
ＪＴＣ日本心理カウンセラー
養成学院 東京校
ファシリテータースキル講座

★こんな方におすすめ★

セミナー企画をお考えの方や、学院の講師を目指されている方はもちろんのこと、職場で責任ある立場につかれて
いる方や、人前で話すスキルを高めたい方にオススメの講座です。講座内では身につけたスキルを実践するために、
皆さんご自身のオリジナルのセミナーを作っていただき、発表していただく機会も設けています。
リーダーに必要な心の在り方・姿勢はもちろん、セミナー構築のスキルなども身につけることができ、教育・指導・グ

ループや組織の形成に大きく役立つでしょう！

【回数】全６回 【曜日】土曜日 16:00～20:00

【日程】①②3/21、③④4/18、⑤⑥5/23 (15:00～19:00）
（※１日で２回分のカリキュラムを行います）

【特典】『心理カウンセラー基礎講座・認定講師運営ライセンス講座』[77,000円(税込)]とのダブル受講で

合計額が２０%オフ！！合計 136,400円(税込) ⇒ 109,120円(税込)

【金額】 59,400円（税込）

★人前で話すスキルを身につけ、表現力をアップさせたい方
★心理カウンセラーとして独立したい方
★こころのわ会員であり、セミナー開催にチャレンジしたい方

認定交流分析療法士資格試験対策講座

【金額】 9,900円（税込） 【場所】 東京校

【日時】 3/1（日）17：00～19：00

※資格試験の申込は「ＮＰＯ法人日本カウンセリング普及協会へ（申込期間2/1～2/29）
※試験日 4/5（日）
※マンツーマン受講可能（受講料×1.5＝¥14,850）

＊試験日については、各自受験票をご確認下さい＊
資格取得をお考えの方には必須といえる講座です！
また資格取得だけでなく、復習の機会にもなります♪

日本心理カウンセラー養成学院 <全国お問い合わせデスク>

TEL.06-6532-5030 (月～金[土日祝除く] 10:00～18:30) FAX.06-6532-5040 E-mail. ask@jtc-web.jp

公式アカウントオープンしました！日本心理カウンセラー

いいね！を押して学院の最新情報を受け取ろう♪ 全国お問い合わせデスクに手軽に質問可能☆★

★ インターン審査 ★

【金額】11,000円（税込）

【日時】[１部] 4/15(水)13：00～15：00
[２部] 4/26(日)13：00～15：00

対象者 ：養成講座修了者

審査内容：
①800文字論文当日提出
②10分傾聴・3分ふり返り審査

申込受付：3/1～受付開始 ※定員：各部8名

①養成講座の卒業

②教育分析で審査の
練習をオススメします

③インターン審査

まずは、心理カウン
セラー養成講座の
卒業が条件です。

希望の旨を講師に相談し
義務ではないですが、教育分析
で審査の要項を確認・練習する

ことをオススメします。

開催月前月２５日までに
審査申込をして10分傾聴
&小論文提出に臨みます。

【インターン生になるまで】



日本心理カウンセラー養成学院 <全国お問い合わせデスク>

TEL.06-6532-5030 (月～金[祝除く] 10:00～18:30) FAX.06-6532-5040 E-mail. ask@jtc-web.jp

公式アカウントオープンしました！日本心理カウンセラー

いいね！を押して学院の最新情報を受け取ろう♪

日本心理カウンセラー

全国お問い合わせデスクに手軽に質問可能☆★

連続開催中！！ １ＤＡＹ傾聴トレーニング講座♪

【金額】 4,400円（税込）

【日時】3/14（土）10時～12時

３月テーマ「30分カウンセリング体験～基本的傾聴を脱却！
共感しながら適材適所で用いる療法・技法のトレーニング～」

「実際のカウンセリングはどのようなものか見てみたい・体感したい！」
「試験のため傾聴トレーニングにはもう数回通ったので、その続きの傾聴力をつけたい！」

そんな想いを持ち、現在養成講座で基礎を学びながら現場のカウンセリングを
知りたい方、また基礎からのスキルアップを目指す在校生・卒業生のみなさまへの“傾聴・
心理カウンセリングを知る”1～3月限定の単発講座です！

