
2022年7月6日時点

時間 対象 受講料（税込） 申込締切日

ZOOM　お試し会 2022年 10月16日 (日) 11:00～12:00
一般

 臨床美術士
無料 2022年10月6日

時間 対象 受講料（税込） 申込締切日

＜開業支援講座＞

一瞬で相手のココロを≪
つかむ≫話のつくり方

阿隅　和美
初対面で,最初の10秒で「あなたの話を効き
たい」と思わせる話し方の極意を、元ニュー
スキャスターの講師から学びます。

2023年 1月29日 (日) 10：00～12：00
臨床美術士

4級以上
8,800円 2023年1月19日

2022年 7月29日 (金) 14：00～16：00 2022年7月18日

2022年 10月28日 (金) 14：00～16：00 2022年10月17日

子どもの
絵の見方・褒め方

蜂谷 和郎

なぜ絵が必要か、作品をどう見て、どう褒め
る？
子どもがその気になるには何が必要かを学
びます。

2022年 11月13日 (日) 10：30～11：40
一般

 臨床美術士
5,500円 2022年11月3日

これだけは知っておこう
著作権講座

赤司 修一
臨床美術実施に際し必要な著作権の知識
の基本をわかりやすく学びます。

2022年 10月9日 (日) 14：00～15：10
一般

 臨床美術士
5,500円 2022年9月29日

2022年 9月25日 (日) 14：00～15：10 2022年9月15日

2023年 1月22日 （日） 10：30～11：40 2023年1月12日

2022年 7月31日 (日) 10:30～12:00 2022年7月21日

2023年 1月29日 （日） 14：00～15:30 2023年1月19日

2022年 7月31日 (日) 14：00～15：30 2022年7月7日

2022年 10月30日 (日) 10：30～12：00 2022年10月6日

2022年 10月23日 (日) 10：30～11：40 2022年10月13日

2023年 1月22日 (日) 14：00～15：10 2023年1月12日

2022年 12月11日 (日) 10：30～11：40 2022年12月1日

2023年 3月26日 (日) 10：30～11：40 2023年3月16日

2022年 8月17日 (水) 20:00～21:10 2022年8月8日

2022年 12月21日 (水) 20：00～21：10 2022年12月12日

2023年 1月18日 (水) 20：00～21：10 2023年1月9日

2023年 2月22日 (水) 20：00～21：10 2023年2月13日

フィンランドとの交流から
見えた臨床美術の広がり
－過去・現在・未来－

大城　泰造

フィンランドで展開されているエンカウンターアート
（フィンランド型臨床美術）について
協働の歩みと現在をご紹介いただき、今後の可
能性について考えます。

2022年 12月11日 (日) 14：00～15：10
一般

 臨床美術士
5,500円 2022年12月1日

＜開業支援講座＞

臨床美術士としての
SNS活用方法

Twitter・Instagram・
Facebook活用入門

小林 春日

Twitter・Instagram・Facebookなどそれぞれの特
長と違いを知り、臨床美術士として心に響く言葉
の投稿の仕方やアート作品などの視覚的な表現
をSNS上でどう発信していくことがより効果的なの
かを学びます。

2022年 10月14日 (金) 14：00～16：00
臨床美術士

4級以上
8,800円 2022年10月3日

時間 対象 受講料 申込締切日

職業別交流会
＜保育士編＞

2022年 8月28日 (日) 16:00～17:30
一般

臨床美術士
無料 2022年8月18日

≪オンライン講座  受講に際して≫　

Wi-Fi などのインターネット接続環境、パソコンまたはタブレットなどの機器、カメラ、イヤホンなどが必要です。 

詳細はお申込み後にメールでご案内いたします。

右記のQRコードからお申し込み頂けます。

今後の予定・申込方法などはメールマガジン・ホームページでもお知らせします。

「交流会スケジュール」

【オンライン交流会】 日程

保育士の資格を持っている方、保育士と接点がある方、
持ちたい方の情報交換会です

本講座はZoomを使ったオンライン講座のため、

臨床美術で
子どもが変わった

元山 清博

臨床美術を総合学習として導入した幸松小
学校の元校長である講師から、取り組みに
ついての報告と今後、学校現場等での活躍
に向けての留意点などを学びます。

一般
 臨床美術士

5,500円

「カウンセリング講座」
自分自身をじっくり見つめ

てみよう
～自分の心のケアを忘れ

ずに～

関根一夫

5級養成講座の存在論的人間観をご担当
の関根先生の講座。今回は【自分と向き合
い、自分を知る】をテーマに全4回の開講し
ます。単発で受講可能。

一般
 臨床美術士

5,500円

＜五感研修会＞

「東洋医学」自律神経を
整えて快適に美しく

加賀谷 雅子
自律神経の働きを知り、呼吸法、体ほぐし、
てあて、台座のお灸で、季節に沿った心身
をケアする養生法を学びます。

一般
 臨床美術士

6,160円
（教材費込）

臨床美術の放課後等
デイサービスへの導入に

向けて
元山 清博

放課後等デイサービスで園長を務める講師
と子どもたちの様子を通してどのようなことが
臨床美術の導入に必要か考えます。

一般
 臨床美術士

5,500円

保育園での臨床美術 青木 一則
保育における美術表現を俯瞰し、臨床美術
の何が有効で何が課題なのかを考え学びま
す。

一般
 臨床美術士

5,500円

【オンライン研修】 日程

8,800円

これだけは知っておこう
個人情報・肖像権

赤司　修一

臨床美術士は参加者の個人情報を扱いま
す。また、現場での記録の為に制作風景を
撮影することもあるかと思いますが、これらの
管理、、保護について基本を学びます。

一般
 臨床美術士

5,500円

臨床美術士
4級以上

臨床美術を仕事にするために必要な”仕事
の価値”を生み出すマネージメントや経理、
運営について学びます。

山崎　龍一
＜開業支援講座＞

もう迷わない！
臨床美術の価格設定

「研修スケジュール」

「ZOOM お試し会・スケジュール」

【オンライン講座】 日程

「会報誌JCAA News 61号」（2021年12月発行）「Zoom
入門」特集を見ながら実際にZoomを使ってみる「お試し
会」を開催します。ぜひご参加ください。

【お問合せ・お申込み】

特定非営利活動法人 日本臨床美術協会 事務局

〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂1-9-3 ShonanEminence3階

[TEL] 050-6865-3701 [Fax] 050-3737-9007 [Mail]association@arttherapy.gr.jp 

全国どこからでも 自宅で学べる

《オンライン》 講座


