
2017年の主な講演・講師活動のご報告 

＜１２月＞ 

『カウンセラーのための実践講座（睡眠障害者への 

対応について）：オンライン講座 3 日連続講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための実践講座（睡眠障害者への 

対応について）：オンライン講座⑤』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための実践講座（睡眠障害者への 

対応について）：オンライン講座④』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『がん患者のためのメンタルケア  

オンライントレーニング』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

感性力・発想力スキルアップ』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：京都 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

感性力・発想力スキルアップ』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：新大阪 

 

『若手相談援助者のためのメンタルトレーニング  

ストレス管理力向上』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：新大阪 

 

『カウンセラーのための実践講座（睡眠障害者への 

対応について）：オンライン講座③』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１７年 メンタルヘルスと企業課題 

        ～成熟した企業風土を築こう！』 

主催：岡山西ロータリークラブ 

会場：岡山 ANA ホテル 

 

 

『カウンセラーのための実践講座（睡眠障害者への 

対応について）：オンライン講座②』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

自己管理と組織管理力向上』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京都大田区 

 

『カウンセラーのための実践講座（睡眠障害者への 

対応について）：オンライン講座①』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

＜１１月＞ 

『カウンセラーのための実践講座 

（講師力スキルアップ）：オンライン講座⑤』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

エゴグラムとコミュニケーションスタイル』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：岡山 

 

『カウンセラーのための実践講座 

（講師力スキルアップ）：オンライン講座④』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための実践講座 

（講師力スキルアップ）：オンライン講座③』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

ブランディングと自己確立 基礎総合』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京都港区 

 

岡山県自殺予防支援事業  

倉敷商工会議所出前セミナー 

『中小企業向けメンタルヘルスセミナー』 

主催・会場：（株）パシフィックグレーン 

 

 



国際ロータリーバージョン 

『２０１７年 メンタルヘルスと企業課題 

        ～成熟した企業風土を築こう！』 

主催：笠岡ロータリークラブ 

会場：笠岡グランドホテル 

 

『カウンセラーのための実践講座 

（講師力スキルアップ）：オンライン講座①』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『アマチュアカウンセラーのための 

スキルアップ研修』 

主催・会場：岡山市 

 

『カウンセラーのための感性力強化トレーニング②』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための感性力強化トレーニング①』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『中小企業にもできる働き方改革！  

～メンタル管理で企業を守る～』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

＜１０月＞ 

『カウンセラーのための実践講座（カウンセラーの 

企業支援について）：オンライン講座④』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング  

ブランディングと自己確立』 

主催・会場：東京都新宿区 

 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング 

基礎総合』 

主催・会場：東京都新宿区 

 

『カウンセラーのための実践講座（カウンセラーの 

企業支援について）：オンライン講座③』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『女性管理職者のためのメンタルトレーニング  

目標設定と生産性の向上について』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための実践講座（カウンセラーの 

企業支援について）：オンライン講座②』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『人生を豊かに変える！出会い・恋愛・結婚のための 

セミナー～幸せと自立について考えよう～』 

主催：NPO 法人 宝塚サージェリーネットワーク 

会場：カフェみゅーず     ※台風のため、延期 

 

『２０１７年 メンタルヘルスと企業課題  

～成熟した企業風土を築こう！』 

主催：総社ライオンズクラブ様 

会場：総社商工会議所 

 

『カウンセラーのための実践講座（カウンセラーの 

企業支援について）：オンライン講座①』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

＜９月＞ 

『総社商工会議所常議員様 メンタルヘルス研修  

メンタルヘルス対策と組織課題 ２０１７年総集編』 

主催・会場：総社商工会議所 

 

『カウンセラーのための実践講座（企業と医療機関の 

コーディネート力強化）：オンライン講座④』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

目標設定と生産性の向上について』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：岡山 

 

『若手相談援助者のためのメンタルトレーニング』 

主催：（株）総合心理研究所近畿事務局 

会場：新大阪 

 

『カウンセラーのための実践講座（企業と医療機関の 

コーディネート力強化）：オンライン講座③』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『人生を豊かに変える！ 出会い・恋愛・結婚のための 

セミナー ～幸せと自立について考えよう～』 

主催：NPO 法人 宝塚サージェリーネットワーク 

会場：カフェみゅーず     ※台風のため、延期 

 



『カウンセラーのための実践講座（企業と医療機関の 

コーディネート力強化）：オンライン講座②』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『２０１７年度 ハラスメント防止対策セミナー  

基礎総合編』 

主催・会場：社会福祉法人 正和会 

 

『カウンセラーのための実践講座（企業と医療機関の 

コーディネート力強化）：オンライン講座①』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

※岡山県自殺予防支援事業 

 

『中小企業にもできる働き方改革！  

～メンタル管理で企業を守る～』 

主催・会場：倉敷商工会議所 

 

実践・宿泊研修『国際社会人と自己管理』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

＜８月＞ 

『カウンセラーのための実践講座（成人発達障害者へ 

の対応力強化）：オンライン講座⑥』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための実践講座（成人発達障害者へ 