今月も30分間時間を取り、基本的傾聴技法だけでなく、
その他の療法、実際のカウンセリング場面で必要な関わりを学ぶことが出来ます。

心理カウンセラーとしてスキルアップをお考えの方、是非“実績を
積む場”としてお使いください。 継続して研鑽を積みましょう

※各講座の日程は変更になる場合もございます。その都度WEBサイトや教室内インフォメーションでご確認ください。

【場所】 東京校



[ 講座申込用紙 ]
申込日： 年 月 日

参加者氏名 住所

フリガナ （〒 － ）

TEL： E-MAIL： ＠

参加講座名とクラスを記入してください ※複数の講座にお申込みをされる方は、２つ目以降は②に記入してください。

①第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

②第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

③第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

④第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

【お申込み】FAX：06-6532-5040 ※FAXをお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアをご利用ください

【お申込方法】
・上記に必要事項を明記の上、FAXでお申込み後、下記にお振込みください。

★WEBサイトフォームはこちらから(https://jtc-web.jp/short_form/) ⇒
・各月２５日までにお手続きをお願いします。

（※２５日が土日祝日に当たる場合、期限は前後致しますので該当月のインフォメーション詳細をご確認下さい。）

【お振込先】 三菱ＵＦＪ銀行 心斎橋支店 普通0144345 カ）ニホンソウゴウカウンセリング

・お申込みと入金が当方で確認できた時点で申込が完了します。また開講決定前であれば事務手数料(※5,500円)を差し引いて返金可能です。
ただし、2020/2/26以降は返金いたしかねます。開講月前月27日頃にWEBサイトスクールインフォメーション(http://jtc-web.jp/student/)⇒
に開講決定状況がアップされますのでご確認ください。（※一定の申込人数に満たない場合は少人数開講募集、或いは開講無しとなります）
・その他の条件は、当学院の規約に準じます。

日本心理カウンセラー

日本心理カウンセラー養成学院 <全国お問い合わせデスク>

TEL.06-6532-5030 (月～金[土日祝除く] 10:00～18:30) FAX.06-6532-5040 E-mail. ask@jtc-web.jp

公式アカウントオープンしました！日本心理カウンセラー

いいね！を押して学院の最新情報を受け取ろう♪ 全国お問い合わせデスクに手軽に質問可能☆★



ＪＴＣ日本心理カウンセラー
養成学院 名古屋校

ファシリテータースキル講座

★こんな方におすすめ★

セミナー企画をお考えの方や、学院の講師を目指されている方はもちろんのこと、職場で責任ある立場につかれて
いる方や、人前で話すスキルを高めたい方にオススメの講座です。講座内では身につけたスキルを実践するために、
皆さんご自身のオリジナルのセミナーを作っていただき、発表していただく機会も設けています。
リーダーに必要な心の在り方・姿勢はもちろん、セミナー構築のスキルなども身につけることができ、教育・指導・グ

ループや組織の形成に大きく役立つでしょう！

【回数】全６回 【曜日】日曜日 10:00～12:00

【日程】3/1、22、4/5、12、5/10、24
【特典】『心理カウンセラー基礎講座・認定講師運営ライセンス講座』[77,000円(税込)]とのダブル受講で

合計額が２０%オフ！！合計 136,400円(税込) ⇒ 109,120円(税込)

【金額】59,400円（税込）

★人前で話すスキルを身につけ、表現力をアップさせたい方
★心理カウンセラーとして独立したい方
★こころのわ会員であり、セミナー開催にチャレンジしたい方

日本心理カウンセラー養成学院 <全国お問い合わせデスク>

TEL.06-6532-5030 (月～金[土日祝除く] 10:00～18:30) FAX.06-6532-5040 E-mail. ask@jtc-web.jp

