
認定 NPO 法人 子どもの心理療法支援会 

２０1８－１９ 精神分析的心理療法 研修プログラム 

二次募集のご案内 

 

 NPO 法人「子どもの心理療法支援会」では，英国タビストック・クリニックで実施されている心理療法の訓練プログラムを参考に，

精神分析的心理療法について学ぶための研修プログラムを運営しています。このたび２０１８－１９年の研修プログラム受講生を

募集することになりましたのでお知らせいたします。内容の詳細はホームページ上の募集要項をご参照の上，所定の申込みフォ

ームにご記入いただき，事務局まで申込みをお願いします。 

コース名 講師 会場 定員 日時 

基
幹
セ
ミ
ナ
ー 

乳児観察セミナー 
平井正三 御池 ※満員 毎週月曜日 19:30～21:00 

鵜飼奈津子 梅田 ※満員 毎週土曜日 10:30～12:00 

精神分析入門セミナー（小人数の講義形式） 津田真知子他 森ノ宮 満員 第 1土曜日 15:40～18:10 

ワーク・ディスカッションセミナー 鈴木誠 御池 満員 第 3土曜日 18:30 ～21:00 

文
献
講
読 

文献講読Ⅰ 
ビオン 飛谷渉 なんば 若干名 第 4土曜日 18:30～21:00 

現代クライン 平井正三 御池 満員 第 1土曜日 18:30～21:00 

文献講読Ⅲ 

「こころの発達心理学」 

赤木和重 

／北川恵 

／久保信代 

御池 空き有 第 2土曜日 16:30～18:30 

応
用
セ
ミ
ナ
ー 

G 

S 

V 

Small Group SupervisionⅠ 飛谷渉 なんば 満員 第 2･4火曜日 20:00～21:30 

Small Group SupervisionⅡ 平井正三 御池 空き有 第 2･4金曜日 19:00～20:30 

Small Group SupervisionⅢ 仙道由香 新大阪 空き有 第 2・4火曜日 8:30～10:00 

森ノ宮事例検討会 津田真知子他 森ノ宮 満員 第 1土曜日 18:40～20:40 

体験グループ 仙道由香 新大阪 空き有 毎週水曜日 20:00～21:00  

勉
強
会
・ 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

子どもの心理療法ワークショップ 平井正三 御池 空き有 第 2土曜日 19:00～21:30 

親面接セミナー 津田真知子 京橋 満員 第 2土曜日 16:00～18:00 

思春期青年期の 

精神分析的心理療法セミナー 
飛谷渉 なんば 空き有 第 2土曜日 18:30～21:00 

心理療法のアセスメント（成人） 仙道由香 新大阪 空き有 第 4土曜日 18:30～21:00  

子どもの心理療法 One More Step 松本拓真 御池 空き有 第１土曜日 18:30～21:00 

京都精神分析研究会 平井正三   御池 ― 第 3土曜日 19:00～21:30 

※ 現在、乳児観察セミナーは満員ですが、ウェイティングリストにご登録できますのでご連絡いただけたらと思います。 

 

会場：会場の詳細は受付後，参加者にのみお伝えいたします（最寄駅などは HP 上の募集要項を参照）。 

 

 
お問い合わせ：NPO 法人子どもの心理療法支援会 事務局 ホームページ：http://sacp.jp 

Fax ：０７５－６００－３２３８  E-mail：info@sacp.jp 
 
☆研修の内容について聞きたい，ホームページを御覧になれない，NPO 正会員になりたいなどがございました
ら，お気軽にお問い合わせください。 

講師変更 

NEW! 

http://sacp.jp/
mailto:info@sacp.jp


受講料 

それぞれの研修の受講料と納入方法は以下をご参照ください。料金の分納制度はあくまで振込みの負担を軽減するための措置です。

研修プログラムは１年を通して参加していただくことで得られる濃密な学びとメンバーシップを重視しておりますので，半年単位の参

加はご遠慮いただいております。一度納入されました受講料は，返金いたしかねますのでご了承ください。 

 コース名 受講料 納入方法 

基
幹
セ
ミ
ナ
ー 

乳児観察セミナー 5,000円/1回 各月ごとに講師にお支払ください。 

精神分析入門セミナー 30,000 円/全 10回 受講料は 3月末までに指定の振込先へ納入ください。 

ワーク・ディスカッションセミナー 50,000 円/全 10回 

受講料は 3 月末までに納入ください。分納希望される方

は半額を 3月末まで，残りの半額を 10月末までに指定の

振込先へ納入ください。 

文献講読Ⅰ 
正会員 

50,000 円/全 10回 

その他 

60,000 円/全 10回 

受講料は 3 月末までに納入ください。分納希望される方

は半額を 3月末まで，残りの半額を 10月末までに指定の

振込先へ納入ください。 

※正会員割引は２月の理事会までに入会が承認された

方に限ります※ 

文献講読Ⅲ 

応
用
セ
ミ
ナ
ー 

Small Group S.V.Ⅰ 5.000円/1回 90分 

セミナー開講後，講師の指示に従ってください。 

Small Group S.V.Ⅱ 6,000円/1回 90分 

Small Group S.V.Ⅲ 6,000円/1回 90分 

森ノ宮事例検討会 25,000 円/全 10回 

体験グループ 5.000円/1回 60分 

親面接セミナー 40,000円/全 10回 

子どもの心理療法ワークショップ 

50,000 円/全 10回 
思春期青年期の 

精神分析的心理療法セミナー 

心理療法のアセスメント 

子どもの心理療法 One More Step 2,0000円／全 10回 

京都精神分析研究会 無料 
NPO正会員のみ参加できます。 

参加ご希望の方は事務局までご連絡ください。 

対象：臨床心理士，医師，それに準じる専門家。もしくはその養成過程の大学院生。 
 
申し込み締め切り：３月３０日（先着順） 

申込方法：申込用紙（ホームページ http://sacp.jp 上のフォーム）に必要事項を記入の上，2018

年 3月３０日までに「子どもの心理療法支援会」事務局まで E-mailまたは Faxに

てお申込みください。 

参加の可否：二次募集は先着順になります。メールが未達になるケースが散見されますので５日たってもメールの返事

が届かなかった場合は、改めてお問い合わせ下さい。 

http://sacp.jp/

