日本傾聴連合会認定心理カウンセラー養成資格講座 益子校 日程表 (2016-2018)
2016.10.17改定
※日程は変更になる場合があります

第３巡目 知識編 技術編 （2016年）
期日

講師 水沼利浩 （１部 10時30分～13時, ２部 14時～16時30分）

10/21（金） 知識編① スーパービジョン

知識編② 自己受容と自己一致 技術編① 無意識ラポール形成

技術編② 共感ＶＳ同感

10/23（日） 知識編① スーパービジョン

知識編② 自己受容と自己一致 技術編① 無意識ラポール形成

技術編② 共感ＶＳ同感

11/3（木） 知識編③ 無意識/ラポール

知識編④ 防衛機制

技術編③ 積極的傾聴と受容的傾聴

技術編④ 成人期葛藤問題

11/5（土） 知識編③ 無意識/ラポール

知識編④ 防衛機制

技術編③ 積極的傾聴と受容的傾聴

技術編④ 成人期葛藤問題

11/18（金） 知識編⑤ エリクソン心理発達論 知識編⑥ 境界知能の理解

技術編⑤ 脳機能解析業務

技術編⑥ 学童期対応

11/20（日） 知識編⑤ エリクソン心理発達論 知識編⑥ 境界知能の理解

技術編⑤ 脳機能解析業務

技術編⑥ 学童期対応

12/1（木） 知識編⑦ 重要顧客の理解

知識編⑧ 脳機能解説

技術編⑦ 自己受容

技術編⑧ 母の理想像の崩壊

12/3（土） 知識編⑦ 重要顧客の理解

知識編⑧ 脳機能解説

技術編⑦ 自己受容

技術編⑧ 母の理想像の崩壊

12/16（金） 知識編⑨ 学童期

知識編⑩ まとめ

技術編⑨ パートナーになる

技術編⑩ まとめ

12/18（日） 知識編⑨ 学童期

知識編⑩ まとめ

技術編⑨ パートナーになる

技術編⑩ まとめ

講師 水沼利浩 （10時30分～16時30分）
開業セミナー前編 （有料）
開業セミナー後編 （有料）

期日
1/7（土）
1/8（日）

第４巡目 基礎編 （2017年）
期日

講師 水沼利浩 （１部 10時30分～13時, ２部 14時～16時30分）

1/13（金） 第１歩 今日はどういったことでいらっしゃいましたか？

第２歩 聞く、聴くの間に ‐セラピストの聞く姿勢-

1/15（日） 第１歩 今日はどういったことでいらっしゃいましたか？

第２歩 聞く、聴くの間に ‐セラピストの聞く姿勢-

1/26（木） 第３歩 無意識と意識が程良く仲良し -自己一致-

第４歩 あなたの世界、私の世界 -共感的理解-

1/29（日） 第３歩 無意識と意識が程良く仲良し -自己一致-

第４歩 あなたの世界、私の世界 -共感的理解-

第５歩 ざわざわするひと -無条件の肯定的尊重（受容）-

第６歩 カウンセリングの三大効果

2/12（日） 第５歩 ざわざわするひと -無条件の肯定的尊重（受容）-

第６歩 カウンセリングの三大効果

2/24（金） 第７歩 無意識さんも解って欲しい -自己受容-

第８歩 ラポールしようよ（ペーシング、ミラーリング、リーディング）

2/25（土） 第７歩 無意識さんも解って欲しい -自己受容-

第８歩 ラポールしようよ（ペーシング、ミラーリング、リーディング）

3/10（金） 第９歩 不適用と自己一致 -カウンセリングの姿勢-

第１０歩 ステートコントロール実習

3/11（土） 第９歩 不適用と自己一致 -カウンセリングの姿勢-

第１０歩 ステートコントロール実習

2/9（木）

第４巡目 知識編 技術編 （2017年）
期日

講師 水沼利浩 （１部 10時30分～13時, ２部 14時～16時30分）

3/24（金） 知識編① スーパービジョン

知識編② 自己受容と自己一致 技術編① 無意識ラポール形成

技術編② 共感ＶＳ同感

3/25（土） 知識編① スーパービジョン

知識編② 自己受容と自己一致 技術編① 無意識ラポール形成

技術編② 共感ＶＳ同感

4/7（金）

知識編③ 無意識/ラポール

知識編④ 防衛機制

技術編③ 積極的傾聴と受容的傾聴

技術編④ 成人期葛藤問題

4/8（土）

知識編③ 無意識/ラポール

知識編④ 防衛機制

技術編③ 積極的傾聴と受容的傾聴

技術編④ 成人期葛藤問題

4/21（金） 知識編⑤ エリクソン心理発達論 知識編⑥ 境界知能の理解

技術編⑤ 脳機能解析業務

技術編⑥ 学童期対応

4/22（土） 知識編⑤ エリクソン心理発達論 知識編⑥ 境界知能の理解

技術編⑤ 脳機能解析業務

技術編⑥ 学童期対応

5/12（金） 知識編⑦ 重要顧客の理解

知識編⑧ 脳機能解説

技術編⑦ 自己受容

技術編⑧ 母の理想像の崩壊

5/14（日） 知識編⑦ 重要顧客の理解

知識編⑧ 脳機能解説

技術編⑦ 自己受容

技術編⑧ 母の理想像の崩壊

5/26（金） 知識編⑨ 学童期

知識編⑩ まとめ

技術編⑨ パートナーになる

技術編⑩ まとめ

5/27（日） 知識編⑨ 学童期

知識編⑩ まとめ

技術編⑨ パートナーになる