公式アカウントオープンしました！日本心理カウンセラー

いいね！を押して学院の最新情報を受け取ろう♪ 全国お問い合わせデスクに手軽に質問可能☆★

★ インターン審査 ★

【金額】11,000円（税込）

【日時】4/22(水)13：00～15：00

対象者 ：養成講座修了者

審査内容：
①800文字論文当日提出
②10分傾聴・3分ふり返り審査

申込受付：3/1～受付開始 ※定員：各部8名

①養成講座の卒業

②教育分析で審査の
練習をオススメします

③インターン審査

まずは、心理カウン
セラー養成講座の
卒業が条件です。

希望の旨を講師に相談し
義務ではないですが、教育分析
で審査の要項を確認・練習する

ことをオススメします。

開催月前月２５日までに
審査申込をして10分傾聴
&小論文提出に臨みます。

【インターン生になるまで】



日本心理カウンセラー養成学院 <全国お問い合わせデスク>

TEL.06-6532-5030 (月～金[祝除く] 10:00～18:30) FAX.06-6532-5040 E-mail. ask@jtc-web.jp

公式アカウントオープンしました！日本心理カウンセラー

いいね！を押して学院の最新情報を受け取ろう♪

日本心理カウンセラー

全国お問い合わせデスクに手軽に質問可能☆★

連続開催中！！ １ＤＡＹ傾聴トレーニング講座♪

【金額】 4,400円（税込）

【日時】3/15（日）10時～12時

３月テーマ「30分カウンセリング体験～基本的傾聴を脱却！
共感しながら適材適所で用いる療法・技法のトレーニング～」

「実際のカウンセリングはどのようなものか見てみたい・体感したい！」
「試験のため傾聴トレーニングにはもう数回通ったので、その続きの傾聴力をつけたい！」

そんな想いを持ち、現在養成講座で基礎を学びながら現場のカウンセリングを
知りたい方、また基礎からのスキルアップを目指す在校生・卒業生のみなさまへの“傾聴・
心理カウンセリングを知る”1～3月限定の単発講座です！

今月も30分間時間を取り、基本的傾聴技法だけでなく、
その他の療法、実際のカウンセリング場面で必要な関わりを学ぶことが出来ます。

心理カウンセラーとしてスキルアップをお考えの方、是非“実績を
積む場”としてお使いください。 継続して研鑽を積みましょう

※各講座の日程は変更になる場合もございます。その都度WEBサイトや教室内インフォメーションでご確認ください。

【場所】 名古屋校



[ 講座申込用紙 ]
申込日： 年 月 日

参加者氏名 住所

フリガナ （〒 － ）

TEL： E-MAIL： ＠

参加講座名とクラスを記入してください ※複数の講座にお申込みをされる方は、２つ目以降は②に記入してください。

①第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

②第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

③第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

④第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

【お申込み】FAX：06-6532-5040 ※FAXをお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアをご利用ください

【お申込方法】
・上記に必要事項を明記の上、FAXでお申込み後、下記にお振込みください。

★WEBサイトフォームはこちらから(https://jtc-web.jp/short_form/) ⇒
・各月２５日までにお手続きをお願いします。

（※２５日が土日祝日に当たる場合、期限は前後致しますので該当月のインフォメーション詳細をご確認下さい。）

【お振込先】 三菱ＵＦＪ銀行 心斎橋支店 普通0144345 カ）ニホンソウゴウカウンセリング

・お申込みと入金が当方で確認できた時点で申込が完了します。また開講決定前であれば事務手数料(※5,500円)を差し引いて返金可能です。
ただし、2020/2/26以降は返金いたしかねます。開講月前月27日頃にWEBサイトスクールインフォメーション(http://jtc-web.jp/student/)⇒
に開講決定状況がアップされますのでご確認ください。（※一定の申込人数に満たない場合は少人数開講募集、或いは開講無しとなります）
・その他の条件は、当学院の規約に準じます。

日本心理カウンセラー

日本心理カウンセラー養成学院 <全国お問い合わせデスク>

TEL.06-6532-5030 (月～金[土日祝除く] 10:00～18:30) FAX.06-6532-5040 E-mail. ask@jtc-web.jp

公式アカウントオープンしました！日本心理カウンセラー

いいね！を押して学院の最新情報を受け取ろう♪ 全国お問い合わせデスクに手軽に質問可能☆★



ＪＴＣ日本心理カウンセラー
養成学院 大阪校

ファシリテータースキル講座

★こんな方におすすめ★

セミナー企画をお考えの方や、学院の講師を目指されている方はもちろんのこと、職場で責任ある立場につかれて
いる方や、人前で話すスキルを高めたい方にオススメの講座です。講座内では身につけたスキルを実践するために、
皆さんご自身のオリジナルのセミナーを作っていただき、発表していただく機会も設けています。
リーダーに必要な心の在り方・姿勢はもちろん、セミナー構築のスキルなども身につけることができ、教育・指導・グ

ループや組織の形成に大きく役立つでしょう！

【回数】全６回 【曜日】日曜日 10:00～12:00

【日程】 3/15、29、4/12、26、5/10、24

【特典】『心理カウンセラー基礎講座・認定講師運営ライセンス講座』[77,000円(税込)]とのダブル受講で

合計額が２０%オフ！！合計 136,400円(税込) ⇒ 109,120円(税込)

【金額】59,400円（税込）

★人前で話すスキルを身につけ、表現力をアップさせたい方
★心理カウンセラーとして独立したい方
★こころのわ会員であり、セミナー開催にチャレンジしたい方

日本心理カウンセラー養成学院 <全国お問い合わせデスク>

TEL.06-6532-5030 (月～金[土日祝除く] 10:00～18:30) FAX.06-6532-5040 E-mail. ask@jtc-web.jp

