
2022年の主な講演・講師活動のご報告 

＜１２月＞ 

『起業志望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 

※オンライン研修での実施となります。 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『転職に備えて自己管理能力を鍛える・総集編』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

トップリーダーのためのメンタル研修 

『ストレス管理能力をスキルアップ 

～組織管理に求められる課題を考える２～』 

主催・会場：株式会社アーニスト 

 

健康経営 メンタルヘルス研修 

『女性のためのメンタルヘルス基礎』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己管理能力を鍛える・総集編』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

総社商工会議所 職域へのメンタルヘルス支援事業 

経営管理者向けメンタルヘルス出前研修 

『社員のメンタル疾患を予防する！ 

  ～組織管理に求められる課題を考える～』 

主催・会場：総社市内 

 

＜１１月＞ 

『自分を活かして生涯現役 総集編』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！総集編』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

 

 

 

健康経営 メンタルヘルス研修 

『女性のためのメンタルヘルス基礎』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

『企業志望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：島原市 

 

『女性リーダ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 

会場：京都市内 

 

トップリーダーのためのメンタル研修 

『健康経営とメンタル強化について』 

主催・会場：株式会社アーニスト 

＜１０月＞ 

モチベーションアップ宿泊研修 

『自己実現と自己確立 応用』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

健康経営 メンタルヘルス研修 

『女性のためのメンタルヘルス基礎』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

メンタル強化勉強会 

『資質向上と自己認識』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

 

好評シニアのための自己実現セミナー 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ③』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

メンタルトレーニング研修会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！総合』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

 

メンタルトレーニング研修 

『エゴグラムで自己成長する！』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

 

 

 



モチベーションアップ宿泊研修 

『自己実現と自己確立』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

 

『ハラスメント防止について』 

主催：赤坂ロータリークラブ 

会場：赤坂インタ―シティ AIR 

 

『ハラスメント防止について』 

主催：川崎マリーンロータリークラブ 

会場：川崎市 

＜９月＞ 

健康経営 メンタルヘルス研修 

『女性のためのメンタルヘルス基礎』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

メンタル強化勉強会 

『資質向上と自己認識』 

メンタル強化勉強会 

『ワークライフバランスについて』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

 

好評シニアのための自己実現セミナー 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ②』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

メンタルトレーニング研修会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！総合』 

主催：(株)総合心理研究所 

会場：北海道 

 

メンタルヘルス研修 

『ハラスメント防止で明るく健全な組織を作る！』 

主催・会場：倉敷商工会議所 

 

モチベーションアップ宿泊研修 

『自己実現と自己確立 基礎』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

＜８月＞ 

メンタルヘルス研修 

『ハラスメント防止でモチベーションの 

あがる組織を作る！』 

主催・会場：倉敷商工会議所 

 

健康経営 メンタルヘルス研修 

『パワーハラスメント防止について』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

新入職員メンタルヘルス研修 

『1 部：公務員のためのメンタルヘルス総合基礎』 

『2 部：エゴグラムで自己分析・ 

自分の成長ポイントを確認』 

主催・会場：津和野町役場 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！⑤』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

好評シニアのための自己実現セミナー 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ①』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『相談援助者のための食と睡眠改善 事例検討③』 

主催：(株)総合心理研究所 

※コロナ禍のためオンラインでの開催となりました。 

 

メンタルヘルス研修 

『うつ病とメンタル疾患を予防するために！』 

主催・会場：倉敷商工会議所 

＜７月＞ 

管理職向け メンタルヘルス研修 

『うつ病とメンタル疾患を予防するために！』 

主催・会場：倉敷商工会議所 

 

『女性リーダーのためのメンタルトレーニング』 

（一部 観光つき） 

主催：(株)総合心理研究所 

会場：姫路市 

 

健康経営 メンタルヘルス研修 

『パワーハラスメント防止について』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！③』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 



『続・３０代のためのキャリアアップトレーニング 

～メンタル強化で転職を成功させる～』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

 

好評自己実現セミナー 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ③』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

＜６月＞ 

『女性リーダ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 

会場：大田区 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『相談援助者のための食と睡眠改善 事例検討』 

主催：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

健康経営 メンタルヘルス研修 

『パワーハラスメント防止について』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

『30 代のためのキャリアアップトレーニング 

～メンタル強化で転職を成功させる～』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

 

新入職員メンタルヘルス研修 

『公務員のためのメンタルヘルス総合基礎 

エゴグラムで自己分析・自分の成長ポイントを確認』 

主催・会場：津和野町役場 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！①』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

好評自己実現セミナー 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ②』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

＜５月＞ 

『パワーハラスメント防止について』 

主催：東京サンライズ汐留ロータリークラブ 

会場：ザ ロイヤルパークホテル東京汐留 

 

『女性リーダ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 

会場：中央区 

 

健康経営 メンタルヘルス研修 

『パワーハラスメント防止について』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！⑧』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

好評自己実現セミナー 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ①』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

GW 好評自己実現セミナー 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ③』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

GW 好評自己実現セミナー 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ②』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

GW 好評自己実現セミナー 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ①』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

＜４月＞ 

『女性リーダ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 

会場：新宿区 

 

健康経営 メンタルヘルス研修 

『新入社員のためのストレス管理について』 

『エゴグラムテストで自己改善ポイントを確認』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

 

 

 



新課長 メンタルヘルス研修 

『ハラスメント防止について』 

主催・会場：津和野町役場 

 

『ハラスメント防止について』 

主催：倉敷中央ロータリークラブ 

会場：倉敷国際ホテル 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！⑦』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ③』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

＜３月＞ 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！⑥』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ②』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

 

『女性リーダ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 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『ハラスメント防止について』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

メンタルビジネス起業向け研修 

『開業に向けて準備シリーズ② 

～自己実現力をアップする～』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『管理職向けハラスメント防止について』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

 

 

経営者のための 

『健康経営とメンタルヘルスについて』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

＜2月＞ 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！⑤』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『自分を活かして生涯現役 シリーズ①』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『女性リーダ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 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『ハラスメント防止について』 

主催・会場：原町中央ロータリークラブ 

※岡山県まん延防止につき延期となりました。 

 

メンタルビジネス起業向け研修 

『開業に向けて準備シリーズ① 

～自己実現力をアップする～』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

経営者のための 

『健康経営とメンタルヘルスについて』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

＜１月＞ 

『ハラスメント防止について』 

主催：倉敷中央ロータリークラブ 

会場：倉敷国際ホテル 

※岡山県まん延防止につき延期となりました。 

 

健康経営 管理職研修 

『ハラスメント防止について』 

主催・会場：株式会社デンソー勝山 

 

 

 



メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！④』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『女性リーダ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 

※オンライン研修での実施となります。 

 

メンタルトレーニング勉強会 

『自己確立を目指して生きやすさを整える！③』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

 

メンタルビジネス研修 

『開業に向けて準備シリーズ⑥ 

～自己実現力をアップする～』 

主催・会場：(株)総合心理研究所 

※オンライン研修での実施となります。 

 

『健康経営とメンタルヘルスについて』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

女性のためのメンタル研修 

『自分を活かして生涯現役』 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『相談援助者のための食と睡眠改善 事例検討⑦』 

主催：（株）総合心理研究所 

会場：（株）ワークスプランニング 

※セミナーはオンラインとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 


