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こころの発達セミナー 
発達が気になる⼦どもへの教育と指導 

【オンライン講座】⼦育てや⼦どもの教育に⼼理学を活かしましょう 

 
 

  
 

 
  

講師 

中村 有希 

⽇程 

第 3 ⼟曜 
11:00-12:30 

5/21, 6/18, 7/30, 9/17, 10/15, 
11/19, 12/17, 2023/1/21, 2/18, 3/18

全 10 回 

料⾦ 

年間 35,000 円（税込） 
1 回 3,500 円（税込） 

※本講座に⼀度でも参加された⽅は、年 3 回開催の「ここ
ろの発達セミナー︓スクーリング」(8/6, 12/10, 3/11)を 2
割引で受講できます。年間受講の⽅は、1 回無料でスクー

リングに参加できます。 

対象 

20 歳以上の⽅ 

こんな⼈におススメです︕ 

⼦育て中の親御さんや、学校の先⽣、⼦ど
もに携わる仕事をされている⽅。 
⼼理学を楽しく学んでみたい社会⼈の⽅。 

内容 

遊ぶ⼒、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、⼀⼈
でいられる⼒、すべて「こころ」の⼒です。⾝体の発達、認知の発達、
情緒の発達、様々な側⾯の発達が⼀⼈の⼈の中で折り重なって展
開する中で、⼀体「こころ」はどのように形作られていくのかを学ぶ講
座です。発達障害と診断されている⼦どもの中にも、育てることがで
きる「こころ」の⼒があります。⼤⼈を困らせる⻘年は“問題児”だと遠
ざけられてしまうことも多いですが、そのような⻘年たちの中にある可
能性を育てる機会をつくることができます。こころの発達の知識を得
て、こころは育てていけることを学びましょう。⾃信をもって私たちが⼦
どもたちに「できる」ことを⾒つけるためのセミナーです。 

 
5 ⽉︓乳幼児のこころの発達① 
     ⽣後 1 歳まで︓愛着のプロセスと⺟親の存在感 
6 ⽉︓乳幼児のこころの発達② 
     1 歳〜2 歳︓分離の練習と⽗親の存在 
7 ⽉︓幼児のこころの発達①  
     2 歳〜3 歳︓分離の楽しみとイヤイヤ期 
9 ⽉︓幼児のこころの発達②  
     4 歳〜６歳︓社会化にむけての分離の課題の達成 
10 ⽉︓⼩学⽣のこころの発達 
     ⼩学校低学年︓学校社会への適応に⽴ち向かう⼒ 
11 ⽉︓思春期のこころの発達 
     ⼩学校⾼学年︓嵐の時代を⽣き抜くこころの⼒ 
12 ⽉︓中学⽣のこころの発達  
     恋愛と仲間関係（ピア関係）の⼒ 
1 ⽉︓⾼校⽣のこころの発達  
     ⾃分という国の再統⼀と不安 
2 ⽉︓成⼈以降のこころの発達  
     20 歳から︓職業能⼒、親密性と第 2 の個性化 
3 ⽉︓中年期・⽼年期のこころの発達  
     50 歳から︓中年の危機と⽼いへの課題 
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こころの発達セミナー︓スクーリング 
発達が気になる⼦どもへの教育と指導 

⼦育てや⼦どもの教育に⼼理学を活かしましょう 

 
 

  
 

 
 

講師 

中村 有希 

⽇程 

⼟曜 
10:00-15:00 

8/6, 12/10, 3/11 
全 3 回 

料⾦ 

3 回パック料⾦ 19,200 円（税込）
（２割引） 

各回 8,800 円（税込） 
※各回申込可 

対象 

20 歳以上で、⼦育て、教育、カウンセリン
グに関⼼のある専⾨家から⼀般の⽅々。 
※2022 年度に「こころの発達セミナー」を 

受講されたことがある⽅は料⾦割引。 

こんな⼈におススメです︕ 

⼦育て中の親御さんや、学校の先⽣、⼦ど
もに携わる仕事をされている⽅。 
⼼理学を楽しく学んでみたい社会⼈の⽅。 

内容 

⼀般の⽅から専⾨家の⽅まで、どなたでも⼼の成⻑と発達に
関⼼のある⽅なら参加可能な研修です。⼦どもたちへの発達促
進的な関わりを学ぶ、実践演習プログラムとなります。市⺠プログ
ラム「こころの発達セミナー」を受講の⽅は、セミナーのスクーリング
に位置付けられます。学んできたことを実際のやり取り、関わりの
中で⾝につけていきましょう。 

