程

本科
カウンセリング
コース

Post-Doctral

（1）書類選考：応募締切 2018 年 10 月末日 2019 年 2月末日 2019 年 2月末日
（2）選考試験
　①筆記試験 2018年11月10日（土）

17:30 ～
　②グループ体験（アイデンティティグループ参加）2018年11月17日（土）

・18日（日）
（3）面接試験（審査） 2018年11月30日（金）

14:45 ～
書類選考後、随時 書類選考後、随時

　より詳しい訓練内容や選考手順に関しては、ホームページより募集要項をダウンロードしていただき、そちらをご覧
ください。ご不明な点は、お気軽に当センターまでお問い合わせ下さい。



7

　集中演習の形でスクーリングを行い、心理、教育、医療診療など各領域における専門技法のトレーニングを提供する
プログラムです。
　今年度の講座は、各５領域の基本を徹底して習得するトレーニングコースです。大学院卒後まもない初心の臨床家や、
基礎からもう一度自身の臨床を見直したいベテランを対象とした、理論と技術の基盤を固め、自身の臨床の専門性を高
めるためのプログラムです。

第１回：2018/3/3（土）- 3/4（日）
第 2回：2018/6/30（土）- 7/1（日）
第 3回：2018/12/1（土）- 12/2（日）
第 4回：2019/3/16（土）- 3/17（日）
1日目：10:00-17:00　2日目：9:30-16:30

＊ 各回の参加も可能（第 3領域、第 5領域以外）ですが、４回全て参加することでより体系的な訓練を重ねること
    ができます。
＊ 各回の詳細な授業内容はホームページでご覧頂けます。
＊ 受講料は分割払いが可能です。ご相談ください。
＊ 各講座は、条件を満たす場合、臨床心理士資格認定協会研修ポイントの申請予定です。

＜第 1領域＞心理面接法：応答構成を基軸とした専門技法の訓練

講師：能 幸夫・吉田 愛

○ コース目標：応答構成を基軸とした心理面接法の技法ワークショップです。インテーク面接から初期過程、初期過
程から展開過程、展開過程からワークスルー過程、ワークスルー過程から終結過程という心理療法の過程展開を縦軸
に、ロールプレイ演習による広がりを横軸として、心理面接法の技法をスキルアップしていくことが目的です。
　訓練としての応答構成には PAS心理療法のエッセンスが詰まっています。参加者各自の訓練目標に基づいて、技法
演習を重ねながら、目標・課題の克服を目指します。

○ コース内容：心理療法はクライアントの精神内世界を探求し、自己理解と再構成を目指す処方です。心理療法を理
解すれば、ガイダンス・コンサルテーション、カウンセリングといった心理面接の理解は格段に豊かになります。心
理面接の総合としての心理療法のインテークから終結過程までの技法を、応答構成を基軸に、ロールプレイ演習を交
えて理解し、自分のものにしていきます。理論講義として各過程のプロセス課題を確認したうえで、応答構成を行い、
そこで挙げられた応答を軸にロールプレイ演習を行って介入技法を精錬化していきます。

各回の内容は以下の通りです。
　第 1回：心理療法のインテーク面接から初動過程へ
　　1）インテーク面接概論
　　2）グランドメイトリックスの敷設技法
　　3）インテーク始動面接
　　4）インテーク統合面接と初期契約
　第 2回：心理療法初期過程から展開過程へ
　　1）心理療法初期過程概論
　　2）心理療法装置の形成；心的安全空間生成技法

2. 集中専門家養成講座：基礎から徹底して学ぶ専門技法
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　　3）作業同盟と初期抵抗
　　4）抵抗分析技法
　第 3回：心理療法展開過程からワークスルー過程へ
　　1）心理療法展開過程概論
　　2）治療目標の探索と治療同盟
　　3）自己探求メイトリックスの活性化
　　4）転移分析技法
　第 4回：心理療法ワークスルー過程から終結過程
　　1）ワークスルーと終結過程概論
　　2）中核葛藤と再構成力動
　　3）終結過程技法Ⅰ
　　4)  終結過程技法Ⅱ

○ 対象：初心から、中堅・ベテランまで、現任の臨床心理士。現在、心理療法を行っていないものでも、将来的に心
理療法の実践に関心があれば参加を認める。 日常的に訓練の時間を多くは割けない人、出産・育児等で臨床を離れて
いた人など、集中ワークショップによって心理療法全体の理論・技法を身に着けたいと考えている臨床家には最適の
プログラムです。

○ 受講料：4回パック　128,000 円（2割引・税別）　各回 40,000 円（税別）  

○ 定員：10名

＜第 2領域＞教育相談・学生相談　発達ベースの面接法からアセスメント
　　　　　　ー心理療法への展開へー

○ 講師：橋本 和典・高田 毅

○ コース目標：①最新の精神分析的発達理論に習熟し、アセスメント用具として使えるようになる。②発達ベースの
面接法の基礎を習得する。③発達ベース面接法から心理療法展開への基礎技法を習得する。

○ コース内容：青年期臨床の鉄則は、不必要に退行させず、持っている力を使わせることにあります。小・中・高・
専修学校・大学の相談機関においては、子どもの言動をネガティブな視点のみでとらえ、問題行動のリニアーな除去
を狙った医療モデルによる発想・対応が蔓延しています。発達障害やそのグレーゾーン、統合失調症、双極性診断も
蔓延しています。学校現場では、病理学・病理対応を超えて、その個人や取り囲む集団の力を鍛え、持っている力を
開花させる支援がまさに今必要なのです。それが働かないところに、教育・カウンセリングモデルと、心理療法モデ
ルの瀕死の危機があります。専門性のないところに本物の異職種協働も実現できません。
　本コースの大きな目的は、教育相談、学生相談領域における青年期心理療法の専門家、さらにはその指導者を養成
することにあります。本コースでは、こうした現代青年の問題に深く絡む人格発達課題を的確に査定し、問題解決を
越えて、発達課題の自我化や、発達修正を推し進める発達ベースの面接法や、さらなる創造的発達変化を目指す心理
療法展開への理論、態度、技法について基礎から徹底的に習得することを目的とします。
　教授方式は、ワークショップ方式；理論講義、ロールプレイを用いた実技演習、事例検討（自験例が提出できるこ
とが望ましい）等。

○ 対象： 教育相談・スクールカウンセリング、学生相談に従事している専門家。また、病院、学校、司法などのあ
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らゆる領域、職種、資格を越えて思春期、青年期臨床に関心のある専門家や大学院生も受講可能です。
　青年期臨床のスペシャリスト、あるいはその領域の指導者／トレーナーを目指す方、また発達課題を精緻に捉え、
その修正発達を推し進める面接法に関心のある方に特にお勧めします。

○ 受講料：４回パック　128,000 円（２割引・税別）　各回　40,000 円（税別）

○ 定員：10名

＜第 3領域＞うつからクリエイティビティへ：危機をチャンスに！
　　　　　　～企業人・組織人のための創造性開発法習得プログラム

○講師：中村 有希・花井 俊紀

○ コース目標：1年間のプログラムを通じて、各自がオリジナルのうつ予防、創造性再開発プログラムを作り、実践
できるようになる。

○ コース内容：講義と実践演習

　第１回（2018/3/3, 4）　「うつよ、こんにちは」　
 　　1) 企業・チーム内危機の取り出しと目標設定 
 　　2) 集団内リーダーシップアセスメント 
　第２回（2018/6/30, 7/1）　「危機の中の可能性」
 　　1) エネルギー運用理論
 　　2) 個人と組織の資源のチェック
 　　3) 変化可能性の分岐点の取り出し
　第３回（2018/12/1, 2）　「危機の打破」
 　　1) 創造性開発介入実践技法：実施手続き
 　　2) 創造性開発のための技法・介入技術
 　　3) 実践演習
　第４回（2019/3/16, 17）　「創造性開発への展開」
 　　1) プログラム運用チェック
 　　2) プログラム実施のための実践演習

○ 対象：企業チームの長，企業リーダー，企業人，臨床心理士，研修担当の教員等，会社の生産性を上げたい方・う
つ予防のためのプログラムを自身で開発・実践したい方。

○ 受講料：年間全４回　法人　200,000 円（税別）　　個人　160,000 円（税別）　

○ 定員：7名
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＜第４領域＞プレイセラピー講座

○ 講師：南 貞雅・髭 香代子

○ コース目標：プレイセラピーの理論・技法を学び直し、子どもの変化・成長に寄与する確かな介入技術を身につけ
るための入門コースです。子どもとのインテークからアセスメント、治療の開始と進め方までを概観し、その過程で
必要な理論と技術を学びます。また、子どもとの心理療法において欠かせない親との作業についても学びます。

○ コース内容：各回、理論講義と演習を行い以下の内容を習得します。演習は、参加者及び講師持ち寄った事例を用
いたロールプレイ、事例検討を行ないます。内容は、第 1回：発達理論とアセスメント、第２回：インテーク、第３回：
プレイセラピーの始め方と親面接、第４回：プレイセラピーの進め方。

○ 対象：プレイセラピーの初心者から、行き詰まりを感じている実践者まで。大学院生も参加可能です。

○ 受講料：４回パック　48,000 円（２割引・税別）　各回　15,000 円（税別）

○ 定員：8名

＜第 5領域＞力動的セルフケアプログラム

○講師・トレーナー：小谷 英文　○講師：宇佐美 しおり

○コース目標：オレム・アンダーウッドモデルによるセルフケアプログラムの基礎を身につけ、長期入院、不安、うつ、
パニック、行動化や隔離拘束、問題行動等を繰り返すケア困難者の適応性を高める力動的対応技法の理論と実践技術
ベーシックスを習得する。

○コース内容：講義と実践演習のワークショップ方式。（8日間全出席のこと）

○コース目的：将来の指導者養成プログラムとし、職場で実践普及に当たることができ、さらに研修講師を務めるこ
とができるようになること。

○対象：精神看護師、CNS、臨床経験３年以上の大学院生（要指導教授推薦）

○受講料：200,000 円　（１回 50,000 円 ×４回・税別）　

＊ 第２第４土曜に開催される「専門看護師研修プログラム」では、本集中講座で習ったことをベースに、理解を深め
　 ることや より発展的な内容を学ぶことに活用することができる。「専門看護師研修プログラム」の詳細は PASの
　 ホームページを参照のこと。
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プロフェッショナルスクール　セミオープン講座
No. 回数 曜日 時間 タイトル 講師
180-1 8 回 第 1・2月曜 19:00-21:00 心理力動論の基礎Ⅰ：精神分析理論の基礎 能 幸夫
180-2 10 回 第 1・2月曜 19:00-21:00 心理力動論の基礎Ⅱ：Freud の心的装置の展開 能 幸夫
180-3 4 回 第 4月曜 19:00-21:00 心理力動論特論Ⅰ：メタサイコロジーの原点 能 幸夫
180-4 6 回 第 4月曜 19:00-21:00 心理力動論特論Ⅱ：エディプス力動論 能 幸夫

基礎講座：基礎理論と技法
No. 回数 曜日 時間 タイトル 講師
181-1 11 回 第 2土曜 15:15-17:15 一から学ぶカウンセリングとサイコセラピィへの道 小谷 英文
181-2 10 回 第 4木曜 19:00-21:00 心理面接ロールプレイ演習 小谷 英文
181-3 9 回 第 2月曜 19:00-21:00 心理面接を楽しくする法 I：発達展開面接法 小谷 英文
181-4 12 回 第 2木曜 19:00-21:00 心理面接を楽しくする法 II：力動展開法 小谷 英文
181-5 9 回 第 4月曜 19:00-21:00 心理面接と事例研究を楽しくやる法 小谷 英文
181-6 6 回 日曜 9:30-17:15 対人援助のための応答構成法 能 幸夫
181-7 年 30 回 火曜 19:00-21:00 アセスメントの理論と実際 橋本 和典
181-8 10 回 第 3土曜 15:15-17:15 病院心理面接法 能 幸夫
181-9 10 回 第 2木曜 19:30-21:00 インテーク面接法とはじめの見立て 能 幸夫
181-10 10 回 第 4土曜 13:00-14:30 スクールカウンセラーのための心理面接の手引き 中村 有希
181-11 10 回 第 2土曜 10:00-12:00 スクールカウンセリング講座（福島） 橋本 和典

専門講座：専門技法
No. 回数 曜日 時間 タイトル 講師
182-1 年間 水曜 18:30-21:00 心理療法の始め方・進め方-グループスーパーヴィジョン 橋本 和典
182-2 10 回 第 3月曜 19:00-21:00 グループアプローチを楽しく効果的にする法 小谷 英文
182-3 11 回 第 2土曜 13:00-15:00 組織開発を楽しくする法：危機介入コーチング 小谷 英文

