
2018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  

セミナー講師になりたい方へ：オンライン講座』 

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（続・公務員 

メンタルケアについて）：オンライン講座』 

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  

自己管理で生産性の向上を図る！』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『役員のためのメンタルヘルスセミナー  

ハラスメント防止について！』 

主催・会場：（株）コアテック様 

 

『岡山県自殺予防支援事業  

委託メンタルヘルスセミナー』 

主催・会場：総社商工会議所 

 

『管理職セミナー  

ストレスマネジメントについて！』 

主催・会場：総社商工会議所 

 

『カウンセラーのための感性トレーニング  

感性を磨き、マインドを整えよう！』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『コミュ力強化セミナー  

1 歩踏み込める自分になるために！』 

主催：（株）総合心理研究所 

 

リーダー力強化研修 

『できる人材のためのメンタルトレーニング 基礎 

第 4 単元：自己管理と目標設定』 

主催・会場：（社福）正和会 

 

＜１１月＞ 

『できる人材のためのメンタルトレーニング 基礎 

       第 4 単元 自己管理と目標設定』 

主催・会場：（社福）正和会 

 

 

『管理職セミナー  

ストレスマネジメントについて！』 

主催・会場：（株）コアテック様 

 

『オンラインセミナー  

カウンセラー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 

 

『役員セミナー 

ストレスマネジメントについて！』 

主催・会場：（株）コアテック様 

 

管理職研修 パワハラ防止対策セミナー 

『自己認識向上と職場の環境改善 

～管理職の意識を高める～』 

主催・会場：（有）グロース＆バリュー 新宿 

 

女性経営者のための 

パーソナルマネジメントトレーニング 

『目標設定と内省力向上 中級』 

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 

『２０１８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・会場：神奈川県 藤沢北 RC 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１８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・会場：東京都昭島 RC 

 

平成 30 年度 岡山県職域に対する自殺予防支援事業 

総社商工会議所第 2 回出前セミナー 

『企業向けメンタルヘルス研修  

メンタル疾患と組織管理～』 

主催：総社商工会議所 

会場：（株）アステア様 

 

 

 



オンライン講座 

『カウンセラーのための実践講座  

セミナー講師になりたい方へ』 

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 続々・公務員メン

タルケアについて）』 

主催：オフィス秋山 近畿事務局 

 

総社 RC 会員卓話 

『２０１８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！ PTSD チェックに

ついての解説』 

主催・会場：総社 RC 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ事例検討 その２』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン講座 

『児童発達障害者への対応を学ぶ 学校とスクール 

カウンセラーとの連携について その２』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

＜１０月＞ 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング  

自己改革を促進し生産性の向上を図る！』 

主催：（株）総合心理研究所 近畿事務局 

会場：大阪・梅田 

 

『カウンセラー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 

 

管理職研修パワハラ防止対策セミナー 

『自己認識向上と職場の環境改善 

～管理職の意識を高める～』 

主催・会場：（有）グロース＆バリュー 新宿 

 

『リーダーのための感性トレーニング  

感性を磨き、マインドを整えよう～ルーベンスを 

               見る観る視る～』 

主催・会場：（有）グロース＆バリュー 新宿 

 

 

 

『カウンセラーのための感性トレーニング  

感性を磨き、マインドを整えよう 

   ～岸田劉生画伯を見る観る視る～』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン講座 

『カウンセラーのための実践講座  

セミナー講師になりたい方へ』 

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（続・公務員メンタ

ルケアについて）：オンライン講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

メンタルヘルス研修 

『企業人をパワーアップさせる！』 

主催：会場：丸運テクノサポート様 

 

管理職研修パワハラ防止対策セミナー 

『自己認識向上と職場の環境改善 

～管理職の意識を高める～』 

主催・会場：（有）グロース＆バリュー 新宿 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ 事例検討』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン講座 

『児童発達障害者への対応を学ぶ  

学校とスクールカウンセラーとの連携について』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

リーダー力強化研修 

『できる人材のためのメンタルトレーニング基礎 

第 3 単元 自己管理と必要不可欠な要素』 

主催・会場：（社福）正和会 

 

平成 30 年度 岡山県職域に対する自殺予防支援事業 

総社商工会議所第 1 回出前セミナー 

『企業向け メンタルヘルス研修 メンタル疾患と 

組織管理～部下への気づきを促進する～』 

主催：総社商工会議所 

 

 

 

 



＜９月＞ 

オンライン講座 

カウンセラーのためのメンタルトレーニング 

『カウンセラーのキャリアアップについて②』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン講座 

カウンセラーのためのメンタルトレーニング 

『カウンセラーのキャリアアップについて①』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

芸術鑑賞講座 

『リーダーのための感性トレーニング  

感性を磨き、マインドを整えよう！』 

主催：（株）総合心理研究所  

会場：井原市内 

 