 
第 1 回︓乳幼児の⼦育て︓⼦どもたちの思いを感じ取り伝える 
第 2 回︓⼩学⽣への教育と指導︓意志⼒を養う 
第 3 回︓中⾼⽣の発達⽀援︓⾃分に向かいあう⼒を⽀える 
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PAS 基礎理論〜⼈はいかに変われるか︖ 
 

⼈の変化と不変に関わる⼼の⼒学を学ぶ 
 

  
  

⼩⾕英⽂著『精神分析的システムズ⼼理療法』を読む〜 
  

講師 

花井 俊紀 

⽇程 

第 1 ⼟曜 
13:00-15:00 

5/7, 6/4, 7/2, 8/6, 11/5, 1/7, 2/4, 4/1 
全 8 回 

料⾦ 

年間 15,000 円（税込） 
定員 7 名 

対象 

継続して参加できる⽅。 
⼈の変化に関⼼をお持ちの⽅は、専⾨資格

の有無に関わらず、どなたでも参加できます。 
 

こんな⼈におススメです︕ 

⼈の変化のメカニズムを理解したい⽅。PAS
のクラスを受けている⽅で、基礎理論の理解を
進めたい⽅。 

内容 

あなたは⼈が変われると思いますか︖ 

あなたは⾃分が変われると思いますか︖ 

あなたは変わりたいと思っていますか︖ 

 

⼼理療法がカウンセリングと最も異なるのは、⼼理療法が

初めから変化を⽬指すところにある。「変わらない」には今の状

態を維持する⼼の⼒学があり、「変わる」には変化する⼼の⼒

学がある。この⼒学を理解し働きかけることができれば、⾃ら

変化は可能であるし、また誰かの変化に働きかけることができ

るようになる。 

本講座は、⼩⾕英⽂著『精神分析的システムズ⼼理療

法―⼈は変われる―』の⽂献購読講座です。 

毎回、事前に⽂献を読んで参加し、ディスカッションと講師

の解説を通して、変化に関わる⼼の⼒学と対話法を学んで

⾏きます。また、テキストを読むに当たって必要な⼼理学・精

神分析的システムズ理論の講義も適宜⾏います。 

2021 年度からの継続講座になりますが、2022 年度から

の参加も可能です。 

精神分析的システムズ⼼理療法とは︖ 

「精神分析的システムズ⼼理療法」は、PAS ⼼理教育研究所で

臨床実践されている⼼理療法です。約 130 年前、ヨーロッパ、ウィ

ーンで S フロイトが始めた精神分析を歴史的ルーツに、その後の歴

史の中で展開した対⾯式の精神分析的⼼理療法を 1970 年代の

アメリカニューヨークで学んだ著者が、⽇々、臨床実践と研究を重ね

ていく中で、⼈の変化に関わる理論と実践法を発展させていった⼼

理療法です。 
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⼼の相談＊オンライン開催 
 

 
 

 
  

  

講師 

⼩⾕ 英⽂ 

⽇程 

第 2 ⽉曜 
18︓45-20︓30 

5/9, 6/13, 7/11, 8/8, 9/12, 11/14, 12/12, 
2/13, 3/13, 4/10 

料⾦ 

1 回 4,400 円（税込） 
3 回パック 13,200 円（税込） 
5 回パック 22,000 円（税込） 
年間パス 39,600 円（税込） 

※研究所のプログラムへ初めてお申込みいただく⽅は
2 割引。詳細はお申込みの際にお問い合わせくだ
さい。 

対象 

カウンセラー、コンサルタント、精神看護師、教師、
⼦育て中のお⽗さん・お⺟さんなど。 
資格の有無は問いません。 

内容 

さまざまな病気の素になり、かつ、⾼い成果を⽣み出す
素にもなる「不安」と「不適応（適応障害）」についての⼼
の働きを理解し、どのような相⼿でも⼼の相談の⼝⽕を開
き、相談に乗ることができるようになる、相談を受けながら詰
まった場⾯を展開のチャンスにする⼒をつけることを⽬指しま
す。 