182-4 10 回 第 4木曜 19:30-21:00 Freud 文献講読講座：第 III 期
能 幸夫・
花井 俊紀

182-5 6 回 第 1土曜 13:00-15:00 うつ・トラウマ心理療法講座 橋本 和典
182-6 6 回 第 1土曜 15:15-17:15 学生相談・教育相談の実際 橋本 和典
182-7 10 回 第 3土曜 10:30-12:30 SET（自我起動鍛錬プログラム）トレーナー育成講座 中村 有希
182-8 5 回 第 3土曜 13:00-17:15 Story Making Group ファシリテーター養成講座 花井 俊紀
182-9 10 回 第 3土曜 13:00-17:15 Story Making Group リーダー・トレーナー養成講座 花井 俊紀
182-10 10 回 第 2土曜 13:15-15:30 スクールカウンセリング・スーパーヴィジョン講座（福島） 橋本 和典

3. 公開講座：2018年度開講講座一覧



13

ワークショップ・集中演習
No. 回数 日程 時間 タイトル 講師

183-1 年 4回
3/3-4, 6/30-7/1, 12/1-2

2019/3/16-17
土：10:00-17:00
日：9:30-16:30

集中専門家養成講座　
「基礎から徹底して学ぶ専門技術」

PASスタッフ

183-2 年 2回 8/4-5, 2019/1/5-6
土：10:00-17:00
日：9:30-13:00

PAS スキルアップワークショップ 小谷 英文

183-3 年 6回
5/13, 7/8, 9/9, 11/11,
2019/1/13, 2/17

日：9:30-17:15 応答構成入門ワークショップ 能 幸夫

183-4 年 1回 7/22 日：9:30-17:30 インテーク面接入門ワークショップ
能 幸夫
花井 俊紀

183-5 年 1回 8/4-5
土：10:00-18:00
日：10:00-15:00

見立て力アップトレーニング（福島） 橋本 和典

一般向けプログラム
No. 回数 曜日 時間 タイトル 講師
184-1 10 回 第 3土曜 13:00-14:30 主張訓練 SET（セット） 中村 有希
184-2 11 回 第 4土曜 13:00-15:00 Living Room 花井 俊紀

184-3
第 2・3
・4土曜

15:30-17:00 ヤングアダルトのための集団精神療法 髭 香代子

184-4 10 回 第 4土曜 11:00-12:30
発達が気になる子どもへの教育と指導－生まれてから青年まで
の「こころ」の発達－

中村 有希

184-5 11 回 第 2土曜 10:30-12:30 1 から学ぶカウンセリング 小谷 英文　他
184-6 11 回 第 2土曜 17:30-19:00 うつ予防 小谷 英文
184-7 毎週水曜 13:00-14:30 子育て心理学：子育てを楽しむ法 小谷 英文　他
184-8 第 1月曜 19:15-20:45 月夜の会（フリーグループ） 髭 香代子
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2018 年度開講講座紹介（テキスト一覧は P. 31 へ）

プロフェッショナルスクール　セミオープン講座
 

コースNo. 180-1
心理力動論の基礎Ⅰ：精神分析理論の基
礎
　

講師：能幸夫

単位：0.8 単位

コース目標：
　PAS 心理療法が拠って立つ精神分析理論の心理力動論の基
礎を総論的に学ぶ。精神分析理論の展開として、Freud の心
的装置概念の発展について概観する。

コース内容：
　基本テキスト『心理力動論の基礎』に基づいた理論学習が
基本となる。

各回の内容の紹介は、以下の通り。
1）精神分析から PAS心理療法へ
2）精神分析とメタサイコロジー
3）精神分析理論の展開
4）Freud による心的装置概念の展開

　参加者はテキストの予習を前提として、積極的なディスカッ
ションによって、理解を深めていくことが求められる。

受講資格：
　心理療法、カウンセリング等、臨床歴 3年以上とする。

対象：
　プロフェッショナルスクール理論コースのオープンクラス
なので、本科生を基準に講義する。その講義を活用できるこ
とが受講条件となる。

日程：第１・2月曜　19:00-21:00　全 8回
　4/2, 9, 5/7, 14, 6/4, 11, 7/2, 9

料金：64,000 円（税別）

定員：10 名

 
コースNo. 180-2
心理力動論の基礎Ⅱ：Freud の心的装置
の展開
 

講師：能幸夫

単位：1 単位

コース目標：
　『心理力動論の基礎Ⅰ』で概観した心のモデルとしての
Freud の心的装置の発展を、精神分析理論の展開とともに学
ぶ。

コース内容：
　基本テキスト『心理力動論の基礎』に基づいた理論学習が
基本となる。

各回の内容の紹介は、以下の通り。
1）第一位相：情動－外傷モデル①・②
2）第二位相：局所論モデル①・②
3）第二位相：局所論モデル③
4）第三位相：構造論モデル①・②
5）第三位相：構造論モデル③
6）第四位相：Freud 以降の『心のモデル』

　参加者はテキストの予習を前提として、積極的なディスカッ
ションによって、理解を深めていくことが求められる。

受講資格：
　心理療法、カウンセリング等、臨床歴 3年以上とする。

対象：
　プロフェッショナルスクール理論コースのオープンクラス
なので、本科生を基準に講義する。その講義を活用できるこ
とが受講条件となる。

日程：第 1・2月曜（10月のみ第１・第５月曜）
　19:00-21:00　全 10 回
　9/3, 10, 10/1, 29, 11/5, 12, 12/3, 10, 2019/1/7, 2/4

料金：80,000 円（税別）

定員：10 名

　2017 年度より、PAS 心理教育研究所プロフェッショナルスクール精神分析的心理療法本科課程の理論コースをコンパクトに再編
し、本科生以外の専門家にもオープンにした。理論コースは 3年課程で、主要テーマとして『心理力動論の基礎』、『心理療法過程
論』、『PAS 心理療法技法基礎』があり、それと並行して、『精神分析的発達論』、『心理力動論特論』、『精神分析的精神病理学』の三
つから構成されている。目的は、心理療法に関する概念定義を確かなものにすることである。今年度は、『心理力動論の基礎』と『心
理力動論特論』の二つのテーマをそれぞれ 4回と 6回の計 10回 ×2の 20 回の組み立てで開講する。4回シリーズ、6回シリーズご
とに関心のある講義のみの受講も可能である
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コースNo. 180-3
心理力動論特論Ⅰ：メタサイコロジーの
原点
 

講師：能幸夫

単位：0.4 単位

コース目標：
　『心理力動論の基礎』の特別講義。精神分析のメタサイコロ
ジーの原点とも深く関連する Freud の『心理学草案（科学的
心理学草稿）』を再構成した Pribram ＆ Gill の論考を参考に
学んでいく。

コース内容：
　基本テキスト『心理力動論の基礎』に基づいた理論学習が
基本となる。

各回の内容の紹介は、以下の通り。
1）Freud『心理学草案』における心的装置
2）『心理学草案』におけるニューロンシステムの機能①
3）『心理学草案』におけるニューロンシステムの機能②
4）『心理学草案』における夢と精神病理

　参加者はテキストの予習を前提として、積極的なディスカッ
ションによって、理解を深めていくことが求められる。

受講資格：
　心理療法、カウンセリング等、臨床歴 3年以上とする。

対象：
　プロフェッショナルスクール理論コースのオープンクラス
なので、本科生を基準に講義する。その講義を活用できるこ
とが受講条件となる。

日程：第 4月曜　19:00-21:00　全 4回
　4/23, 5/28, 6/25, 7/23

料金：32,000 円（税別）

定員：10 名

コースNo. 180-4
心理力動論特論Ⅱ：エディプス力動論
 

講師：能幸夫

単位：0.6 単位

コース目標：
　『心理力動論の基礎』の特別講義。Freud の神経症論の中核
葛藤としてのエディプス力動について、その発見の過程、概
念定義を学び、このエディプス力動を扱うエディプス面接法
について学ぶ。

コース内容：
　基本テキスト『心理力動論の基礎』の付録『エディプス力
動論』に基づいた理論学習が基本となる。

各回の内容の紹介は、以下の通り。
1）エディプスコンプレックスとエディプス力動
2）エディプスコンプレクスの普遍性と病理性
3）Freud の自己分析
4）エディプス面接法①
5）エディプス面接法②
6）エディプスコンプレックスの諸相

　参加者はテキストの予習を前提として、積極的なディスカッ
ションによって、理解を深めていくことが求められる。

受講資格：
　心理療法、カウンセリング等、臨床歴 3年以上とする。

対象：
　プロフェッショナルスクール理論コースのオープンクラス
なので、本科生を基準に講義する。その講義を活用できるこ
とが受講条件となる。

日程：第 4月曜（3月のみ第１・4週）　19:00-21:00 全 6 回
　10/22, 11/26, 2019/1/28, 2/25, 3/4, 3/25

料金：48,000 円（税別）

定員：10 名
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コースNo. 181-1
一から学ぶカウンセリングとサイコセラ
ピィへの道
　

講師：小谷英文

単位：1 単位

コース目標：
　カウンセリングとサイコセラピィを白紙から基礎をおさえ
て学び直し、その理解と実践の基本に自信を持てるようにな
ることを目標とする。

コース内容：
　実践の中にある心の研究がカウンセリングであり、心理療
法である。そしてその研究の主はクライアント自身であり、
カウンセラー／セラピストはその協働作業の中でクライアン
トの心を理解する、すなわち事例研究をする。そのダイナミッ
クなカウンセリングとサイコセラピィの基本を、以下の基礎
内容をもって学んでいく。受講者は相互の内密性厳守のもと、
自験事例を提供することによって随時スーパーヴィジョンを
受けることができる。
　1) 心の変化の理論；機能水準の基準となる神経症水準の理
解とアセスメント、2) アセスメントのための面接法；観察法、
自己記述法、介入分析法、3) アセスメントの構成法；自我機能、
人格構造機能水準、パーソナリティスタイル、4) 防衛と適応、
異常-正常-創造性のパラドックス、5) 心理面接構成法
　内容は提供事例によって変わるが、どのような事例に対し
ても基本学習の軸をおさえて進める。

クラスの進め方：
1) 20 分　困ったケースの理解と次の一手（ミニスーパーヴィ
ジョン）

2) 40 分　演習による心理面接法の技術と理論の理解
3) 5 分　休憩
4) 15 分　面白いケース、関心のあるケースのアセスメント
5) 40 分　講義による理解の体系化

受講資格：
　臨床心理士、精神科医、精神看護師、カウンセラー、産業
カウンセラー、グリーフカウンセラー、教師、他これらの職
種に匹敵するメンタルヘルスプロおよびそれらの専門を専攻
する大学院生

対象：
　大学院や学会等の講習会で勉強はしたが、実践的・体験的
な習得の指導は受けたことがない人、臨床経験は重ねてきた
がアセスメント・面接法の基本が確かではないので、それら
の能力を体系化しブラッシュアップしたい人、全く基礎から
学びたい人、そして意欲のある人、スーパーヴィジョンを求
めている臨床家。

日程：第２土曜 15:15-17:15  全 11 回
　4/14, 5/12, 6/9, 7/14, 9/8, 10/13, 11/10, 12/8, 
　2019/1/12, 2/9, 3/9

料金：88,000 円（税別）

定員：20 名

テキスト：No. 15

 
コースNo. 181-2
心理面接ロールプレイ演習
 

講師：小谷英文

単位：1 単位

コース目標：
　カウンセリング／サイコセラピィの心理面接の基礎から
シェイプアップまでの参加者それぞれのニーズをもとに、力
動理解と面接技術を噛み合わせることを学ぶ。

コース内容：
　準備は不要。日々の自分のケースを素材にしたロールプレ
イによって、心理面接理論を体験的に身につけシェイプアッ
プしていくものであり、自分の心理面接技術を磨くことにお
いて、自ら満足いくまで追求していく年々歳々のコース。基
本内容は、1) 面接の始め方、2) 転回キーポイントの捉え方、3)
安全空間の生成、4) 関係形成、5) アセスメントポイントの押
さえ方、6) 危機対応、7) 怒りからの展開、8) 愛情接近への対応、
9) 沈黙の理解、10) 自己感情 ( 逆転移 ) の理解と活用、とする。