の対応力強化）：オンライン講座⑤』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

※岡山県総社商工会議所 女性会セミナー 

 

『コミュニケーション＆マネジメント  

エゴグラムでスキルアップ！』 

主催：総社商工会議所 女性会 

会場：総社商工会議所 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

経営戦略と軌道修正②』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：赤坂 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

時間管理と目標設定①』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：赤坂 

 

『カウンセラーのための実践講座（成人発達障害者へ 

の対応力強化）：オンライン講座④』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

実践・宿泊研修『国際社会人と自己管理』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための実践講座（成人発達障害者へ 

の対応力強化）：オンライン講座③』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『2017 年 メンタルヘルスと企業課題  

～成熟した企業風土を築こう！』 

主催：総社倫理法人会 

会場：サンロード吉備路 

 

＜７月＞ 

岡山県自殺予防支援事業 

総社商工会議所 第 2 回出前セミナー 

『メンタルヘルス対策と組織課題 2017 年総集編』 

主催：総社商工会議所 

会場：総社 

 

『若手相談援助者のためのメンタルトレーニング』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

会場：新大阪 

 

『若手相談援助者ための 

感性力スキルアップトレーニング』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

会場：梅田 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

経営戦略と軌道修正』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：赤坂 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

時間管理と目標設定』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：赤坂 

 

 

 

 



 

『地域の絆研修会 地域社会を健全に！ 

心豊かに明るく集えるコミュニティのために』 

主催：岡山県総社市婦人協議会 

会場：総社市総合福祉センター 

 

『カウンセラーのための実践講座（パーソナリティ 

障害者への対応力強化）：オンライン講座⑥』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための実践講座（パーソナリティ 

障害者への対応力強化）：オンライン講座⑤』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

岡山県自殺予防支援事業 

総社商工会議所 第１回出前セミナー 

『メンタルヘルス対策と組織課題 2017 年総集編』 

主催：総社商工会議所 

会場：総社 

 

『パワハラ防止対策セミナー 基礎編②』 

主催・会場：丸運テクノサポート 

 

『カウンセラーのための実践講座 

（戦略的カウンセリングについて：オンライン講座④』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための実践講座 

（戦略的カウンセリングについて：オンライン講座③』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『パワハラ防止対策セミナー 基礎編①』 

主催・会場：丸運テクノサポート 

 

『カウンセラーのための実践講座 

（戦略的カウンセリングについて：オンライン講座②』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための実践講座 

（戦略的カウンセリングについて：オンライン講座①』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 

 

 

＜６月＞ 

『経営者のためのメンタルトレーニング』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：横浜 

 

『カウンセラーのための実践講座（パーソナリティ 

障害者への対応力強化）：オンライン講座④』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『岡山県訪問介護事業所連絡協議会 平成29年度研修 

 ストレス管理とストレスリセット 

               ～接遇とマナーアップに向けて～』 

主催：岡山県訪問介護事業所連絡協議会 

会場：岡山ふれあいセンター 

 

『メンタルトレーニング 総合：海外研修』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：クアラルンプールホテル ANA アンバサダー 

 

2017 国際ロータリーversion 

『組織管理とメンタル課題』 

主催：小樽ロータリークラブ 

会場：グランドパーク小樽 

 

＜５月＞ 

『カウンセラーのための実践発達障碍者支援： 

         オンライン講座③』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための 

引きこもり支援実践講座・最終回』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

会場：大阪市淀川区 

 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング』 

主催：(株)総合心理研究所 

会場：港区赤坂 

 

『カウンセラーのための 

パーソナリティ障害実践講座』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

会場：新大阪 

 

 

 



 

『カウンセラーのための引きこもり支援実践講座』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

会場：新大阪 

 

『カウンセラーのための 

実践発達障碍者支援：オンライン講座②』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

会場：京都 

 

＜４月＞ 

『カウンセラーのための 

践発達障碍者支援：スカイプ講座①』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『外国人勤務者のためのメンタル管理研修』 

主催：（株）デンソー勝山 

 

2017 国際ロータリーversion 

『組織管理とメンタル課題』 

主催：函館五稜郭ロータリークラブ 

会場：函館法華クラブホテル 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング』 

主催：(株)総合心理研究所 

会場：品川 

 

『転職活動者のためのメンタルトレーニング』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング 総合』 

主催：(株)総合心理研究所 

会場：新宿区 

 

『カウンセラーのための引きこもり支援実践講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

実践・宿泊研修『国際社会人と自己管理』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 

 

＜３月＞ 

シニアのための感性力向上セミナー 

『老いの確立・シニアの心の健康を考える』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：岡山後楽園他 

 

個別研修・家族研修シリーズ 

『第 2 回 発達障害と人間関係について 

事例をもとに話し合おう！』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

熱海吉祥交流会 特別講師 柿沼忍昭（長光寺御住職） 

『メンタル研修 食と心を整えるセミナー』 

主催：（株）総合心理研究所 吉祥交流会部 

会場：熱海リゾートホテル 

 