どのような精神的不調にも何らかの形の「適応障害」が
現れます。その予兆に誰よりも早く気がつくのが本⼈であり
⾒過ごすのも本⼈です。その予兆が「不安」です。その不安
は、話者相⼿にも周囲の⼈にも移り（感染し）対応不能
が容易に起こり、適応障害に、うつに、さらにさまざまな病気
やトラブルを引き起こします。  
 本講座では、カウンセリングやその他の相談活動、親⼦や
⼤事な⼈間関係における対話展開に疑問を感じ、詰まっ
てしまい困った場⾯に、相互の「適応」の問題とその背後に
「不安」が存在することを理解し、そこで具体的にどうできる
かを学んでいきます。 
 

備考 

参加を迷われている⽅、参加のための事前準備をな
さりたい⽅向けに無料でのガイダンスを随時開催していま
す。お気軽にお問い合わせください。 
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⽉曜夜のフリーグループ 
 

PAS ⼼理教育研究所を⾃分の場所にしよう 
 

    
 

  

講師 

髭 ⾹代⼦ 

⽇程 

（原則）第 3・4 ⽉曜⽇ 
19:00-21:00 

（時間内の出⼊り⾃由、申し込みは当⽇ 17 時までに） 

5/16, 5/23, 6/20, 6/27, 7/25, 9/26, 
10/17, 10/24, 11/21, 11/28, 12/19, 
2023/1/16, 1/23, 2/20, 2/27, 3/27, 

4/17, 4/24 

料⾦ 

茶菓代 500 円 

こんな⼈におススメです︕ 

おしゃべりしたいけど相⼿がいない⼈、しがらみのな
いところで⾃由に話してみたい⼈、居場所がほしい
⼈、⼼理相談や研修を受けてみたいけど迷ってい
る⼈。 

内容 

どなたでもふらっと⽴ち寄り、おしゃべりのできるフリーグ

ループです。なにを話したいわけでもないけれど⼈恋しく

なったときも、あとくされのない相⼿に愚痴を聞いてもらい

たい⼈も、⼼理療法やカウンセリングにちょっと興味があ

る⼈も歓迎です。PAS⼼理教育研究所の広い待合室

（兼キッチン）でほっと⼀息、のんびり⾃由に時間を過

ごせます。 

⼀期⼀会の出会いがあるかもしれません。セラピスト

以外にどんな⼈がいるのかは、そのときどきのお楽しみ。

ゆったりしたり、どきどきしたり、ちょっと緊張したり、普段と

ちがう⾃分を感じてみられるチャンスです。 

⼼理相談や研修についてのご相談もお受けします。

⼼理相談ってどんなものか、どんな研修が受けられるの

か、ご質問のある⽅もお気軽に。（個別のご相談や詳

しいガイダンスは別途承ります。） 

対象 

どなたでも 
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⾃尊⼼セラピィ Self Esteem Therapy 
 

ストレス反応をキャッチし、対処できる⾃分になる 
 

 

 

 

 

 

講師 

中村 有希 

⽇程 

第 3 ⼟曜 
 13:00-15:00 全 10 回 

5/21, 6/18, 7/30, 9/17, 10/15, 11/19, 
12/17, 2023/1/21, 2/18, 3/18 

料⾦ 

年間 55,000 円（税込） 
1 回 5,500 円（税込） 

対象 

20 歳以上の⽅ 

こんな⼈におススメです︕ 

⾃分に⾃信をつけたい、主張⼒を磨きたい、 
ストレスが⾝体に出やすい⽅。 

内容 

 1 年で⾃尊⼼を確かなものにするプログラムです。⾃
尊⼼を根づかせていく始まりは、⾃分を知ることにありま
す。そのために、 
(1) ⼼の仕組み（エネルギーとその運⽤のシステム）を