受講資格： 
　大学院生からベテランまで、専門性を高め深めるための基
礎理論と技術を着実に身につけたいモティベーションのある
人に参加資格あり。

対象：
　カウンセリングでもサイコセラピィでもロジャーリアンで
も精神分析オリエンテーションでも、心理面接の基礎技法は
重要です。理論を実践するための確かな技術を自分のものに
する意志のある人が対象。他の基礎コース、181-3、181-4, 
181-5 に連動する。組み合わせて取るもよし、一つずつ順序
よく取るもよし、コースコンサルタントが相談に乗ります。
これらのコースをベースに集中訓練に関心があれば、183-2
のスキルアップワークショップの参加も可能。

日程：第４木曜 19:00-21:00　全 10 回
　4/26, 5/24, 6/28, 7/26, 9/27, 10/25, 11/22, 2019/1/24, 
　2/28, 3/28

料金：80,000 円（税別）

定員：20 名

テキスト：No. 15

基礎講座：基礎理論と技法
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コースNo. 181-3
心理面接を楽しくする法 I: 発達展開面接
法
 

講師：小谷英文

単位：1 単位

コース目標：
　人格発達理論とパーソナリティ理論を静的にではなく、力
動的に運用する面接展開の実戦力をつけることを目標とする。
自分の面接ソフトに『発達／パーソナリティアプリ』を取り
込む。

コース内容：
　カウンセリング／心理療法の自分が興味深いと捉えた場面
に発達課題とパーソナリティの力動を見出し、面接展開をリ
ズムのあるクライアントとの協働展開にする道筋をグループ
スーパーヴィジョンによって学ぶ。発達各期のテーマとそれ
に伴うパーソナリティの成熟性の力動〔1) 自閉、2) 一者関係
と愛着、2) 分離-個体化、3) 自我自律性、4) 口愛-肛門期、5)
男根期、6) エディプス期、7) 向社会期、8) 潜伏期、9) 思春期、
10) 青年期、11) 成人期、12) 更年期、13) 老成期〕を受講生
の提示ケースの内容に応じて学んでいく。この学習法は、事
例研究の基礎にもなる。

受講資格：
　大学院生からベテランまで、力動的面接法の基礎を学びた
い明確なモティベーションと意志のある人でケースを日々
持っている人。 

対象：
　初心者からベテランまで。発達展開面接法により、目に見
えない力動過程を見える過程にすることを自分の面接に実現
しようとする人のためのコースである。

＊本講座は 181-2, 181-4, 181-5 に連動する。組み合わせて
取るもよし、一つずつ順序よく取るもよし、コースコンサル
タントが相談に乗ります。これらのコースをベースに集中訓
練に関心があれば、 183-2 のスキルアップワークショップの
参加も可能。

日程：第 2月曜 19:00-21:00（10 月のみ第 5週）年 9回
　4/9, 5/14, 6/11, 7/9, 9/10, 10/29, 11/12, 12/10, 
　2019/3/11 

料金：72,000 円（税別）

定員：20 名

テキスト：No. 15

コースNo. 181-4
心理面接を楽しくする法 II：力動展開法
 

講師：小谷英文・中村有希・髭香代子

単位：1 単位

コース目標：
　目標は自分の面接にリズムをつけ楽しめるようになること。
面接の危機、面接が詰まったところ、停滞したところから面
接を楽しくする視点と分析の仕方、面接展開の仕方を自分の
ケースで学ぶ。力動的面接法実践の基礎を身につける。

コース内容：
　カウンセリング／心理療法の展開困難な場面、停滞場面の
インシデント（特定の出来事）を自分の日々の事例から取り
出し、グループ SVによってその場面の力動と力動を動かす
面接技術を学ぶ。PAS 理論における『インシデント法』の実
践演習である。インシデント法は、事例研究の基礎にもなる。
学ぶ基本力動は、1) 場面抵抗、2) 転移抵抗、3) 甘え、4) 反
復強迫、アクトイン、5) 性格抵抗、6) 病理抵抗、7) 逆抵抗

受講資格：
　 大学院生からベテランまで、力動的面接法の基礎を学び
たい明確なモティベーションと意志のある人でケースを日々
持っている人。

対象： 
　心理面接には常に新たな発見の喜びがなければならない。
初心者からベテランまで、力動論を面接展開に生かす醍醐味
を追求し、見えない力動過程を『見える過程』にすることを
自分の面接に実現しようとする人のためのコースである。

　＊本講座は、181-2, 181-3, 181-5 に連動する。組み合わ
せて取るもよし、一つずつ順序よく取るもよし、コースコン
サルタントが相談に乗ります。これらのコースをベースに集
中訓練に関心があれば、183-2 のスキルアップワークショッ
プの参加も可能。

日程：第 2木曜 19:00-21:00　全 12 回
　4/12, 5/10, 6/14, 7/12, 8/9, 9/13, 10/11, 11/8, 12/13, 
　2019/1/10, 2/14, 3/14

料金：96,000 円（税別）

定員：20 名

テキスト：No. 15

コースNo. 181-5
心理面接と事例研究を楽しくやる法
 

講師：小谷英文

単位：1 単位

コース目標と内容：
　カウンセリング／心理療法の実践は、そのまま事例研究と
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なるものであるべきである。自分の事例理解を面接展開の中
で進め、事例展開を能動的に独立して展開できるようになる
ことを目標とする。事例過程の転回点力動を面接過程中に分
析できることによって生きた介入が可能となる。また事例の
本質的問題が現れる事例過程事象を取り出すことができると
事例研究を構成できる。これら事例面接の効果的な展開と事
例研究の組み立てをスーパーヴィジョンするコースである。

受講資格：
　カウンセリング／コンサルテーション／心理療法の自験例
を有し、有効な事例展開を能動的に進める能力を磨きたい臨
床家。傍証／実証的事例研究の実践を学びたい意欲のある臨
床家。

対象：
　初心者からベテランまで。

日程：第 4月曜　19:00-21:00 全 9 回
　4/23, 5/28, 6/25, 7/23, 10/22, 11/26, 2019/1/28, 2/25, 
　3/25

料金：72,000 円（税別）

定員：10 名

＊本講座は、181-2, 181-3, 181-4 に連動する。組み合わせ
て取るもよし、一つずつ順序よく取るもよし、コースコンサ
ルタントが相談に乗ります。これらのコースをベースに集中
訓練に関心があれば、183-2 のスキルアップワークショップ
の参加も可能。

コースNo. 181-6
対人援助のための応答構成法
 

講師：能幸夫、他

単位：2 単位

コース目標：
　面接場面でどのようにクライアントに反応し、答えている
のか、自分の特徴をつかみ、自身の応答の幅を広げ、精錬し
ていくことが目標。

コース内容：
　応答構成とは、心理面接のある重要な場面を取り出し、臨
床家としてクライアントの具体的な発言に対してどう応えて
いくか、自分らしい応答を構成していく訓練プログラムであ
る。
　面接場面で、自分はクライアントの発言内容のどの部分に
反応しているのか、どのような感情をとらえているのか、また、
自分自身の感情反応はどのようなものか、どのようにクライ
アントを理解し応答しているのか。臨床面接場面のやり取り
を用いて、普段の自分の応答や、いつもの自分なら言わない
ような新しい応答を書き出して分析し、自分の応答の特徴を
つかみ、磨いていく。本コースは、５～７名のグループ形式
で行う。他の臨床家の応答や、訓練内での相互作用も刺激と
して活かしながら、臨床家としての自分自身の可能性を再発

見していく。
　心理面接における臨床家の訓練は、その具体的な営みとし
て、応答構成に始まり応答構成に終わるといっても過言では
ない。
　今年度も、昨年度に引き続き、サイコセラピィ応答構成抜
粋シリーズの 16 抜粋（思春期女子と中年期男性の心理療法
から取り出した臨床場面の抜粋）に取り組む。クライアント
の心の世界は広く、深い。そしてわれわれ臨床家の心の世界
も同じように、広く、深い。同じ抜粋を何度試みても、また
新しい発見がそこにある。
　仲間の刺激を活かし、自分も仲間に刺激を与えながら、と
もに、臨床家としての自分の応答を精錬してみよう。
　応答構成法には PAS 心理療法のエッセンスが詰まってい
る。そのエッセンスもともにつかんでいこう。

受講資格：
　現任臨床家（臨床心理士、医師、看護師、ソーシャルワーカー
などの対人援助専門職）および臨床家を目指す大学院生。

対象：
　サイコセラピィ応答構成抜粋を用いるが、心理療法を行っ
ている、いないに関わらず、参加は可能。特に、現時点で心
理療法は行っていないが、関心がある人は歓迎する。

日程：奇数月・第 2日曜（2月は第 3日曜）9:30-17:15
　5/13、7/8、9/9、11/11、2019/1/13、2/17

料金：80,000 円（税別）

定員：6 名

テキスト：No. 10

コースNo. 181-7
アセスメントの理論と実際
 

講師：橋本和典

単位：各期 1単位

コース概要：
　本講座は、2017 年度より継続されている講座であり、今
年度は第 4期から第 6期までが開催される。第 1期から第 3
期までの参加者はもちろんのこと、初めての参加者も歓迎す
る。

＜第4期：－ベースライン査定－＞
コース目標：
1. ベースライン査定の手続きを学ぶ
2. 査定理論用具について学ぶ
3. 主訴の取り出しから初回面接におけるベースライン査定面
接法を学ぶ

コース内容：
　インテークから初回面接において、クライアントの問題と
治療可能性を査定する上で重要なことが語られる。この時点
（or 段階）でのアセスメントを「ベースライン査定」と呼ぶ。
これを的確にすることができれば、そこからの治療計画設定、
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生じる問題の予想、さらにはベースラインからの成果（変化）
の査定を、セラピストとクライアントの協働作業で実施し、
治療責任の明瞭な心理療法が可能になる。また、他職種との
連携や、関係者に査定を伝える際にも、的確なベースライン
査定を行い関与者にわかりやすく伝える力が必要となる。本
コースでは、1）主訴と人格構造・機能の関係をとらえる立
体的な査定用具；三部構造理論、対象関係、パーソナリティ
スタイル、発達課題、病理理論に習熟すること、2）主訴の
取り出しからはじまる査定面接法について習熟し、ベースラ
イン査定ができるようになることを目的とする。

＜第5期：－重要インシデントの査定－＞
コース目標：
1. 重要インシデントの取り出しと査定手続きを学ぶ
2. インシデント分析のための査定理論用具について学ぶ
3. 行き詰まりを越えるための面接介入法の基礎を学ぶ

コース内容：
　面接の行き詰まりにこそ、心理療法が大きく展開し、クラ
イアントや治療関係が大きく進展する鍵が潜在しています。
その場面をクリティカルインシデント（Critical Incident）
という。本コースでは、クライアントの遅刻、欠席、沈黙、
問題行動、面接で何度も繰り返される問題、あるいは逆にセ
ラピスト側の問題等、面接の行き詰まりを査定する理論用具
を身につけ、突破する面接法を学ぶことが目的である。その際、
転移－逆転移、抵抗－逆抵抗、防衛、行動化、反復強迫等の
重要理論を、詰まりを読み解く臨床用具にできるまで習熟す
ることを狙う。その際に、人格構造・機能を今ここでにおい
て力動的に捉えるための PAS独自の微分的査定法も学ぶ。

＜第6期：－治療課題と中核葛藤の査定－＞
コース目標：
1. 中核葛藤、治療課題査定の手続きを学ぶ
2. 1 のための査定理論用具について学ぶ
3. 中核葛藤の「セラグノーシス査定」法の基礎を学ぶ

コース内容：
　精神分析的心理療法とその他の療法の大きな違いは、中核
葛藤（Core Conflict）への接近とできる限りのその影響性か
らの解放を目指すか否かにある。神経症症状や、さらには面
接経過の中で共有される治療目標の奥に複雑に絡まり存在す
る中核葛藤の査定と、その中核葛藤に戦略的に接近するため
の道標である治療課題（Therapeutic Tasks）の査定につい
て習熟することを目的とする。エディプスコンプレックス理
論をはじめ、中核葛藤査定のための理論用具と、面接法につ
いても学ぶ。

受講資格：
　受講生は、自身の継続ケースのデータを提示することが求
められる。

対象：
　初学者からベテランまで、対象者の経験は問わない。

日程：毎週火曜 19:00-21:00（各期 10回）
　第 4期：4/10, 17, 24, 5/8, 15, 22, 29, 6/5, 12, 19
　第 5期：9/4, 11, 18, 25, 10/2, 9, 16, 23, 30, 11/6