リーダーのための 

パーソナルマネジメントトレーニング 

『幸福満足度とキャリアアップについて』 

主催：(有)グロース＆バリュー  

会場：大田区 

 

女性経営者のための 

パーソナルマネジメントトレーニング 

『目標設定と内省力向上』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京都港区赤坂 

 

女性経営者のための 

パーソナルマネジメントトレーニング 

『自己成長とキャリアアップについて  

自分ステージの上げ方をプランニングする』 

主催：（株）総合心理研究所  

会場：東京都港区赤坂 

 

平成 30 年度 岡山県職域に対する自殺予防支援事業 

倉敷商工会議所第 1 回セミナー 

『職場で取り組む従業員のメンタルケア  

ストレス対応力向上で離職を防止！』 

主催・会場：倉敷商工会議所 

 

『カウンセラーのための実践講座 

（被害者支援と加害者支援について）』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

国際ロータリーバージョン 

『２０１８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・会場：愛媛県 東予 RC 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ①②』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

島根県メタルヘルスケア研修会 

『健康経営とメンタルヘルスケア』 

主催：島根県産業保健連絡協議会・島根県医師会産業   

医部会 

会場：島根県松江 くにびきメッセ国際会議場 

 

『カウンセラーのための資質向上トレーニング』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

倉敷商工会議所 メンタルヘルス出前セミナーその１ 

『自己管理とメンタルヘルスを学び  

組織で元気に働こう！』 

会場：サイトー印刷様 

 

＜８月＞ 

『カウンセラーのための実践講座  

セミナー講師になりたい方へ：オンライン講座』 

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（続・公務員メンタ

ルケアについて）：オンライン講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

管理職研修 パワハラ防止対策セミナー 

『自己認識向上と職場の環境改善 

～管理職の意識を高める～』 

主催・会場：（有）グロース＆バリュー 新宿 

 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング 

 経営管理で生産性の向上を図る！』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京・赤坂 

 

オンライン講座 

『精神障碍者への対応力を高める  

行政機関との連携について』 

会場：東京・赤坂 



オンライン研修 

『カウンセラーのための感性トレーニング  

感性を磨き、マインドを整えよう』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ 第６回目』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

リーダー力強化研修 

『できる人材のためのメンタルトレーニング基礎 

第２単元 自己管理と必要不可欠な要素』 

主催・会場：（社福）正和会 

 

＜７月＞ 

『カウンセラーのための実践講座（続・公務員メンタ

ルケアについて）：オンライン講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

管理職研修 パワハラ防止対策セミナー 

『自己認識向上と職場の環境改善 

～管理職の意識を高める～』 

主催・会場：（有）グロース＆バリュー新宿 

 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング  

自己改革を促進し生産性の向上を図る！』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：東京都新宿区 

 

オンライン研修 

『カウンセラーのための感性トレーニング  

感性を磨き、マインドを整えよう』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ 第５回目』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン講座 

『児童発達障害者への対応を学ぶ  

学校とスクールカウンセラーとの連携について』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

＜６月＞ 

『カウンセラーのための実践講座（続・公務員メンタ

ルケアについて）：オンライン講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

管理職研修 パワハラ防止対策セミナー 

『自己認識向上と職場の環境改善 

～管理職の意識を高める～』 

主催：津和野町役場 

会場：津和野町庁舎 

 

オンライン研修 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング  

確実に目標達成するために！』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

海外研修 

『できる人材になるための 

メンタル向上トレーニング』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：ハイアットリージェンシー ドバイ 

 

『カウンセラーのための感性トレーニング  

感性を磨き、マインドを整えよう』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ 第 4 回目』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン講座 

『児童発達障害者への対応を学ぶ』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

リーダー力強化研修 

『できる人材のためのメンタルトレーニング基礎  

第 1 単元 資質の確認と向上』 

主催・会場：（社福）正和会 

 

＜５月＞ 

カウンセラーのためのメンタルトレーニング 

『カウンセラーのキャリアアップについて①』 

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パーソナルマネジメントトレーニング 

『ライフヒストリーをキャリアに活かす③』 

主催（株）総合心理研究所 

会場：東京都銀座 

 

 



経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『ストレス回避で、目標達成する②』 

主催（株）総合心理研究所 

会場：東京都銀座 

 

カウンセラーのためのメンタルトレーニング 

『カウンセラーのキャリアアップについて①』 

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パーソナルマネジメントトレーニング 

『ライフヒストリーをキャリアに活かす②』 

主催（株）総合心理研究所 

会場：東京都銀座 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１８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・会場：新見ロータリークラブ 

 

『カウンセラーのための実践講座（続・公務員メンタ

ルケアについて）：オンライン講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ 第３回目』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン研修 