学びます。 
(2) ⼼の仕組みが⾃分の中でどのように働いているのか

を、実際に体験します。 
(3) 各⽉のテーマに沿って、他の⼈とは異なる⾃分特

有の⼼の運⽤の特徴を知り、効率的に運⽤されて
いなければ、⾃分で動かしていけるよう繰り返し練
習し、確かな⾃信にしていきます。 

 
Socio-Energetic Training という⼿法を⽤いた対⾯
式の体験型セミナーです。 
 

第 1 回(5 ⽉)︓⾃分の内と外 
第 2 回(6 ⽉)︓相⼿がいるということ 
第 3 回(7 ⽉)︓体験と経験 
第 4 回(9 ⽉)︓怒りの意味 
第 5 回(10 ⽉)︓要求と批判と主張 
第 6 回(11 ⽉)︓表現と防衛 
第 7 回(12 ⽉)︓欲求－願望－意志 
第 8 回(1 ⽉)︓パーソナリティスタイル 
第 9 回(2 ⽉)︓怒りと愛情 
第 10 回(3 ⽉)︓覇気 
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元気が出るグループセラピィ 1（⽉ 2 回） 元気が出るグループセラピィ 1 
第 3 クール・第 4 クール 

 

 

元気がない⼈は元気に︕ 元気な⼈はもっと元気に︕ 

 
  

 

 

 

 

内容 

⻘年男⼦対象の第 3 クールと第 4 クール︕ 
半年ごとのクールを使って、⾃分の元気を取り戻
す、維持する、⾼めるために、仲間とたっぷり⾃分を
語る、相⼿の語ることを聞く場に参加してみよう。
⾃分以外の外の世界に気軽に出ていけないこの状
況の中でも、⼼の世界は⾃由で、広いし、⼤きい。
⾃分を⼀回りたくましくするために、⾃分の中の元
気をしっかり感じていこう︕ 

 
⽉ 2 回、50 分のゆっくりした時間の中で、セラピ

ストや仲間との対話を通して、⾃分⾃⾝の⼼としっ
かり対話してみてください。そこから⾃分の元気を取
り戻し、再確認していきましょう。 

こんな⼈におススメです︕ 

⾃分の中の元気を⾒失っている⻘年男⼦ 
 
⾃分の元気をもっと感じたい⻘年男⼦ 
 
⾃分の可能性をもっと発揮したいと思っている⻘
年男⼦ 

セラピスト 

能 幸夫 

⽇程 

第 2・第４⽊曜 
19:00-19:50 

（全回参加が原則です︔第 3 クールの 8 ⽉と、第
4 クールの 2 ⽉は⽉ 1 回になります） 

 

第 3 クール︓5/12、5/26、6/9、6/23、7/14、
7/28、8/7、9/22、10/13、10/27 

計 11 回 
第 4 クール︓11/10、11/24、12/3、12/22、
1/12、1/26、2/9、3/9、3/23、4/13, 4/27 

計 11 回 

料⾦ 

毎⽉ 6,600 円（⽉謝制） 
（第 3 クールの 8 ⽉と第 4 クールの 2 ⽉は 3,300 円） 

対象 

⻘年男⼦対象（18 歳以上の男性） 
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元気が出るグループセラピィ 2 
第 3 クール・第 4 クール 

 

 

 

 

元気がない⼈は元気に! 元気な⼈はもっと元気に︕ 
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 

セラピスト 

能 幸夫 

⽇程 

第 2・第 4 ⽊曜 
20︓00-20︓50 

（全回参加が原則です︔第 3 クールの 8 ⽉と、第
4 クールの 2 ⽉は⽉ 1 回になります） 

 

第 3 クール︓5/12、5/26、6/9、6/23、7/14、
7/28、8/7、9/22、10/13、10/27 

計 11 回 
第 4 クール︓11/10、11/24、12/3、12/22、
1/12、1/26、2/9、3/9、3/23、4/13, 4/27 

計 11 回 
 

料⾦ 

毎⽉ 6,600 円（⽉謝制） 
（第 3 クールの 8 ⽉と第 4 クールの 2 ⽉は 3,300 円） 

対象 

成年対象（21 歳以上の男性・⼥性） 

内容 

成年対象も第 3 クールと第 4 クールの案内です。⾃
分の中の元気を軸に、⾃分を語り、相⼿の語ることに
⽿を傾け、より元気になっていくことが⽬的です。男とし
て、⼥として、⼤⼈として、時には⾃分の中の⼦どもとし
て、より⽣き⽣きと、元気になっていきましょう。そのため
に、元気な⾃分を、もっと元気になりたい⾃分をたっぷり
表現していきましょう。 