　第 6期：12/11, 18, 2019/1/8, 15, 22, 29, 2/5, 12, 19, 
　　　　　26

料金：各期：80,000 円（税別）
　　　年間受講 192,000 円（2割引・税別）

定員：20 名

テキスト：No. 7, 9, 16, 17, 18

コースNo. 181-8
病院心理面接法
 

講師：能幸夫

単位：1 単位

コース目標：
　医療現場では、医師、看護師、ソーシャルワーカー等の他
の医療スタッフとの連携の上で心理面接が成立する。治療チー
ムの構成のなかでの臨床である。また、病院心理面接の対象は、
何らかの疾患を抱える患者であり、その家族である。患者は
そのままクライアントになるわけではない。また、人格機能
水準は、精神病水準から神経症水準までの多彩な患者が対象
となる。これらの臨床環境の特性を踏まえて、病院・クリニッ
ク等医療現場における心理面接の基本を学ぶ。

コース内容：
　病院心理面接における臨床環境を理解する。一つは、多職
種によるチーム力動に関して、グループダイナミックスの観
点から整理していく。もう一つは、患者からクライアントへ
となる対象者のダイナミックスを整理する。
　臨床環境の理解を前提に、1）精神医学的診断と力動的査
定の違いを確認する。2）心理面接の組み立てに関して、力
動的支持的心理療法の観点から学んでいく。力動的支持的心
理療法における支持－探究スペクトラムの理解と、この支持
－探究モードの展開および支持的介入の基本を理解する。3）
力動的査定と心理面接の組み立てに関しては、PAS 心理療法
の独自の『メイトリックス理論』を基軸に、心的安全空間の
生成、自我機能と自己空間の関係力動、自己フィードバック
機能の覚醒のための介入ソフトなどの基礎技法を理解してい
く。

受講資格：
　現任の臨床家（臨床心理士、医師、看護師、ソーシャルワー
カー、作業療法士など）および関心のある大学院生（臨床心
理など）。必ずしも現在病院・クリニック等の医療機関に所属
してなくても、病院臨床に関心のある臨床家も対象となる。

日程：第 3土曜（11月のみ第 2土曜）15:15-17:15
　4/21, 5/19, 6/16, 7/21, 9/15, 10/20, 11/10, 12/15，
　2019/1/19，2/16　 

料金：80,000 円（税別）

定員：10 名
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コースNo. 181-9
インテーク面接法とはじめの見立て
 

講師：能 幸夫

単位：1 単位

コース目標：
1. 電話相談、インテーク面接の理論と技法について習熟する
2. ベースライン査定の基本枠組みについて習熟する
3. 臨床的態度の本質をつかむ

コース内容：
　電話での申し込みやインテークは、専門処方に明瞭なイメー
ジもなく、相談することの不安、恐れ、そして期待の入り混
じった人々と、専門家や専門機関とのはじめの出会いとなる。
電話受付（コンサルテーション）の技術やインテーク面接法は、
正当なニーズを掘り起こし専門処方につなぐために欠かせな
い臨床技法であるだけではなく、その方を的確に理解・分析
するベースライン査定を行う重要な機会となる。本講座では、
電話コンサルテーションやインテーク面接法の理論と技法、
さらにはベースライン査定の基本枠組みについて、講義、演習、
事例検討を通して、基礎からしっかり身につけることを目的
とする。また、技法運用には欠かせない臨床家の基盤となる「臨
床的態度（Clinical Attitude）」についても講じる。

対象：
　初心からベテランまで、教育相談、学生相談に携わる臨床
心理士、臨床発達心理士、学校心理士、教員、指導主事、行
政担当者、またはそれらを目指す大学院生も対象とする。特に、
現場に出たばかりの初心の専門家を歓迎する。

日程：第 2木曜 19:30-21:00　年 10 回
　4/12, 5/10, 6/14, 7/12, 9/13, 10/11, 11/8, 12/13, 
2019/2/14, 3/14　 

料金：60,000 円（税別）

定員：10 名

コースNo. 181-10
スクールカウンセラーのための心理面接
の手引き
 

講師：中村有希

単位：1 単位

コース目標：
1. スクールカウンセラーの役割が分かる。
2. 学校での心理面接の始め方、進め方、終わり方を学ぶ。

コース内容：
　スクールカウンセラーは、小学校、中学校、高校、と多岐
にわたる児童、生徒と対峙する必要がある。彼らの成長・発
達を考慮しながら面接を組み立てられるようになるための知
識と、面接に挑む態度、及び心理面接の実践力を身に着けて

いく。スクールカウンセラーとして生徒たちの見立てを両親
や先生に伝え、学校等にある資源を活かしながら仕事ができ
るよう学んでいく。
　1) 学校の中でのスクールカウンセラーの役割　2) 様々な心
理処方とその意味　3) 発達の視点　4) 心理面接の枠組み　5) 
心理面接の始め方　6) 子どもとの面接　7) 親への対応　8) 
危機への対応　9) スーパーヴィジョンの受け方　10) 心理面
接の終わり方

受講資格：
　スクールカウンセラー、これからスクールカウンセラーを
目指そうとする大学院生、臨床心理士資格取得見込みの者。

日程：第 4土曜　13:00-14:30（全 10 回）
　4/28, 5/26, 6/23, 7/28, 9/22, 10/27, 12/22, 2019/1/26, 
　2/23, 3/23

料金：1 回参加 5,000 円（税別）
　　　年間パック 40,000 円（税別）

定員：10 名内外

テキスト： No. 5, 15

コースNo. 181-11
スクールカウンセリング講座（福島）
 

講師：橋本和典

単位：各期 1単位

　発達障害グレーゾーン、暴力、軽犯罪、ゲームやスマホへ
の依存、登校しぶり・不登校、無気力／うつ、リストカット
などの自傷行為、親の虐待の影響など、学校現場において対
応困難な子ども・生徒たちが増えている。本講座では、福島
県をはじめとする東北のスクールカウンセラーを主な対象と
して、対応困難性が増す学校での児童・生徒、さらには保護者、
教員や学校組織への有効な理解・分析と対応能力の質をアッ
プすることを大きな目的とする。特に、個人の心や、それを
取り囲む環境の的確な査定（見立て）のための基盤となる理
論の習熟と、実際の面接法について習熟することを目的とす
る。
　本講座は、2017 年度より継続されている講座であり、今
年度は第 4期から第 6期までが開催される。第 1期から第 3
期までの参加者はもちろんのこと、初めての参加者も歓迎す
る。

＜第4期：－トラウマ反応の見立てと対応－＞
コース目標：
1. 心理査定（見立て）の基本枠組みをつかむ
2. トラウマ・ストレス反応の基本的見立てができるようにな
る

3. トラウマ・ストレス反応への心理・教育対応の基礎をつか
む

コース内容：
　東日本大震災後の見えにくいトラウマ（心的外傷）やスト
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レスの見立てを主なテーマとする。

＜第5期：－発達課題の見立てと面接法－＞
コース目標：
1. 精神分析的発達理論の基礎をつかむ
2. 発達課題査定についての基本枠組みをつかむ
3. 発達課題査定を基盤した面接法の基礎をつかむ

コース内容：
　第５期は、前期のテーマであるトラウマの問題に加えて、
顕在化する問題の奥に複雑に絡む発達課題についての見立て
をテーマとする。発達課題を精緻に捉えて査定し、児童・生
徒の成長・発達を促進する面接法について講ずる。

＜第6期：－面接力アップトレーニング－＞
コース目標：
1. 心理面接、カウンセリングの基礎理論に習熟する
2. 面接スキルの各人のレベルアップを狙う
3. トラウマ反応への臨床対応の基本イメージをつかむ

コース内容：
　「傾聴」「寄り添う」ことが強調され、カウンセラー自身が
苦しいままに、面接を続けていないだろうか？こうしたカウ
ンセラーの面接では、クライアントも苦しくなり、根っこの
自己実現欲求に火がともらない。なぜだろうか。本講座は、
こうした昨今のカウンセリングによくある問題を越えて、カ
ウンセリングの本質的理論を基盤とした確かな態度、技術、
技法を習得することを目的とする。面接の構造化、反射、明
確化、直面化をはじめ、心理学的面接を開いて閉じるまでの
基本となる技術・技法を、小講義とロールプレイ等を用いた
体験演習を通して学び、各人の面接レベルのアップを狙う。
今期は、特に、ストレス・トラウマ反応に対する臨床対応能
力アップも視野に入れる。

対象：
　スクールカウンセラーはもちろんこと、学校における臨床
心理学的手法に関心のあり、専門家を目指したい大学院生や、
教師、看護師、介護士、医師、臨床発達心理士、学校心理士、
臨床心理士、企業人等、あらゆる職種や資格を越えて、カウ
ンセリング・心理療法を身に着けたい方を対象とする。第 1
～ 3期受講者のみならず、新しい参加者も歓迎する。

日程：第 2土曜 10:00-12:00
　第 4期：4/14, 5/12, 6/9, 7/14
　第 5期：10/13, 11/10, 12/8
　第 6期：2019/1/12, 2/9, 3/9

料金：第 4期：20,000 円（税別）
　　　第５期・第 6期：15,000 円（税別）
　　　単発：6,000 円（税別）

定員：20 名

会場：PAS 心理教育研究所福島トラウマ心理療法センター
（〒 963-0015 福島県郡山市田村町徳定字荢干場 68-3( 株 ) 日
向 本社会議室 ）

テキスト：No. 12, 13, 14
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コースNo. 182-1
心理療法の始め方・進め方－グループスー
パーヴィジョン
　

講師：橋本和典

単位：1 単位

コース目標：
1. PAS のフォーマットによるスーパーヴィジョンの受け方を
学ぶ。

2. スーパーヴァイジー、スーパーヴァイザーによる協働治療
責任、成果責任の明瞭な心理療法、カウンセリング等を実
施できるようになる。

3. 他のメンバーのスーパーヴィジョンにも積極的に参与し、
グループのあらゆるケースから学ぶことで、臨床理論、臨
床的態度、臨床対応技術の向上を図る。

コース内容：
　カウンセリングと心理療法の異同を踏まえて、現代事例に
こそ必要な心理療法の始め方と進め方について、スーパーヴィ
ジョンによって手引きする。受講者は、毎回、1～ 2事例を
提示し、継続的なスーパーヴィジョンを受ける。心理療法の
ケースが望まれるが、精神分析的なオリエーテーションのカ
ウンセリング、プレイセラピィ、コンサルテーションも受け
入れる。

受講資格：
　これまでPASの卒後トレーニングプログラム（60時間以上）
を受講した方が参加条件となる。 

日程：毎週水曜 18:30-21:00（PAS の特別行事等の際は休み）

料金：6,000 円 /1 回（税別）

定員：7 名

テキスト：No. 6, 7

 
コースNo. 182-2
グループアプローチを楽しく効果的にす
る法
 

講師：小谷英文

単位：1 単位

コース目標：
　集団精神療法の基礎理論と技法を学び、集団精神療法臨床
はもちろんのこと、クライアントの所属する家庭、学校、職
場環境の力動を理解し、必要な場合にはそれら環境にアプロー
チできるよう、力動的な視点と介入ポイントを理解しグルー
プ／組織介入実践の基礎を身につける。

コース内容：
　教育、病院、組織臨床、学生相談さらに災害臨床において、
いじめ／ハラスメント臨床には集団精神療法を基盤にしたグ
ループアプローチが極めて有効である。その有効性を理解す
るとともに、基本的な集団面接、集団力動的介入を学ぶ。基
本内容は、1) 危機グループ力動、2) 力動的リーダーシップ、3)
集団抵抗、4) グループ発達、5) ワークスルー、6) 意志決定、7)
リーダーの逆抵抗、を軸に集団精神療法の基礎とグループ介
入の基本の実践演習で理論と技術をつなぐ。

受講資格： 
　大学院生からベテランまで、力動的面接法の基礎を学びた
い明確なモティベーションと意志のある人でケースを日々
持っている人。

対象：
　初心者からベテランまで、グループアプローチにより見え
ない過程を見える過程にし、人前で臨床、教育活動を効果的
に行う力をつけたい人のコースである。

日程：第 3月曜　19:00-21:00（7月のみ第 5週）全 10回
　4/16, 5/21, 6/18, 7/30, 10/15, 11/19, 12/17,
　2019/1/21, 2/18, 3/18

料金：80,000 円（税別）

定員：14 名

テキスト：No. 15

 
コースNo. 182-3
組織開発を楽しくする法：危機介入コー
チング
 

講師：小谷英文

単位：1 単位

コース目標：
　組織開発のゴール設定とプランニング-介入手続き-成果の
ブラッシュアップの一連の展開を学び、実践力を高めること
を目標とする。

コース内容：
1) 組織開発エントリー；組織力動現状分析と開発キーの特定
化

2) 危機介入法；インシデント分析介入法
3) システム発達分析介入法
4) エグゼクティヴ・コーチング

受講資格：
　CNS、臨床心理士、経営者、役職教員、スクールカウンセ
ラー、チーム責任者（監督）等、組織運営責任を有する者、
自験例のあるものとする。

専門講座：専門技法
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対象：
　リエゾン介入の要請がある職責、組織の創造性開発に関与
する職責にあって、自らの力で組織展開を進める関心のある
人のためのプログラムである。