『女性経営者のためのメンタルトレーニング  

確実に目標達成するために！』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

オンライン研修 

『児童発達障害者への対応を学ぶ』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのための感性トレーニング  

感性を磨き、マインドを整えよう』 

主催：オフィス秋山 近畿事務局 

会場：大阪市内 

 

『経営者のための感性トレーニング  

感性を磨き、マインドを整えよう』 

主催：オフィス秋山 近畿事務局 

会場：京都市内 

＜４月＞ 

働く女性のメンタルセミナー 

『更年期前の知っておきたい！  

心身共に健やかライフ！』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１８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・会場：備前ロータリークラブ 

 

『カウンセラーのための実践講座（医療従事者へのサ

ポートについて）：オンライン講座２日連続講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

倉敷商工会議所 

『常議員向けメンタルヘルスセミナー』 

会場：倉敷商工会議所会議室 

 

『相談援助者のための感性力向上トレーニング  

感情をマネジメントする』 

会場：倉敷市内 

 

『カウンセラーのための実践講座（続・公務員メンタ

ルケアについて）：オンライン講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『組織管理を考えパワハラへの理解を進めるために』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１８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：福山ホテル 

会場：福山北ロータリークラブ 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ 第３回目』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『ストレス回避で、目標達成する』 

会場：東京都銀座 

 

 

 



女性経営者のためのパーソナルマネジメントトレーニング 

『ライフヒストリーをキャリアに活かす』 

会場：東京都銀座 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ 第２回目』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

『成人発達障害者への対応を学ぶ 第１回目』 

会場：（株）総合心理研究所 

 

＜３月＞ 

『カウンセラーのための実践講座（医療従事者への 

サポートについて）：オンライン講座 ２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（続・公務員メンタ

ルケアについて）：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 

 

『組織管理を考えパワハラへの理解を進めるために』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１8 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！』 

会場：倉敷アイビースクエア 

主催：倉敷東ロータリークラブ 

 

『転職活動者のメンタルヘルス  

目標設定とモチベーション管理について』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『エゴグラムセミナーでスキルアップ！  

～自分の成長ポイントを確認しよう～』 

主催：（社福）正和会 

会場：NAGOMI 

 

『カウンセラーのための実践講座（公務員メンタル 

ケアについて）：オンライン講座 ２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（相談援助者のスト

レス管理）：オンライン講座』 

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：東京都港区 

 

『経営者のためのメンタルトレーニング  

資質向上と経営者の哲学を構築する』 

主催：（有）グロース＆バリュー 

会場：東京都新宿区 

 

＜2月＞ 

『警察官のためのメンタル研修  

ストレスリセット力を高めるために！』 

主催・ 会場：津和野警察署 

 

『組織管理を考えパワハラへの理解を進めるために』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１８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！』 

会場：真庭ロータリークラブ会館 

主催：真庭 RC 

 

『パワハラ防止セミナー～企業のリスクを考える～』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１８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！』 

会場：笠岡グランドホテル 

主催：笠岡東 RC 

 

岡山県自殺予防支援事業 

『企業向けメンタルヘルス出前セミナー＆ 

個別相談会』 

会場：倉敷市内 

主催：倉敷商工会議所 

 

『カウンセラーのための実践講座（公務員メンタル 

ケアについて）：オンライン講座２日連続講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 

 



『起業志望者のためのメンタルトレーニング  

自己管理と目標設定』 

主催：（有）グロース＆バリュー 

会場：東京都大田区 

 

『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：東京都港区 

 

国際ロータリーバージョン 

『２０１８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！』 

会場：玉島市民文化交流センター 

主催：玉島 RC 

 

『中小企業と心の健康課題！  

～メンタル管理で企業を守る～』 

主催・会場：倉敷商工会議所 

 

＜１月＞ 

国際ロータリーバージョン 

『２０１８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！』 

会場：兵庫県小野商工会議所 

主催：小野加東 RC 

 

かのあし保育協議会所長研修会  

保育士のためのメンタルヘルスセミナー 

『ストレス管理と対人スキルアップ エゴグラム』 

会場：鹿足郡吉賀町柿の木ふれあい会館 

主催：島根県鹿足郡かのあし保育協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『議員のためのメンタル研修  

成熟した地域社会をつくるために！』 

主催:日本メンタルヘルス研究会 

主催事務局：（株）総合心理研究所 

会場：岡山シティホテル厚生町 

 

『転職活動 成功するための心理作戦！』 

主催：（有）グロース＆バリュー 

会場：東京都大田区 

 

『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：東京都港区 

 

『パワハラ防止 個人の名誉を守ろう！』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『パワハラ防止セミナー～企業のリスクを考える～』 

主催：（社福）正和会 

会場：NAGOMI 

 

『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（依存症への 

対応事例①②）： オンライン講座』 

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（依存症クライアン

トとの関係①②）： オンライン講座』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

 

 

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） 