 
⽉ 2 回、50 分のゆっくりした時間の中で、セラピスト

や仲間との対話を通して、⾃分⾃⾝の⼼としっかり対話
してみてください。 

そこから⾃分の元気を取り戻し、再確認していきまし
ょう。 

こんな⼈におススメです︕ 

⾃分の中の元気を⾒失っている男性・⼥性 
⾃分の元気をもっと感じたい男性・⼥性 
⾃分の可能性をもっと発揮したいと思っている男性・
⼥性 
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⼥性 I G（アイデンティティ・グループ ） 

 

 
 

美しくもたくましい⼼を磨く 
  

    

 
 

  

 
講師 

⼩⾕ 英⽂ 

⽇程 

⽉ 2 回 ⽊曜⽇  
18:00-18:50 

料⾦ 

⽉ 2 回 7,700 円（税込） 

こんな⼈におススメです︕ 

⼥性としての⾃分を磨きたいと思っている⼈ 

 
内容 

寂しさ、悔しさ、哀しさ、あるいは怒りの中にある

⾃分の劣等感、優越感を超えて誇りにできる⾃分

を語り合う中で、⼼をたくましく美しくするサイコセラ

ピィを体験する。 

対象 

１８歳以上の⼥性 
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男 I G（アイデンティティ・グループ） 
 

男を磨く 
 

  
  

講師 

⼩⾕ 英⽂ 

⽇程 

⽉ 3 回 
⽊曜 

16︓40〜17︓25 

料⾦ 

⽉ 3 回 11,000 円（税込） 

対象 

18 歳以上の⼤志を持ちたい男性 

こんな⼈におススメです︕ 

何のプロであれ、プロあるいは 
プロを⽬指す道を歩んでいる⼈ 

内容 

⾃分の弱みに対する勇気を持ち、それを語り、⾃分
の中に眠る勇気とそれを形にする気持ち、考え、⾏動⼒
を磨くサイコセラピィ体験を重ねる。 
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⾃分を育てる⼥性グループセラピィ 

⼥性の⾃分を好きになる 
 

  

セラピスト 

髭 ⾹代⼦ 

⽇程 

毎週 ⽕曜 
20:00-20:50 

料⾦ 

各回 4,400 円（税込） 

対象 

15 歳以上の⼥性 

こんな⼈におススメです︕ 

⼥性としての⾃分に⾃信を持ちたい⼈、 
好きになりたい⼈ 

内容 

⼥性だけのグループで⾃分の体験や気持ちを⽣々し
く語りあい、⼥性としての誇りと⾃信を⾝につけた魅⼒あ
る⾃分に育てていくためのグループセラピィです。 

備考 

参加希望の⽅には、 
個別の事前⾯接を⾏います。 
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ライフサイクル・アイデンティティ・グループ 

⽣きてきた道のりを愛で、今の⾃分への信頼を得る 
 
 

  

セラピスト 

中村 有希 

⽇程 

⼟曜と⽇曜の 2 ⽇間のプログラム 
（両⽇参加が必須） 
⼟曜 9:50-17:00  
⽇曜 10:00-13:40 

 
 第 1 回︓2022/9/3-4  
 第 2 回︓2022/12/3-4  
 第 3 回︓2023/3/4-5 

料⾦ 

1 回参加 33,000 円（税込） 
3 回パック 88,000 円（税込） 

定員 

5 名内外 

対象 

19 歳以上の男⼥ 

内容 

５〜８名のグループの中で、⾃分に対する期待や不
安、不満や関⼼を基点に語り、対話によって⾃分の軸
となる信念や求めの探求を⾏います。グループの中で、
協⼒的に働く能⼒を磨き、⾃分以外の⼈の話を聞くこと
で⾃分だけでは気づかないことに⽬を向ける機会が得ら
れます。⾃分を拡げ、⾃分への信頼を⾼めていくプログラ
ムです。 