日程：第 2土曜　13:00-15:00　全 11 回
　4/14, 5/12, 6/9, 7/14, 9/8, 10/13, 11/10, 12/8, 
　2019/1/12, 2/9, 3/9

料金：88,000 円（税別）

定員：10 名

 
コースNo. 182-4
Freud文献講読講座：第Ⅲ期
 

講師：能幸夫（ナビゲーター）・花井俊紀（アシスタント）

単位：1 単位

コース目標：
　Freud 文献講読講座は、第Ⅰ期『夢解釈Ⅰ・Ⅱ』、第Ⅱ期『精
神分析入門講義』および『続・精神分析入門講義』に引き続き、
『メタサイコロジー諸論文』に進む。Freud の文献に直接あた
ることで、これら諸論文に描かれた世界の理解を深める。

コース内容：
　“神経症になれるという人間の能力は、人間のもつそれ以
外の能力の裏面にすぎないとも言えるわけです。”
　これは、Freudの『精神分析入門講義』第26講の一節である。
この一文から何を連想されるだろうか。Freud の文献にはこ
のような刺激的な言葉が随所に見られる。Freud の文献を仲
間と読み込み、内容を確かめ、20世紀の知的巨人の思想にじ
かに触れていく講座である。

受講資格：
　精神分析的心理療法の現任の臨床家（臨床心理士、医師、
看護、教育者など）およびそれを目指す大学院生。

日程：原則第 4木曜 19:30-21:00　全 10 回　
　4/26, 5/24, 6/28, 7/26, 9/27, 10/25, 11/22, 2019/1/24, 
　2/28, 3/28

料金：80,000 円（税別）

定員：10 名

コースNo. 182-5
うつ・トラウマ心理療法講座
 

講師：橋本和典

単位：0.6 単位

コース目標：
1. 「うつ」、トラウマ関連症候群の基礎臨床理論を身につける。
2. 事例指導・体験演習を通して、「うつ」・トラウマ心理療法

の介入技術・技法の基礎のイメージをつかみ、それぞれの
レベルに応じたスキルアップを行う。

コース概要：
　精神分析の本質は、トラウマ（心的外傷）治療にある。そ
こから応用開発された力動的心理療法は、人災、天災の大規
模トラウマも含めてその効果を発揮する。本コースでは、ト
ラウマ、PTSD、さらには PTSD に併発して生じるうつ状態
に対する PAS 心理療法について習熟することを目的とする。
クラスは、毎回1時間の最新のうつに関する理論および、災害・
事故 PTSD を含むトラウマ理論についての講義と、1時間の
事例指導で構成される。特に、今年度は、心理療法過程論をテー
マとする。

受講資格：
　受講生は、自身の持つケースを提出することが求められる
（ケースがない場合も、講師の許可を得れば参加できる）。

対象：
　あらゆるメンタルヘルス専門家のみならず、企業エグゼク
ティヴや学校管理職者などの組織リーダー、またはそれらを
目指す大学院生も対象とする。

日程：第 1土曜 13:00-15:00
　4/7, 6/2, 9/1, 10/6, 2019/1/5, 2/2

料金：48,000 円（税別）

テキスト： No. 1, 4, 12

コースNo. 182-6
学生相談・教育相談の実際
 

講師：橋本和典

単位：0.6 単位

コース目標：
1. 教育相談、学生相談に必要な理論、態度、技法について習
熟する。

2. 危機介入、コンサルテーション、カウンセリング、心理療
法について習熟する。

3. クライエントとそれを取り囲む集団の的確な査定（見立て）
と、その伝達能力の向上を狙う。

コース概要：
　青年期臨床の鉄則は、不必要に退行させず、持っている力
を使わせることにある。小、中、高、専修学校、大学の相談
機関においては、今や問題行動とそのリニアーな除去を狙っ
た医療モデルによる発想、対応が蔓延している。発達障害、
統合失調症、双極性診断も蔓延している。学校現場では、病
理学、病理対応を越えて、その個人や取り囲む集団の力を鍛え、
持っている力を開花させる支援がまさに今必要である。それ
が働かないところに、本来の教育・カウンセリングモデルと、
心理療法モデルの瀕死の危機がある。本講座では、実際の事
例指導と、その事例に即した理論、態度、技法の講義・訓練
を行う。対応困難性が増す教育相談、学生相談の現場で必要な、
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危機介入、コンサルテーション、カウンセリング、心理療法
の基礎から徹底して学び、着実な臨床対応能力の向上を狙う。

受講資格：
　受講生は、自身の持つケースを提出することが求められる
（事例がない場合も、講師と相談の上参加ができる）。

対象：
　初心からベテランまで、教育相談、学生相談に携わる臨床
心理士、臨床発達心理士、学校心理士、教員、指導主事、行
政担当者、またはそれらを目指す大学院生も対象とする。

日程：月 1回第 1土曜日 15:15-17:15
　4/7, 6/2, 9/1, 10/6, 2019/1/5, 2/2

料金：48,000 円（税別）

テキスト：No. 3, 5, 11

 
コースNo. 182-7
SET（自我起動鍛錬プログラム）トレー
ナー育成講座
 

講師：中村有希

単位：1 単位

コース目標：
　SET プログラムの基礎理論の修得、およびコ・トレーナー
としての実践力の練磨。

コース内容：
　カウンセリングや心理療法に導入しても話しをしない、動
機が語れない／明確にならない人々が増えている。大きなト
ラウマを負ったために、その出来事を口にできない人々、日
常場面においても、児童・青年、そして大人でさえ声を発す
ることなく沈黙し、自分の内に引きこもる人々がいる。その
ような人々には、まず言葉で表現することそのものの安全感、
楽しさや喜びを身体感覚で体験することが必要である。頭で
考えて言葉にするのではなく、語ることそのものが面白いと
体験できるよう、精神分析的心理療法を理論基盤として組み
立てられた心理教育手法が Socio-Energetic Training（ SET）
である。本講座は抑うつ状態とその予防、PTSD 予防、ある
いは人間の創造性開発に向けて、自我を鍛え育てる心理教育
プログラム SETのトレーナーを目指す。
　1) SET の定義と基本技法　2) 潜伏期の人格発達　3) 体験
の経験化　4) SET の導入技法　5) スクリプト・ジョイニン
グ　6) スクリプト・リバイジング　7) スクリプト・メイキン
グ　8) フリースクリプト　9) トレーナーの基本的態度　10) 
コ・トレーナー資格取得試験

　講義＋演習形式で進める。コ・トレーナーライセンス取得
のための試験があり、合格すれば、スーパーヴァイズのもと、
本プログラムを実施することができる。

受講資格：
　企業人・臨床心理士・教師・スクールカウンセラー・産業
カウンセラー・ソーシャルワーカー・看護師等

日程：月 1回 第 3土曜（3月のみ第 5週）
　10時 30 分～ 12時 30 分（全 10回）
　4/21, 5/19, 6/16, 7/21, 9/15, 10/20, 12/15, 2019/1/19, 
　2/16, 3/30

料金：80,000 円（税別）

定員：6 名内外

テキスト：No. 2, 8

 
コースNo. 182-8
Story Making Group ファシリテー
ター養成講座
 

講師：花井俊紀

単位：なし

Story Making Group（SMG）とは：
　SMGは、PAS 心理教育研究所で開発された集団精神療法
技法である。グループで一つの物語を作るという活動とその
体験の振り返りにより、自我の活性化、自己の安定化、心理
学的心性の活性化を可能にする。災害等のトラウマ予防・困
難患者の心理療法準備・子どもや青年の心理教育や活動療法、
精神科デイケアの活動、心を育てる学級活動、チームワーク
を育てる企業研修、などに役立てることが可能である。
　SMGは受ける人の安全のため、所定のトレーニングを受け、
資格を取得した者が実施することができる。以下の順に資格
取得が可能である。
１：SMGファシリテーター：SMGを心理教育的に実施する
ことができる。
２：SMGコ・リーダー：SMGを臨床的に他のリーダーと共
同で実施することができる。
３：SMGリーダー・トレーナー：SMGを独立して臨床的に
実施でき、SMG実施者のトレーニングを行なうことができる。

コース目標：
　Story Making Group（SMG）を、ファシリテーターとし
て心理教育を目的に実施するための理論・態度・技術を学ぶ。
必要単位取得後、試験に合格することで SMGファシリテー
ター資格を取得することができる。

コース内容：
　本講座は、SMGを学び、実践できるようになるための第一
段階として、心理教育を目的に SMGを実施するための理論・
態度・技術を学び、資格を取得するための講座である。講座
を通して、１）理論講義：心理教育・心理学的心性・個人の
発達と集団の意味・自我機能と自己の理論、２）技術演習：
SMG実施のためのグループ設計と SMG実施手順、を学び、
身に着けることができる。

※ファシリテーター資格取得には、本講座による理論講義お
よび技術演習の各 5単位の他、SMGメンバー体験 5単位（5
セッション）を取得後、修了試験に合格することが必要で
ある。SMGメンバー体験は、2018 年 9 月と 2019 年 1 月



25

に実施予定の SMGアイデンティティ・グループどちらか
一方に参加することで単位要件を満たすことが可能。

受講資格：
　SMGトレーナー資格を有するセラピストが実施した SMG
をメンバーとして3セッション以上体験していること。（2018
年 2月 2日（土）-3 日（日）に実施される「SMGアイデンティ
ティ・グループ」に参加することで受講資格を満たすことが
可能である。）

対象：
　学校教育・学生相談・精神医療・デイケア・福祉・療育・
企業研修などの分野で働く人。特に、日常の業務で使うこと
のできる、具体的な技術を身に着けたい方。

日程：第 3土曜　13:00-17:15
　（理論講座 120 分、技術演習 120 分）全 5回　
　5/19, 6/16, 7/21, 9/15, 10/20

料金：80,000 円（税別）

定員：8 名

テキスト：No. 7

 
コースNo. 182-9
Story Making Group リーダー・トレー
ナー養成講座
 

講師：花井俊紀

単位：なし

コース目標：
　Story Making Group（SMG）を、独立して臨床実践でき
る実践力と、SMG実践者のトレーニングを実施することので
きる指導力を身に着けるために、SMGに関する理論・態度・
技術を学ぶ。必要単位を取得後、試験に合格することで SMG
リーダー・トレーナー資格を取得することができる。

コース内容：
　本講座は、SMGトレーニング 3年プログラムの最終年プ
ログラムである。本講座を通して、1) SMGを独立して臨床
的に実施する理論と技術、2) SMG実践者のトレーニングを
実施する手順・教授法、を身に着けることが可能である。1) 
については、アセスメントとケースフォーミュレーション・
グループ設計・グループ発達・リーダーシップを学ぶ。2) に
ついては SMGファシリテーター講座のコ・トレーナーを務
める形で実習を行う。理論講義（2時間）10回と技術演習（2
時間）を 5回を行う。

※ SMGリーダー・トレーナー資格の取得については、規定
に基づき、この講座の他に、SMG体験 5単位、および SV
を受けながらの SMG実践 10単位を取得し、卒業試験を合
格することが求められる。

受講資格：
　SMGコ・リーダー資格を取得していること。

対象：
　SMGを臨床現場で活用する人。職種は問わない。

日程：第 3土曜　13:00-17:15（第 8回は 13:00-15:00）
　4/21, 5/19, 6/16, 7/21, 9/15, 10/20, 11/17, 12/15, 
　2019/1/19, 2/16　

料金：120,000 円（税別）

定員：5 名

テキスト：No. 7, 11

コースNo. 182-10
スクールカウンセリング・スーパーヴィ
ジョン講座（福島）
 

講師：橋本和典

単位：2 単位

コース目標：
1. スーパーヴィジョンの受け方を学ぶ
2. スーパーヴァイジー、スーパーヴァイザーによる臨床責任
の明瞭なカウンセリング・心理療法等を実施できるように
なる。