『若手起業家のためのメンタル研修 

～心眼を開く・養う・鍛える～』 

（一部ゲストトレーナーあり） 

主催：（株）総合心理研究所 感性力向上研究会 

会場：伊勢市 

 

個別研修・家族研修シリーズ 

『第 1 回 発達障害と人間関係について事例をもとに

話し合おう！』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『自己管理能力を養い、気づかなかった自分に出会う 

～女性が楽しく自分らしく生きるために！』 

主催・会場：総社市 働く婦人の家 

 

個別研修・家族研修シリーズ 

『うつ病家族への理解を深める  

～正しく理解し、病と共生するために～』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『女性経営者のためのメンタル研修  

戦略的思考とメンタリティ強化』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：港区赤坂 

 

2017 国際ロータリーversion 

『組織管理とメンタル課題』 

主催：京都北東ロータリークラブ 

会場：宝ヶ池プリンスホテル 



＜２月＞ 

『若手カウンセラーのためのメンタル講座  

ワークライフバランスと自己実現』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

 

『第７回フォト自己表現トレーニング 

～心の成長と表現力向上～（京都編）』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

対象者：カウンセラー志望者または有資格 5 年以内の方 

 

『女性のためのメンタル講座 

～企業と個人とワークライフバランス～』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

 

『メンタル経営のすすめ！  

ストレス管理で強い組織を作ろう』 

主催：（一社）大阪市産業経営協会 

会場：大阪産業創造館 会議室 

 

『不登校・若者のためのメンタル講座  

自分の生き方を探してみよう！①』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

 

『組織管理とメンタルヘルス 

～2017 年、健康経営・リスク管理のポイント～』 

主催：兵庫県トラック協会東部支部 

会場：ホテル ホップインアミンク 

 

『女性のためのメンタル講座 

～企業と個人とワークライフバランス～』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

 

国際ロータリーバージョン『組織管理とメンタル課題』 

主催：岡山南ロータリークラブ 

会場：グランビアホテル岡山 

 

岡山県自殺予防支援事業 倉敷商工会議所出前セミナー 

『ストレス管理と組織管理  

～企業向けメンタルのポイント～』 

主催・会場：株式会社 ニチアス 

 

 

 

 

 

岡山県 2016 年度自殺予防支援事業 

倉敷商工会議所 第 2 回メンタルヘルスセミナー 

「健康経営とリスク管理」 

～組織と社員の管理能力向上を目指す！～ 

主催・会場：倉敷商工会議所 

 

『第 10 回 女性のためのメンタルトレーニング研修 

 自己実現力を構築する③』 

会場・主催：医療法人 弘友会 

 

『ストレスリセット 適応力を高め  

楽しく元気に働こう！』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

対象者：障碍者手帳取得者 

 

『女性経営者のためのメンタル研修  

交渉力向上 コミュニケーション編』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京都大田区 

 

『女性経営者のためのメンタル研修  

営業力向上 コミュニケーション編』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京都新宿区 

 

国際ロータリーバージョン『組織管理とメンタル課題』 

主催：上尾西ロータリークラブ 

会場：埼玉県上尾 

 

＜１月＞ 

『発達障碍者のためのメンタル講座  

ワークライフバランスと自己実現』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

海外メンタルトレーニング研修シリーズ 

『女性リーダーのためのメンタル講座 

～感性力アップと自己実現 ドイツ編～』 

主催:（株）総合心理研究所 

 

『女性リーダーのためのメンタル講座 

～企業と個人とワークライフバランス～』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 

 



実践・宿泊研修『国際社会人と自己管理』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

対象者：女性管理職者 

 

『外国人労働者のためのメンタル講座 

～日本企業と個人と自己実現～』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『医療関係者のためのメンタル研修  

エゴグラムテストで自己改善トレーニング』 

主催・会場：総社市（医療法人）弘友会 

 

『第 8 回 女性のためのメンタルトレーニング研修 

【自己実現力を構築する②】』 

主催・会場：医療法人 弘友会 

 

岡山県自殺予防支援事業 倉敷商工会議所出前セミナー 

『組織管理とストレス管理  

ストレス管理 総合基礎！！』 

主催・会場：香川産業（株） 

 

マンツーマン婚活トレーニング  

第 2 回『コミュニケーションとアサーションスキル』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

婚活トレーニング  

第 1 回『コミュニケーションとアサーションスキル』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『第 6 回フォト自己表現トレーニング 

～心の成長と表現力向上～』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

対象者：離婚後の親子 

 

『新規事業のためのメンタル研修  

組織管理コミュニケーション編』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京都新宿区 

 

『女性経営者のためのメンタル研修  

営業力向上 コミュニケーション編』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京都新宿区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合わせは・・・  

１．直接お電話いただく  ０９０－２８０４－２５８０ 

（本人が掴まりにくいため、直接携帯が一番スムーズにアポが取れます） 

２．ファックス ０８６６－９２－２２０９  

３．直接メールしていただく  info@office-akiyama.com  

（ただし、送信後３日経っても返信が無い場合には、迷惑メールフォルダに振り分けられた 

可能性もありますので、お電話でご確認ください） 