⽬標 

「ライフサイクル」という⼈⽣の年輪を重ねる中で、私
たちは恋をし、進学や就職で新たな⽣活を始め、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むかえるといっ
た、様々な節⽬を体験します。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会うダイナ
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をもって、
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。 

こんな⼈におススメです︕ 

 
⼈⽣の節⽬で⾃分を振り返る時間が欲しい⽅。⽣き

る活⼒が欲しい⽅。 
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⼀⽇たこ天 

「孤⽴」の時代。だからこそ、⾃分の殻に閉じこもらず、 
互いに関わり合い、⼼を育み鍛えよう 

 
 

  
  

講師 

花井 俊紀（ディレクター） 
 髭 ⾹代⼦（グループメインセラピスト） 

⽇程 

⼟曜・⽇曜 
9:15〜18:00 

2022/6/5, 10/2, 2023/1/14, 3/19 

料⾦ 

1 回 9,900 円 

対象 

⽼若男⼥どなたでも。 
定員 40 名 

こんな⼈におススメです︕ 

⼈の中で⽣きる喜びを感じ、 
たくましく⽣きる⼒を強くしたい⼈。 

備考 

⼤勢が集まるプログラム上、新型コロナウィルス感染症が収

束し、安全に開催ができるまで、⼈数を制限して開催しま

す。⼈数については、PAS の Web サイトにニュースでご確

認ください。また、感染状況により開催が延期になる場合、

すでにお申込みいただいている⽅は、開催時に優先的にご

参加いただけます。 

内容 

⼈は本来、“⼈の中で”⽣まれ、育ち、営み、愛し合
い、育て、最後は死ぬ、⽣き物です。 

現在、⼈は孤⽴する⽅向に向かっています。世間を
騒がせるひきこもり・薬物・⾃死・虐待・うつ・いじめ、どれ
も孤⽴の問題が関与しています。孤⽴はニュースの中の
誰かの話ではなく、我々の⽇々の話です。 

新型コロナ感染拡⼤によるステイホーム⽣活は、この
ことをとても浮き彫りにしました。ステイホームによって孤
⽴を深め調⼦を崩した⼈が多くいます。これまでバラバラ
に⽣活していたのが、ステイホームで家族が家の中に⼀
緒にいなければならないことによって、不和の問題が隠せ
なくなり、離婚・虐待なども起きています。 

皆で集まりましょう、そして、⼀⽇、互いに関わってみま
しょう。誰かと関わると必ず「好き」か「嫌い」のどちらかが
出ます。これは⼼のエネルギーです。恐れずに⾔ってみま
しょう。元気になります。声を出せば、⼈の中での⾃分の
存在感を感じられます。⼗分に感じてみましょう。 

考えは主張し、思いは伝えてみましょう。皆別々の⼈
なので簡単には伝わらず、理解し合えません。だからこ
そ、それに取り組むのです。⼼の幹は太くなり、鍛えられ
ます。⾃分の姿も相⼿の姿もより⾒えてきます。 
 皆で集まりましょう。お待ちしています。 
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オープンハウス 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加費 

1 回 1,000 円 （Living Room を除く） 
 

オープンハウスのすべてのプログラムでご利⽤いた
だける回数券もございます。 
複数回参加予定の⽅や、複数のプログラムへご
参加を検討されている⽅におすすめです。 
【回数券】 年度内で利⽤可能。 
・3 回券 2,500 円 
・フリーパス 7,000 円（回数制限なし） 

 
※申込時に、ご希望の回数をお知らせください。 
※フリーパスでプログラムにご参加の際は、当該
プログラムの開催⽇前⽇までに、お電話またはメ

ールにて研究所にご連絡下さい。 

内容 

「オープンハウス」では、みなさまに気軽に参加していただ
ける様々なプログラムを開催しています。 
 
“⾃分で⾃分の時間をきざむ”を⼤きなテーマにした各プロ
グラムは、こころについての知識を学ぶ、仲間と集う、⾃分
⾃⾝とつきあう、今の⾃分を愛する、専⾨家と直接お話
をする…等々、⼀味違った体験になると思います。 
 