3. 他参加者のスーパーヴィジョンにも積極的に参与し、グ
ループのあらゆるケースから学ぶことで、理論と安定した
臨床的態度を基盤とした臨床対応技術の向上を図る。

コース内容：
　スクールカウンセリング事例について、スーパーヴィジョ
ンを行う。受講者は、毎回、1～ 2事例を提示し、継続的な
スーパーヴィジョンを受ける。児童・生徒の理解・分析と臨
床対応については、もちろんのこと、学校関係者や保護者へ
の対応や、カウンセリング・心理療法も含む。カウンセリング・
心理療法の始め方、進め方、終わり方をはじめ、問題行動へ
の危機対応も含めて、クライエントの成長・発達を扶ける確
かな仕事が展開できるように臨床事例指導を行う。

受講資格：
　受講生は、自身の持つケースを提出することが求められる
（事例がない場合も、講師と相談の上参加ができる）。

対象：
　初心からベテランまで、教育相談、学生相談に携わる臨床
心理士、臨床発達心理士、学校心理士、教員、指導主事、行
政担当者、またはそれらを目指す大学院生も対象とする。

日程：第 2土曜 13:15-15:30
　4/14, 5/12, 6/9, 7/14, 10/13, 11/10, 12/8, 
　2019/1/12, 2/9, 3/9

料金：年間：27,000 円（税別）／各回：3,000 円（税別）

会場：PAS 心理教育研究所福島トラウマ心理療法センター
（〒 963-0015 福島県郡山市田村町徳定字荢干場 68-3( 株 ) 日
向 本社会議室 ）

テキスト：No. 6, 7
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コースNo. 183-1　
集中専門家養成講座　基礎から徹底して
学ぶ専門技法
　

オーガナイザー：小谷英文

　PAS 心理教育研究所では、心理、教育、医療臨床の卒後専
門トレーニング機会の少ない現状を打破するために、集中演
習の形でスクーリングを行い、訓練機会を広く国内外に開放
する「集中専門家養成講座」を今年度より開設いたしました。
　専門性を高め、新たな技法を身につけ開拓していくには、
理論と技術の基盤を固めておかなければなりません。今年度
の講座は、各５領域の基本を徹底して習得するトレーニング
コースです。それぞれの領域をフォローするプログラムも用
意しています。専門性の高さを追求することの弱いこれらの
領域の脆弱性を共に変えていきましょう。

トレーニングコース：
＜第 1領域＞心理面接法：応答構成を基軸とした専門技法の
　　　　　　訓練
＜第 2領域＞教育相談・学生相談-発達ベースの面接法から
　　　　　　アセスメント-心理療法への展開へ
＜第 3領域＞うつからクリエイティビティへ：危機をチャン
　　　　　　スに！企業人・組織人のための創造性開発法習
　　　　　　得プログラム
＜第 4領域＞プレイセラピー講座
＜第 5領域＞力動的セルフケアプログラム

日程：
　第１回：2018/3/3（土）- 3/4（日）
　第 2回：2018/6/30（土）- 7/1（日）
　第 3回：2018/12/1（土）- 12/2（日）
　第 4回：2019/3/16（土）- 3/17（日）
　1日目：10:00-17:00　2日目：9:30-16:30

料金：
第 1領域：4回パック 128,000 円（税別）
　　　　　各回申込 40,000 円 （税別）
第 2領域：4回パック 128,000 円（税別）
　　　　　各回申込　 40,000 円 （税別）
第 3領域：4回パック 法人：200,000 円（税別）　
 個人：160,000 円 ( 税別 )
第 4領域：4回パック　 48,000 円（税別）
　　　　　各回申込  15,000 円（税別）
第 5領域：4回パック 200,000 円（税別）

＊ 各回のご参加も可能（第 3領域、第 5領域以外）ですが、
４回全て参加することでより体系的な訓練を重ねることがで
きます。
＊ 受講料は分割払いが可能です。ご相談ください。

プログラムの詳細は、7ページから 10ページをご覧ください。

 
コースNo. 183-2　
PASスキルアップワークショップ
 

講師：小谷英文

単位：2 単位

コース目標：
　カウンセリング／心理療法の３軸、1) 心理面接法、2) グルー
プ面接法、3) 力動的アセスメントについて、集中演習による
スキルアップを図ることを目的とし、参加者各自、具体的目
標を持って参加することが求められる。

コース内容：
以下３軸の課題を相互にかみあわせた演習によってスキル
アップを図る。

1) 心理面接法；３分間面接法、メイトリックス面接法、再構
成面接法、介入分析面接法のシェイプアップ

2) グループ面接法；モザイクメイトリックス展開法、グルー
プ抵抗介入法、グループ発達促進介入法、力動分析介入法

3) 力動的アセスメント；自我発達、パーソナリティスタイル、
人格機能水準、トラウマ水準、中核葛藤

受講資格： 
・ワークショップ 2回のセットによる登録参加を原則とする。
・カウンセリング／心理療法の実践者に限る。
・テキストの予習。

対象：
　カウンセリング／心理療法実践家として確かなスキルアッ
プの意識があり、座学ではなく実践演習により自らが学んで
いるあるいは学ぼうとしている理論と技法を実践技術として
身に付けることの明確な意志のある方々が対象であり、年々
歳々積み上げていくプログラムである。

日程：8/4-5, 2019/1/5-6
　土曜：10:00-17:00　日曜：9:30-13:00

料金：30,000 円／ 1回 （税別）

定員：16 名

テキスト：No. 15

コースNo. 183-3
応答構成入門ワークショップ
 

講師：能幸夫　他

単位：2 単位（年間参加、全参加で）

コース目標：
　『対人援助のための応答構成法』に部分参加し、応答構成法

ワークショップ・集中演習
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を試してみるワークショップ。応答構成の面白さ、意味の深
さを体験的に学ぶ。

コース内容：
　応答構成とは、心理面接のある重要な場面を取り出し、臨
床家としてクライアントの具体的な発言に対してどう応えて
いくか自分らしい応答を構成していく訓練プログラムである。
　面接場面で、自分はクライアントの発言内容のどの部分に
反応しているのか、どのような感情をとらえているのか、また、
自分自身の感情反応はどのようなものか、どのようにクライ
アントを理解し応答しているのか。臨床面接場面のやり取り
を用いて、普段の自分の応答や、いつもの自分なら言わない
ような新しい応答を書き出して分析し、自分の応答の特徴を
つかみ、磨いていく。本コースは、５～７名のグループ形式
で行う。他の臨床家の応答や、訓練内での相互作用も刺激と
して活かしながら、臨床家としての自分自身の可能性を再発
見していく。　応答構成法による訓練プログラム『対人援助
のための応答構成法』に参加し、応答構成の面白さを体験し、
自分の応答能力の特徴をつかんでみよう。
　1回のみの参加も歓迎する。

受講資格：
　現任臨床家（臨床心理士、医師、看護師、ソーシャルワーカー
などの対人援助専門職）および臨床家を目指す大学院生。

対象：サイコセラピィ応答構成抜粋を用いるが、心理療法を
行っている、いないに関わらず、参加は可能。特に、現時点
で心理療法は行っていないが、関心がある人は歓迎する。

日程：奇数月・第 2日曜（2月を除く）9:30-17:15
　5/13、7/8、9/9、11/11、2019/1/13、2/17

料金：15,000 円／ 1回（税別）

定員：若干名

テキスト：No. 10

コースNo. 183-4
インテーク面接入門ワークショップ
 

講師：能幸夫・花井俊紀

単位：0.25 単位

コース目標：
　心理療法のインテーク面接は、クライアントが持ち込んだ
主訴を基軸として、通常 2セッション分の 90分の時間を使っ
て、クライアント自身の主体的な決断によって心理療法の初
期契約を結ぶ面接である。初心から学び始めの臨床家は、イ
ンテーク前半の主訴の取り出しから問題の整理、心理療法へ
の期待と動機づけを明瞭にする面接（これを始動面接という）
を組み立てられるようになること。中堅以上の臨床家は、イ
ンテーク後半の問題の力動的な初期アセスメントの共有から
心理療法ミニ体験を含めた初期契約までの面接（これを統合
面接という）を組み立てられるようになること。

コース内容：
　心理療法のインテーク面接の基本作業と基礎技法を学び、
臨床的に最も技量がいるともいわれるインテーク面接の組み
立てのエッセンスを、2時間 3セッションの演習を通して学
ぶ。具体的には、クライアント来談のファーストエンカウン
ターからインテーク前半の始動面接と、初期アセスメントを
経たインテーク後半の統合面接のそれぞれの意味と、契約を
含めたインテーク面接の成果の合意に至るプロセス課題と技
法的なポイントを押さえていく。

受講資格：
　現任臨床家（臨床心理士、医師、看護師、ソーシャルワーカー
などの対人援助専門職）および臨床家を目指す大学院生。

日程：7/22（日）9:30-17:30

料金：15,000 円（税別）

定員：15 名

コースNo. 183-5
見立て力アップトレーニング（福島）
 

講師：橋本和典

単位：1 単位

コース目標：1. 力動的アセスメントの基本枠組みについて習
熟する、2. 力動的アセスメントのための基礎技法をつかむ、3. 
特に自我機能と発達課題についての査定能力を向上させる

コース内容：
　ネガティブチェックを基調とする医療診断と、成長を促す
カウンセリングなどの「教育モデル」や人間の創造的発達変
化を目的とする「心理療法モデル」による査定は、大きく異
なる。本講座では、対応する目の前の相手の持っている資源（能
力、エネルギー）や、成長・発達可能性を的確に見立てる（ア
セスメント）能力のアップを目的とする。特に、表に見える
問題の奥に潜む力を可視化し捉えることに長けている力動的
アセスメントについて、小講義、ロールプレイ等の演習、事
例検討により習熟することを狙う。

対象：
　福島も含む東北のスクールカウンセラーはもちろんこと、
学校における臨床心理学的手法に関心があり、カウンセリン
グ・心理療法を身に着けたい方を対象とする。専門家を目指
したい大学院生や、教師、看護師、介護士、医師、臨床発達
心理士、学校心理士、臨床心理士、企業人等、あらゆる職種
や資格者を越えて、初心からベテランまで、各人の能力アッ
プを目指す。

日程：2018/8/4（土）-8/5（日）
　土曜：10:00-17:00　日曜：9:30-16:30

会場：PAS 心理教育研究所福島トラウマ心理療法センター
　（〒 963-0015 福島県郡山市田村町徳定字荢干場 68-3( 株 )
　日向 本社会議室 ）

料金：30,000 円（税別）　　　テキスト：No. 5
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コースNo. 184-1　
主張訓練SET（セット）
　

講師：中村有希

プログラム目標：
　言葉を発することが楽しくなる。主張力を磨く。うつを予
防する。

プログラム内容：
  自分の中にある心身のエネルギーを運ぶ力（自我）を覚醒
させ、自分の腹の底にある力に触れ、それを絞り出す訓練です。
丹田の力を感じることができるようになると、人は能動的な、
重みのある感情、情熱をあるがままに表現できるようになり
ます。それが自分自身の心を健やかにし、また表現を受ける
人にさわやかさと同時に、存在感を高め、コミュニケーショ
ンがすっきりしたものになります。
　自分の内奥にある愛情や怒りのエネルギーを出し入れして、
心の風通しを良くする体験から始めます。粋な映画の一場面、
日常の危機場面の対話、対決のやりとりを用意しています。
それを使ってエネルギーを外に出す練習、相手に届ける練習
をします。
　プログラムは大きく 3段階で構成されています。
1) 心を感じる：身体感覚で「生きている」「エネルギーがある」
実感を持つことができます。

2) 心を動かす：心が瞬間、瞬間、動いているという体験をし
ます。

3) 心をシンプルにする：心が動かないと感じているときには、
エネルギーを運び出す心の蛇口に過剰に負担がかかってい
ます。心の蛇口を楽に、シンプルにしていく作業をします。

対象：15 歳以上の男女

日程：第 3土曜（3月のみ第 5週）13:00-14:00（全 10 回）
　4/21, 5/19, 6/16, 7/21, 9/15, 10/20, 12/15, 2019/1/19, 
　2/16, 3/30

料金：各回 3,000 円（税別）
　　　年間パック 24,000 円（税別）

定員：3 名～ 10 名（最低催行人数 3 名）

 
コースNo. 184-2
Living Room
 

リーダー：花井俊紀

プログラム目標：
　集団の中で自分らしくいることを体験する。

プログラム内容：
　最近、人との関わりや人がいるところで、喜んだり、怒っ

たり、ドキドキしたり、楽しくなったりしていますか？
SNS、トークアプリ、スマホゲームなどが人との関わりの場
になりすぎて、生きている実感が遠くなっていませんか？
Living Roomは、人の中で自分を感じ、生きている実感を味
わうグループです。
　Living Roomは、誰でも自由に参加できるフリーグループ。
行きたくなった時にふらっと来ることができ、時間中は出入
り自由です。リーダーや訪れた人とおしゃべりをしてよし、
自分を語ってよし、人の話を聞いていてよし、静かに人を感
じながら本を読んでいてよし、キッチンを使って料理やお菓
子を作って振る舞ってよし。自分の居たいように人の中にい
ることで、自分らしさを感じるプログラムです。
　PAS の待合 I&R を ”Living Room” にしていきましょう。
お待ちしています。