公式アカウントオープンしました！日本心理カウンセラー

いいね！を押して学院の最新情報を受け取ろう♪ 全国お問い合わせデスクに手軽に質問可能☆★

★ インターン審査 ★

【金額】10,800円（税込）

【日時】[１部]4/18(土)13：00～15：00
[２部]4/23(木)13：00～15：00

対象者 ：養成講座修了者

審査内容：
①800文字論文当日提出
②10分傾聴・3分ふり返り審査

申込受付：3/1～受付開始 ※定員：各部8名

①養成講座の卒業

③インターン審査

まずは、心理カウン
セラー養成講座の
卒業が条件です。

希望の旨を講師に相談し
義務ではないですが、教育分析
で審査の要項を確認・練習する

ことをオススメします。

開催月前月２５日までに
審査申込をして10分傾聴
&小論文提出に臨みます。

【インターン生になるまで】



日本心理カウンセラー養成学院 <全国お問い合わせデスク>

TEL.06-6532-5030 (月～金[祝除く] 10:00～18:30) FAX.06-6532-5040 E-mail. ask@jtc-web.jp

公式アカウントオープンしました！日本心理カウンセラー

いいね！を押して学院の最新情報を受け取ろう♪

日本心理カウンセラー

全国お問い合わせデスクに手軽に質問可能☆★

連続開催中！！ １ＤＡＹ傾聴トレーニング講座♪

【金額】 4,400円（税込）

【日時】3/28（土）13時～15時

３月テーマ「30分カウンセリング体験～基本的傾聴を脱却！
共感しながら適材適所で用いる療法・技法のトレーニング～」

「実際のカウンセリングはどのようなものか見てみたい・体感したい！」
「試験のため傾聴トレーニングにはもう数回通ったので、その続きの傾聴力をつけたい！」

そんな想いを持ち、現在養成講座で基礎を学びながら現場のカウンセリングを
知りたい方、また基礎からのスキルアップを目指す在校生・卒業生のみなさまへの“傾聴・
心理カウンセリングを知る”1～3月限定の単発講座です！

今月も30分間時間を取り、基本的傾聴技法だけでなく、
その他の療法、実際のカウンセリング場面で必要な関わりを学ぶことが出来ます。

心理カウンセラーとしてスキルアップをお考えの方、是非“実績を
積む場”としてお使いください。 継続して研鑽を積みましょう

※各講座の日程は変更になる場合もございます。その都度WEBサイトや教室内インフォメーションでご確認ください。

【場所】 大阪校



[ 講座申込用紙 ]
申込日： 年 月 日

参加者氏名 住所

フリガナ （〒 － ）

TEL： E-MAIL： ＠

参加講座名とクラスを記入してください ※複数の講座にお申込みをされる方は、２つ目以降は②に記入してください。

①第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

②第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

③第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

④第１希望（ ）講座 （ ）曜日 （ ）時～ 校

第２希望 （ ）曜日 （ ）時～ 校

【お申込み】FAX：06-6532-5040 ※FAXをお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアをご利用ください

【お申込方法】
・上記に必要事項を明記の上、FAXでお申込み後、下記にお振込みください。

★WEBサイトフォームはこちらから(https://jtc-web.jp/short_form/) ⇒
・各月２５日までにお手続きをお願いします。

（※２５日が土日祝日に当たる場合、期限は前後致しますので該当月のインフォメーション詳細をご確認下さい。）

【お振込先】 三菱ＵＦＪ銀行 心斎橋支店 普通0144345 カ）ニホンソウゴウカウンセリング

・お申込みと入金が当方で確認できた時点で申込が完了します。また開講決定前であれば事務手数料(※5,500円)を差し引いて返金可能です。
ただし、2020/2/26以降は返金いたしかねます。開講月前月27日頃にWEBサイトスクールインフォメーション(http://jtc-web.jp/student/)⇒
に開講決定状況がアップされますのでご確認ください。（※一定の申込人数に満たない場合は少人数開講募集、或いは開講無しとなります）
・その他の条件は、当学院の規約に準じます。

日本心理カウンセラー

日本心理カウンセラー養成学院 <全国お問い合わせデスク>

TEL.06-6532-5030 (月～金[土日祝除く] 10:00～18:30) FAX.06-6532-5040 E-mail. ask@jtc-web.jp

公式アカウントオープンしました！日本心理カウンセラー

いいね！を押して学院の最新情報を受け取ろう♪ 全国お問い合わせデスクに手軽に質問可能☆★