新しいことを学んだり、参加してちょっと元気になったり。ご
⾃⾝の毎⽇を豊かにしていくための、気軽に参加できるプ
ログラムです。ぜひご参加ください。 
 
【2022 年度プログラム】 
Living Room ・ ⼦育てサロン（オンライン開催） 
…他 
 
＊開講形式は、オンライン及び対⾯形式となります。詳
細はホームページより各プログラムをご覧ください。 
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Living Room 

誰かと話したい時、⼈を感じたい時、直接⼈と関わろう 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

講師 

花井 俊紀 ・ ⼭添 匠 

⽇程 

第 3 ⼟曜 
13:00〜15:00 

2022/5/21, 6/18, 9/17, 10/15, 11/19, 
12/17, 2023/1/21, 2/18, 3/18, 4/15 

料⾦ 

茶菓⼦代 500 円 
＊オープンハウス フリーパス利⽤の⽅は無料 

対象 

どなたでもお気軽に︕ 

こんな⼈におススメです︕ 

誰かと話したいと感じた⽅、普段⼈とのかかわりが
少なく⼈を感じたくなった⽅、など。 

備考 

※感染症対策のため、⼈数を制限して開催する場
合がございます。参加ご希望の⽅は前⽇ 17 時まで
に、お電話もしくはメールにてお申込みください。 

内容 

⼈と話したくなった時、⼈を感じたくなった時、ネットを
通じてではなく、直接⼈と関わったり感じたりしません
か︖ 

Living Room は誰でも⾃由に参加できるフリーグル
ープです。⾏きたい時にふらっと来ることができ、時間中
の出⼊りは⾃由です。Living Room では、特定の活
動や講義はありません。お茶とお菓⼦を囲みながら、リー
ダーや他の参加者とおしゃべりができます。⾃分は喋らず
とも⼈の話に⽿に傾けていることもできます。⼈を感じな
がら静かに本を読んでいても構いません。キッチンを使っ
て料理やお菓⼦を作って振る舞うこともできます。 

⼈は⼈の中で⽣きていることを感じられる PAS の
Living Room です。 
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⼦育てサロン＊オンライン開催
 

オープンハウスプログラム︓ 
 
 

  

 
 

講師 

橋本 ⿇耶 ・ 吉⽥ 愛 

⽇程 

第 3 ⽕曜 
10:30〜11︓40 

※⽇程はホームページで随時更新 

料⾦ 

1 回 1,000 円 
＊オープンハウスのページをご参照ください 

対象 

現在⼦育て中のママ、パパ。 
お⼦さまと⼀緒にどうぞ。 

こんな⼈におススメです︕ 

⼦育てに⾃信を持ちたい。 
⼦育ての話を楽しくしたい。 

⼦どもとの関わりを楽しみたい。ママ、パパ。 

備考 

※各回のテーマはホームページ及び Twitter にてお知
らせいたします。 

内容 

⼦育ての話を同じ⼦育て中のママやパパとたっぷり話
しましょう。毎回設けられたテーマを⽪切りに⾃分の⼦育
てについて話してみましょう。不安や⼼配だけでなく、楽
しさ、喜びなどたくさんの気持ち、ネットに溢れる情報も
何が必要で何が必要でないのか、整理をしましょう。話
をしていくことで、⼦育てをしている親としての⾃分の姿が
はっきりと⽴ち上がってくることと思います。親としての喜び
を感じ、⼦と共に成⻑する、そういう場をサロンとして提
供します。 
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お申込み⽅法 

ホームページより申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記⼊のうえ、１）E メー
ル、２）FAX、３）郵送、４）受付で⼿渡し、のいずれかの⽅法でご提出ください。1 週間以
内に研究所より申込受付のご連絡をさせていただきます。 

お問合せ先 

PAS ⼼理教育研究所 
〒153-0041 東京都⽬⿊区駒場 2-8-9 

電話・FAX︓03-6407-8201（受付時間 14:00-18:00） 
メールアドレス︓pas@pas-ins.com 

ホームページ︓https://www.pas-ins.com 
Twitter︓@PAS_fun2020 

アクセス 

京王井の頭線 駒場東⼤前駅 徒歩 5 分 

 