対象：老若男女どなたでも。社会復帰の第一歩としても活用
できます。

日程：第 4土曜 13:00-15:00
　4/28, 5/26, 6/23, 7/28, 9/22, 10/27, 11/24, 12/22, 
　2019/1/26, 2/23, 3/23

料金：各回 500 円（茶菓子代として）

定員：なし

コースNo. 184-3
ヤングアダルトのための集団精神療法
　

セラピスト：髭香代子

コース目標：
　集団の中で自分の能力を発揮し、磨くこと。

コース内容：
　人は人の中で生きています。人の集まりが、集団です。集
団の力は、集まった人数ぶんの力を超えることができます。1
人の力が 1ずつでも、5人集まればその力は 50 にも 100 に
もなり得ます。そういうおもしろい力を持つ集団の中で、自
分を解き放ってみませんか。ふだんは隠している自分、見な
いようにしている自分を集団の中で自由にしてみたら、1し
かないと思っていた自分の力が、10 にも 100 にもなること
が実感できます。

受講資格： 月 3回のセッションに継続して参加できる方。事
前面接で各自のゴールを明確にしてからの参加になります。

対象：ヤングアダルトの男女（20歳～ 30歳）

日程：第 2・3・4土曜日　15:30-17:00

料金：1 回：社会人 5,000 円（税別）・学生 3,000 円（税別）

定員：7 名

一般向けプログラム
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コースNo. 184-4
発達が気になる子どもへの教育と指導 －
生まれてから青年までの「こころ」の発
達－
 

講師：中村有希

コース目標：
1) 誕生から青年までの「こころ」がどのように育つかがわか
る、2) 子育てや子どもの教育に迷ったときに、こころの育ち
に応じた大人の対応や声掛けの仕方が分かる。

コース内容：
　「こころ」はどのように育つのか知っていますか？困った時
に助けを求める力、ルールを守る力、イヤと言える力、主張
する力、両親を愛しむ力、友人を持つ力、悩む力、恋する力、
すべて「こころ」の力です。その力のほとんどが 3歳までの
育ちの中で獲得されるものです。もう遅い！と思わないでく
ださい。その後の育ちで子どもの心は修正されさらに磨かれ
ていくものでもあります。
　子どもは勝手に育つことはありません。養育者や大人との
関わりの影響を強く受けて育つものです。発達障害と診断さ
れている子どもも、問題行動を引き起こす青年に対しても、
「この子は “問題児 ”だ」と言って終わりにはできません。実
際に一番近くにいるご両親や先生方、そしてカウンセラーは、
その子たちを目の前に何ができるかに立ち向かっています。
こころの発達の知識を得て、自信をもって私たちが子どもた
ちに「できる」ことを見つけていきましょう。
　講義は、4月・5月・6月・7月：就学前の子どもの発達、
9月・10月：小学生の発達、12月 1月・2月・3月：思春期・
青年の発達、の順になります。1講座のみの受講も可能です。

受講資格：
　19 歳以上で本講座に関心のある方ならどなたでも受講可。
（子どもをもつ父親、母親、小中高の先生方、スクールカウン
セラー、養護教諭、看護師等々）
日程： 第 4 土曜　11:00-12:30（全 10 回）
　4/28, 5/26, 6/23, 7/28, 9/22, 10/27, 12/22, 2019/1/26, 
　2/23, 3/23

料金：1 回参加 3,000 円（税別）
　　　年間パック 24,000 円（税別）

定員：10 名内外

コースNo. 184-5
１から学ぶカウンセリング
 

講師：小谷英文・中村有希・髭香代子

コース目標：
　カウンセリングの理論と直結する技術の基礎、悩める人、
悩めない人の心の働きについて１から学ぶ。

コース内容：
　10：30 ～ 11：00　詰まった場面のスーパービジョン
　11：00 ～ 12：00　講義と演習
　12：00 ～ 12：30　学んだことを踏まえてのスーパービジョ
　　　　　　　　　  ン

対象：
　カウンセラーの新米からプロのベテランまで、カウンセリ
ングの基礎を確かにしたい人は誰でも。スーパーヴィジョン
の受け方を学びたい人、教師、その他の専門職、企業人で人
を育て、人を動かす上でカウンセリングの技術を応用したい
人。人の心について学びたい一般の方なら誰でも。

日程：第 2土曜　10:30-12:30

料金：5,000 円／ 1回（税別）

定員：20 名

コースNo. 184-6
うつ予防
 

講師：小谷 英文　他

コース目標・内容：
　うつさん、こんにちは！
　就職、転勤、転職、昇進、結婚等、連れ合いの喪失、人生
の節目には「うつ」の入り口があちこちにある。うつは現代
病と言っていい。世界が目まぐるしいのである。ちょっと休
めば、ちょっと嫌味を言えば、ちょっとエッチをすれば、ちょっ
とズルすれば、ちょっと手を出せば、ちょっと成績が落ちれば、
自分ではほんのちょっとのことなのだが、周りの目は意地悪
い。そのうちに自分も自分に意地悪くきつくなる。
 もともと「うつ」は病気ではなかったものが多い。人生の合
間のちょっとした温泉休憩であったはずだ。病気にしないで
うつと付き合い、気軽に「うつ」の休憩所に入り気軽に出て行っ
て、人生を謳歌しましょう。

日程：第 2土曜 17:30-19:00（全 11 回）
　4/14, 5/12, 6/9, 7/14, 9/8, 10/13, 11/10, 12/8, 
　2019/1/12, 2/9, 3/9

料金：3,000 円／ 1回（税別）

コースNo. 184-7
子育て心理学：子育てを楽しむ法
 

講師：小谷英文・中村有希・吉田愛

コース目標：
　子育ては生まれる前から始まります。突然生まれても、取
り返せます。発達障害でも擬似発達障害でも、できることが
あります。子供は一人で育てるものではありません。一緒に
やりましょう。子育てについて「知りたい」「仲間とお話しし
たい」「相談したい」という方、PAS 心理教育研究所の子育
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て広場へいらしてください。心の専門家を交えて、おしゃべ
りしましょう。週に1回の、自由に出入りできるフリースペー
スです。子育てで気になることは何でもご相談ください！

対象：
　これからお子さんを産む予定のある方、現在妊娠中の方、
子育てを始めたばかりの新米ママからベテランママまでどな
たでもご参加いただけます。お子さんと一緒にどうぞ。

日程：毎週水曜　13:00-14:30

料金：2,000 円／ 1回（税別）

定員：20 名

コースNo. 184-8
月夜の会（フリーグループ）
 

講師：髭香代子

コース目標：
　集団の中でいる体験、話す体験を楽しむ

コース内容：
　集団の中にいることを楽しめるようになるためのプログラ
ムです。家族でも職場でも友人との間でも、どこでも気楽に
自分の言いたいことが言えるように、やりたいことをやれる
ように、あえて知らない人の集まりのなかに身をおいてみま
しょう。自分の言葉を発してみましょう。
　なにも準備は要りません。もちものは自分だけ。集団のな
かで、どんな自分でいられるか、ためしてみましょう。日常
をはなれた集団だからこそできることがあります。
　月初めの月曜日、学校帰り、仕事帰りに立ち寄って、自分
とつきあう時間、場所にしましょう。
　1回ごとの参加申し込みができます。継続参加ももちろん
歓迎します。

対象：15 歳以上の男女

日程：第 1月曜　19:15-20:45

料金：1 回：3,000 円（税別）

定員：7 名
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週 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

第 1週

19:00-21:00
180-1 力動論基礎 I

19:00-21:00
180-2 力動論基礎 II

19:00-21:00
184-8 月夜の会

19:00-21:00
181-7 アセスメント

13:00-14:30
184-7 子育て心理学

18:30-21:00
182-1 グループ SV

14:00-21:00
プロフェッショナルス
クール　本科課程

第 2週

19:00-21:00
180-1 力動論基礎 I

19:00-21:00
180-2 力動論基礎 II

19:00-21:00
181-3 心理面接 I：発達

19:00-21:00
181-7 アセスメント

13:00-14:30
184-7 子育て心理学

18:30-21:00
182-1 グループ SV

19:00-21:00
181-4 心理面接 II：展開

19:00-21:00
181-9 インテーク見立て

14:00-21:00
プロフェッショナルス
クール　本科課程

第 3週

19:00-21:00
182-2 グループアプロー
チ

19:00-21:00
181-7 アセスメント

13:00-14:30
184-7 子育て心理学

18:30-21:00
182-1 グループ SV

14:00-21:00
プロフェッショナルス
クール　本科課程

第 4週

19:00-21:00
180-3 力動論特論 I

19:00-21:00
180-4 力動論特論 II

19:00-21:00
181-5 事例研究

19:00-21:00
181-7 アセスメント

13:00-14:30
184-7 子育て心理学

18:30-21:00
182-1 グループ SV

19:00-21:00
181-2 ロールプレイ

19:30-21:00
182-4 フロイト文献購読

14:00-21:00
プロフェッショナルス
クール　本科課程

2018 年度開講講座　スケジュール表
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土曜

週
第 1時限
10:30-12:30

第 2時限
13:00-15:00

第 3時限
15:15-17:15

第 1週

182-5 
うつ・トラウマ心理療法講座

182-6 
学生相談・教育相談の理論と実際

第 2週

181-11 　　　　　　　　10:00-12:00
スクールカウンセリング講座（福島）

184-5　　　　　　　　　11:00-12:30
1 から学ぶカウンセリング

182-2 
組織開発を楽しくする法

182-10 　　　　　　　　13:00-15:30
スクールカウンセリングSV（福島）

181-1 
一から学ぶカウンセリング・サイコセラ
ピィへの道

184-3　　　　　　　　　15:30-17:00
ヤングアダルトのための集団精神療法

第 3週

182-7
SET 基礎コース

182-8 
SMGファシリテーター養成講座

182-9
SMGリーダー・トレーナー養成講座

184-1
主張訓練 SET

181-8
病院心理面接法

182-8 
SMGファシリテーター講座

182-9
SMGリーダー・トレーナー養成講座

184-3　　　　　　　　　15:30-17:00
ヤングアダルトのための集団精神療法

第 4週

184-4　　　　　　　　　11:00-12:30
発達が気になる子どもへの教育と指導

181-10 スクールカウンセラーのための
心理面接の手引

184-2
Living Room

184-3　　　　　　　　　15:30-17:00
ヤングアダルトのための集団精神療法

土曜日：第 2週　17:30-19:00
184-6　　　　　　　　　17:30-19:00
うつ予防
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　心理臨床に関わる理論は高度に抽象化されており、理論と技法とのつながりを実践的につかむことは容易ではありま
せん。理論・技法を学んでも、それらの理論が現実場面でどのように現れるのか、学んだ技法を実践の中でどう現実化
していくのかを知らなければ、学んだ理論・技法を使うことはできません。当センターのスーパーヴィジョンでは、理論・
技法を実践に落としていく作法と技術、態度を、専門家として厳しく追求していくための機会を提供します。

　当研究所では、以下に関わるスーパーヴィジョンを受け付けております。

・ カウンセリング

・ 心理療法

・ 集団精神療法

・ プレイセラピー

・ アセスメント

・ 学級経営

・ 災害支援

・ ワークショップ

・ コンサルテーション

○対象：臨床心理士、教師、看護師、医師、ソーシャルワーカーなど

○料金：45分　10,000 円～（個人・税抜）　　30分　5,000 円～（個人・税抜）
　 ＊ 頻度はご相談ください。

　スーパーヴィジョンには、個人で受ける個人スーパーヴィジョンと、専門家が集まって共に受ける集団スーパーヴィ
ジョンがあります。当センターでは集団スーパーヴィジョンも受け付けております。スーパーヴィジョンをご希望の方
は、お気軽にお問い合せください。

4. スーパーヴィジョン
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　1978 年、私は著名なH. Greenbaum 先生に教育分析（training analysis) を受けたいとお願いしました。
　先生の応えは、
「教育分析とは何ですか？　私はアナリストやセラピストの分析・心理療法はやっていますが、それでは不都合なので
すか？」
　でした。ニューヨーク大学ベルビュー病院での、いきなりの分析体験でした。
　当研究所の個人心理療法・集団精神療法による教育分析は、心理療法家・カウンセラーの成熟性を目指す心理療法です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PAS心理教育研究所　理事長　小谷 英文