技術編⑩ まとめ

講師 水沼利浩 （10時30分～16時30分）
開業セミナー前編 （有料）
開業セミナー後編 （有料）

期日
6/9（金）
6/10（土）

第５巡目 基礎編 （2017年）
期日

講師 水沼利浩 （１部 10時30分～13時, ２部 14時～16時30分）

6/23（金） 第１歩 今日はどういったことでいらっしゃいましたか？

第２歩 聞く、聴くの間に ‐セラピストの聞く姿勢-

6/24（土） 第１歩 今日はどういったことでいらっしゃいましたか？

第２歩 聞く、聴くの間に ‐セラピストの聞く姿勢-

7/7（金）

第３歩 無意識と意識が程良く仲良し -自己一致-

第４歩 あなたの世界、私の世界 -共感的理解-

7/8（土）

第３歩 無意識と意識が程良く仲良し -自己一致-

第４歩 あなたの世界、私の世界 -共感的理解-

7/21（金） 第５歩 ざわざわするひと -無条件の肯定的尊重（受容）-

第６歩 カウンセリングの三大効果

7/22（土） 第５歩 ざわざわするひと -無条件の肯定的尊重（受容）-

第６歩 カウンセリングの三大効果

8/4（金）

第７歩 無意識さんも解って欲しい -自己受容-

第８歩 ラポールしようよ（ペーシング、ミラーリング、リーディング）

8/5（土）

第７歩 無意識さんも解って欲しい -自己受容-

第８歩 ラポールしようよ（ペーシング、ミラーリング、リーディング）

8/18（金） 第９歩 不適用と自己一致 -カウンセリングの姿勢-

第１０歩 ステートコントロール実習

8/19（土） 第９歩 不適用と自己一致 -カウンセリングの姿勢-

第１０歩 ステートコントロール実習

第５巡目 知識編 技術編 （2017年）
期日

講師 水沼利浩 （１部 10時30分～13時, ２部 14時～16時30分）

9/1（金）

知識編① スーパービジョン

知識編② 自己受容と自己一致 技術編① 無意識ラポール形成

技術編② 共感ＶＳ同感

9/2（土）

知識編① スーパービジョン

知識編② 自己受容と自己一致 技術編① 無意識ラポール形成

技術編② 共感ＶＳ同感

9/15（金） 知識編③ 無意識/ラポール

知識編④ 防衛機制

技術編③ 積極的傾聴と受容的傾聴

技術編④ 成人期葛藤問題

9/16（土） 知識編③ 無意識/ラポール

知識編④ 防衛機制

技術編③ 積極的傾聴と受容的傾聴

技術編④ 成人期葛藤問題

9/29（金） 知識編⑤ エリクソン心理発達論 知識編⑥ 境界知能の理解

技術編⑤ 脳機能解析業務

技術編⑥ 学童期対応

9/30（土） 知識編⑤ エリクソン心理発達論 知識編⑥ 境界知能の理解

技術編⑤ 脳機能解析業務

技術編⑥ 学童期対応

10/13（金） 知識編⑦ 重要顧客の理解

知識編⑧ 脳機能解説

技術編⑦ 自己受容

技術編⑧ 母の理想像の崩壊

10/14（土） 知識編⑦ 重要顧客の理解

知識編⑧ 脳機能解説

技術編⑦ 自己受容

技術編⑧ 母の理想像の崩壊

10/27（金） 知識編⑨ 学童期

知識編⑩ まとめ

技術編⑨ パートナーになる

技術編⑩ まとめ

10/28（土） 知識編⑨ 学童期

知識編⑩ まとめ

技術編⑨ パートナーになる

技術編⑩ まとめ

期日
11/10（金）
11/11（土）

講師 水沼利浩 （10時30分～16時30分）
開業セミナー前編 （有料）
開業セミナー後編 （有料）

第６巡目 基礎編 （2017年～2018年）
期日

講師 水沼利浩 （１部 10時30分～13時, ２部 14時～16時30分）

11/17（金） 第１歩 今日はどういったことでいらっしゃいましたか？

第２歩 聞く、聴くの間に ‐セラピストの聞く姿勢-

11/18（土） 第１歩 今日はどういったことでいらっしゃいましたか？

第２歩 聞く、聴くの間に ‐セラピストの聞く姿勢-

12/1（金） 第３歩 無意識と意識が程良く仲良し -自己一致-

第４歩 あなたの世界、私の世界 -共感的理解-

12/2（土） 第３歩 無意識と意識が程良く仲良し -自己一致-

第４歩 あなたの世界、私の世界 -共感的理解-

12/15（金） 第５歩 ざわざわするひと -無条件の肯定的尊重（受容）-

第６歩 カウンセリングの三大効果

12/16（土） 第５歩 ざわざわするひと -無条件の肯定的尊重（受容）-

第６歩 カウンセリングの三大効果

1/5（金）

第７歩 無意識さんも解って欲しい -自己受容-

第８歩 ラポールしようよ（ペーシング、ミラーリング、リーディング）

1/6（土）

第７歩 無意識さんも解って欲しい -自己受容-

第８歩 ラポールしようよ（ペーシング、ミラーリング、リーディング）

1/19（金） 第９歩 不適用と自己一致 -カウンセリングの姿勢-

第１０歩 ステートコントロール実習

1/20（土） 第９歩 不適用と自己一致 -カウンセリングの姿勢-

第１０歩 ステートコントロール実習