　当センターの教育分析には、個人で受ける個人教育分析と、専門家が集まって共に受ける集団精神療法やアイデンティ
ティ・グループがあります。

（１）個人教育分析

　受講資格・対象：臨床心理士有資格者、対人援助専門職の方

　料金：10,000 円／１回 45分（税別）～

（２）集団教育分析

　○男性のためのアイデンティティ・グループ

セラピスト：小谷英文

日程：第 1・2・3木曜　16:40-17:55

料金：10,000 円 / 月（税別）　

　○女性のためのアイデンティティ・グループ

セラピスト：小谷英文

日程：第 1・2・3木曜　18:00-19:15

料金：10,000 円 / 月（税別）

5. 教育分析
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　○教育分析（グループ）

セラピスト：小谷英文

日程：第 1・2・3木曜　19:30-21:00

対象：臨床経験 10年以上の男女

料金：20,000 円 / 月（税別）

　○教育集団分析

セラピスト：髭香代子

コース目標：
　集団での教育分析の体験、対人援助専門職としての自分を集団内で機能させること

コース内容：
　心理療法家、カウンセラー、看護師、ソーシャルワーカーなど、対人援助を専門としている方が、専門家としてじゅ
うぶんに機能できる自分になるためのプログラムです。集団のなかで、専門家としての自分と率直に向き合ってみま
しょう。おたがいが課題を乗り越えるために、自分の能力、機能を存分に使うことで、集団の力も生まれます。
　50 分 ×2 回のセッションを月 2回、4回で 1クールのグループセラピィです。1クールだけの参加も、継続参加
もできます。集団分析を体験してみたい方、歓迎します。

受講資格：
　クールごとのお申し込みとなります。各クール 4回とも参加できる方にかぎります。

対象：
　対人援助専門職の方（心理療法家、カウンセラー、看護師、ソーシャルワーカーなど）

日程：第 3・4土曜日　13:00-15:00
　第 1クール：4/21・4/28・5/19・5/26
　第 2クール：6/16・6/23・7/21・7/28
　第 3クール：9/15・9/22・10/20・10/27
　第 4クール：11/17・11/24・12/15・12/22
　第 5クール：2019/1/19・1/26・2/16・2/23

料金：1クール（4回）20,000 円（税別）

定員：5名
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　集団精神療法の手法を応用した心理教育プログラムです。5名～ 8名の小集団の中で、グループセラピストと共にア
イデンティティの探求を行います。自分に対する不満・関心を基点に、より自分らしさを広げ、深めていきます。
　ライフサイクルと言われる人生の年輪を重ねる中で、我々は昇進・転職で仕事上の新たな責任を引き受け、結婚や離
婚を経験し、いつしか自分が親となり、両親の死を迎えたりなど、様々な節目を迎えます。臨床家としても、一人の人
としても、人生の分岐点に立つときこそ、苦しいものの新たな可能性にも出会うダイナミックな人生の営みを実感でき
るものです。生きてきた道のりを「愛」で、そして自分自身に対する「信頼」をもって、現在の自分の軸を確かなもの
とし、未来を創る活力を得るためのグループです。

（１） 臨床家アイデンティティ・グループ

　日本における心理療法専門家の訓練において、もっとも手薄なのが教育分析であるともいわれる。臨床家のためのラ
イフサイクルアイデンティティ・グループは、臨床家というアイデンティティを軸に、自らの心の世界を探求し、臨床
家としての自分のアイデンティティを確かなものしていく教育分析的な効果を持つプログラムである。
　初心のときの自分、少し臨床がわかりかけてきたときの自分、中堅からベテランといわれるようになったときの自分、
臨床家もその専門家としての育ちの中で、さまざまな自分と出会うことになる。
　スモールグループという多面鏡の中に自分を置いて、自らの取り組みによって仲間に刺激を与え、仲間の取り組みに
刺激を受けつつ、立体的な自分の臨床家としてのアイデンティティを検討していこう。クライアントの心の世界の探求
という未知の世界に立つ自分を、この機会に自分自身の心の探求を通して、たくましくしていこう。
　これまでの経験から、2日間 ×3回で、かなりまとまった作業が可能となる。3回パック参加が可能であれば、それが
最も効果的ではあるが、1回の参加も歓迎する。仲間とともに、自分を検討する豊かな機会を活用しよう。

○セラピスト：能幸夫　他

○目標：2日間、7セッションのスモールグループを通して、臨床家としての自分のアイデンティティを確かめ、探求し、
ありたい臨床家像を追求する。

○対象：初心から、中堅・ベテランまで、現任の臨床家（臨床心理士、医師、看護師、ソーシャルワーカーなど、対人
援助の臨床家）を対象とする。

○日程：第 1回：2018/6/2-3　　第 2回：2018/11/17-18　　第 3回：2019/2/2-3

○料金：1回参加　30,000 円（税抜） 3 回パック　80,000 円（税抜）

○定員：5名内外

6. ライフサイクル　アイデンティティ・グループ
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（２） 一般アイデンティティ・グループ

　「ライフサイクル」という人生の年輪を重ねる中で、我々は恋をしたり、進学、就職で新たな生活を始めたり、昇進、
転職で仕事上の責任を持ち、結婚に喜び、離婚に泣いて、いつしか自分が親となり、両親の死を迎えたり等、様々な節
目を迎えます。人生の分岐点に立つときにこそ、苦しいけれども新たな可能性にも出合うダイナミックな自分の人生の
営みを実感できるものです。生きてきた道のりを愛で、そして自分に対する信頼もって、現在の自分の軸を確かなもの
にし、未来を創る覇気を得ましょう。

○セラピスト：中村有希　他

○目標：5名から 7名の参加者の中で、１）現在の自分の軸となる信念や求めを確かめ、２）協力的に働く能力を磨き、
３）自分を拡げ、４）生きる活力を増し、自分への信頼を高める。

○対象：19歳以上の男女。（大学生、専門学校生、就活生、浪人生、大学院生、新入社員、昇進したばかりの企業人、社長、
生徒指導に熱心な教師、教頭、校長、芸術家、アスリート、結婚を考えている男女、新婚夫婦、熟年夫婦　等々） 

○日程：第 1回：2018/6/2-3　第 2回：2018/11/17-18　第 3回：2019/2/2-3

○料金：1回参加 大人　30,000 円（税抜） 3 回パック　80,000 円（税抜）
 学生　20,000 円（税抜） 3 回パック　50,000 円（税抜）

○定員：5名内外

（３） SMGアイデンティティ・グループ

　SMG（Story Making Group）アイデンティティ・グループは、物語作りという創造活動とグループ作業を通して、
自分らしさ（アイデンティティ）を発見し、太くしていくためのグループ・プログラムです。メンバーひとりひとりが
物語を作り、それを元にグループで一つの大きな物語を作るという創造活動を行います。
　物語に自分の心の世界とエネルギーを表現し、味わってみよう。どんな自分が見えてくるでしょうか。回を重ねるご
とに、より自分らしい物語を書いてみよう。いつもの馴染みのある自分と、いつもとは違う一回り大きな自分が見えて
くるでしょう。その両方を「これが私だ」と思えた時に、我々のアイデンティティは太くなります。
　2日間思い切り汗をかいて、自分らしさを探してみよう。

○セラピスト：花井俊紀

○目標：1) 自分の中にある色々な物語に触れ、自分を拡げること 、2) 他者と協働する力を活性化すること、3) 自分に
対する愛情を活性化すること、4) ありたい自分の姿を明確にすること。

○対象：高校生以上の男女 

○日程：各回土日開催　年 2回　9/29-30, 2019/1/13-14
土曜：10:00-17:30　日曜：9:00-13:30 

○料金：20,000 円（税抜）

○定員：5名
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　臨床心理士資格取得のための実習機関として、必要な実習を提供いたします。臨床実践の場にチームの一員として参
加し、その体験を通じて研修することが可能です。講師の指導のもと、自己課題を明確化し、それに最適な訓練プログ
ラムを組み、訓練を積んで頂けます。

○実習内容：相談受付業務の一部を指導の下、行なう
　　　　　　インテークの基礎となる理論学習
　　　　　　演習に必要な講座への参加観察
　　　　　　インテーク面接の観察
　　　　　　スーパーヴィジョンの陪席　など

○受講資格・対象：臨床心理士指定大学院第二種指定校卒業以上の者

○受講料：10,000 円（税抜）／１ヶ月（週１回４時間）～　頻度に応じて変動

○定員：年間４名　

7. 臨床心理士資格取得のための実習：第二種指定校
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ファカルティ

小谷　英文
　理事長・トレーニングスーパーヴァイザー
　卒後研修センター センター長

現職：国際基督教大学 名誉教授

学位：博士（心理学）　広島大学大学院
資格：臨床心理士・全米集団精神療法学会公認集団精神療法師（Certified Group Psychotherapist）
主な職歴：広島大学総合科学部助手
　　　　　広島市民病院神経科サイコロジスト
　　　　　アデルファイ大学（N.Y.）ダーナー高等研究所客員教授
　　　　　広島大学保健管理センターチーフサイコロジスト、助教授
　　　　　国際基督教大学教授
　　　　　国際基督教大学高等臨床心理学研究所所長

能　幸夫
　所長
　本科 科長

現職：PAS 心理教育研究所所長／湘南病院相談室室長

学位：学士（教養）　国際基督教大学
資格：臨床心理士・精神保健福祉士
専門訓練：東京心理臨床システムズ研究所（TIPS）　精神分析的心理療法コース本科修了（2年間）
　　　　　同　精神分析的心理療法コース専攻科修了（1年間）

橋本　和典
　理事・福島トラウマ心理療法センター 所長

現職：東京大学駒場学生相談所 非常勤講師

学位：博士（教育学）　国際基督教大学大学院教育学研究科
　　　修士（教育学）　東京大学大学院教育学研究科
資格：臨床心理士・全米集団精神療法学会公認集団精神療法師（Certified Group Psychotherapist）
専門訓練：PAS心理教育研究所プロフェッショナルスクール SEカウンセリングコース修了（2年間）
　　　　　同　精神分析的心理療法コース本科課程修了（3年間）
　　　　　同　専攻科課程修了（2年間）

講師紹介
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講師

中村 有希
　クリニカルディレクター・常勤セラピスト
　（東京医科大学　非常勤講師）

　資格：臨床心理士

髭 香代子
　非常勤セラピスト

　資格：臨床心理士

高田 毅
　研究員（健康科学大学　専任講師）

　資格：臨床心理士

花井 俊紀
　非常勤セラピスト（野の花カウンセリングオフィス　
　サイコセラピスト）

　資格：臨床心理士

南 貞雅
　非常勤セラピスト（杉並区特別支援教育課）

　資格：臨床心理士

吉田 愛
　常勤セラピスト・事務主任

　資格：臨床心理士

宇佐美 しおり
　熊本大学大学院生命科学研究部　教授

　資格：看護師／精神看護専門看護師

Post-Doctoral 研究員 
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各コース・講座のお申込

　同封の申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、PAS 心理教育研究所まで FAX・郵送・受付での手渡し、いずれかの
方法によってご提出ください。お申込頂きました後、受理通知をお送りいたします。申込書は、ホームページからもダ
ウンロードできます。

　送り先：PAS心理教育研究所
　〒 153-0041　東京都目黒区駒場 2-8-9
　TEL & FAX  03-6407-8201
　HP: http://pas-ins.com

講座受講に関するコンサルテーション

　ご自身に最適な講座・ワークショップを組み合わせてご受講いただくことで、より体系的な学習・訓練を積むことが
可能です。当センターでは、学びたいことや困っている事に応じて、より最適な受講プランを練るためのコンサルテー
ションを提供しています（15分・無料）。複数受講に限らず、1コースのご受講からでも、お気軽にご相談下さい。また、
分割払いなど、お支払いに関するご相談もお受けいたします。

受講プラン例：
初心の臨床家（教育相談機関）の場合
【学びたい事】
・カウンセリングで何をすればいいのかのイメージを持ちたい。
・子どもの発達理論を学びたい。
・プレイセラピィの基礎を学びたい。

【受講プラン】
No. 181-1 『一から学ぶカウンセリングとサイコセラピィへの道』   月 1 回　第 2土曜　15:15-17:15
No. 183-1 『集中専門家養成講座：〈第４領域〉プレイセラピィ講座』  年 4回　土日
No, 184-4 『発達が気になる子どもへの教育と指導』 　　　　　  月 1回　第 4土曜　11:00-12:30

お申込方法


