
２０１６年の主な講演・講師活動のご報告 

 

＜12月＞ 

『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①】』 

会場・主催：医療法人 弘友会 

 

＜11月＞ 

安全衛生委員メンタルヘルスセミナー 

『ヘルシーカンパニーを作るための 

             メンタルポイント基礎知識編』 

会場・主催：株式会社ジップ 

 

『女性経営者のためのメンタル研修 

                コミュニケーション総合』 

会場：東京都中央区 

主催：（株）総合心理研究所 

『若手起業家のためのメンタル研修クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ①』 

会場：東京都新宿区 

主催：（株）総合心理研究所 

『若手起業家のためのメンタル研修 

クリティカル・フィードバックと自己実現』 

会場：東京都中央区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『女性経営者のためのメンタル研修 

    ストレス管理とメンタリティ強化』 

会場：シェラトングランド台北ホテル 

主催：（株）総合心理研究所＆（株）ワークスプランニング 

『第 8 回 女性のためのメンタルトレーニング研修 

【自己管理力を構築する④】』 

会場・主催：医療法人 弘友会 

 

『若手カウンセラーのためのメンタル研修 

       相談援助者のキャリア形成について』 

会場：新大阪 

主催：（株）総合心理研究所 

 

 

台湾国内向け 国際ロータリーversion 

『国際社会とメンタルヘルス 

          ～メンタル教育と人材育成～』 

会場：台北市内ホテル 

主催：台北松山ロータリークラブ  

 

『若手起業家のためのメンタル研修クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ①』 

会場：大阪市難波 

主催：（株）総合心理研究所 ＆ AK サポート 

 

 

台湾国内向け 国際ロータリーversion 

『国際社会とメンタルヘルス 

          ～メンタル教育と人材育成～』 

会場：台北市内ホテル 

主催：台北同慶ロータリークラブ 

 

『女性経営者のためのメンタル研修クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：東京都品川 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『引きこもり援助者のためのメンタル管理②』 

会場：主催：（株）総合心理研究所 

 

『引きこもり援助者のためのメンタル管理①』 

会場：岡山市内 

主催：（株）総合心理研究所 

 

2016 年 国際ロータリーバージョン 

   『組織管理とメンタル課題』 

会場：上野精養軒 

主催：東京江北 RC 



 

『若手カウンセラーのためのメンタル研修 

感性力向上と自己実現』 

会場：北海道 

主催：（株）総合心理研究所 

 

＜1０月＞ 

『第 5 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 

 

『感性力向上トレーニング 〜お寺で視る・ 

考える・自問自答する〜』 

会場：京都 大徳寺周辺 第 2 会場：京都 相国寺周辺  

第 3 会場：京都 北野天満宮周辺 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『感性力向上トレーニング～お寺で視る・ 

考える・自問自答する～』 

会場：京都 東福寺周辺 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『第 3 回フォト自己表現トレーニング 

               ～心の成長と表現力向上～』 

対象者：小学生～中学 3 年生まで＆その家族 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『第６回 女性のためのメンタルトレーニング研修 

自己認識力を構築する③』 

会場・主催：医療法人 弘友会 

 

『医療福祉従事者のためのメンタルセミナー 

 エゴグラムで改善成長ポイントを発見しよう！』 

会場・主催：泉リハビリセンター 

 

『女性経営者のためのメンタル研修 クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：東京都新宿区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『若手経営者のためのメンタル研修 クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：東京都大田区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

 

『第 2 回フォト自己表現トレーニング 

             ～心の成長と表現力向上～』 

対象者：小学生～中学 3 年生まで＆その家族 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『感性力向上トレーニング 

～お寺で視る・考える・自問自答する～』 

会場：吉備路国分寺・宝福寺周辺 

主催：（株）総合心理研究所 

 

2016 年 国際ロータリーバージョン 

                『組織管理とメンタル課題』 

会場：伊丹シティホテル 

主催：阪神第 1 グループ 

 

『若手カウンセラーのためのメンタル研修クリティカ

ル・フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：大阪市淀川区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

＜９月＞ 

岡山県 2016 年度自殺予防支援事業 

倉敷商工会議所 第 1 回メンタルヘルスセミナー 

『メンタルヘルスと健康経営 

        ～ヘルシーカンパニーを目指そう～』 

会場・主催：倉敷商工会議所 

 

三菱化学ハイテクニカ㈱ 水島テクノセンター 

メンタルヘルス研修 

『明るく健全な組織を作るために！』 

主催：倉敷商工会議所出前セミナー 

 

『第 1 回フォト自己表現トレーニング 

             ～心の成長と表現力向上～』 

対象者：小学生～中学 3 年生まで＆その家族 

主催・会場：（株）総合心理研究所 

 

『第 5 回 女性のためのメンタルトレーニング研修 

自己管理能力を構築する③』 

会場・主催：医療法人 弘友会 

 

 

 

 



『女性経営者のためのメンタル研修クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：東京都千代田区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

医療福祉従事者向け メンタルヘルス研修 

『自己管理能力と健康経営』 

会場：泉リハビリセンター 

主催：医療法人 弘友会 

 

2016 年 国際ロータリーバージョン 

                   『組織管理とメンタル課題』 

会場：徳島グランヴィリオホテル 

主催：徳島プリンスロータリークラブ 

 

『女性経営者のためのメンタル研修 クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：東京都新宿区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

倉敷木材（株）メンタルヘルスセミナー            

『組織管理と自己管理 

     元気な心で、元気な職場をつくろう！！』 

主催：倉敷商工会議所出前セミナー 

 

＜8月＞ 

『感性力向上トレーニング 

～お城で視る・考える・自問自答する～』 

会場：福山城周辺 

主催：（株）総合心理研究所 

 

津和野公民館 主事研修 

『心の健康力を高め 地域を明るく健全に！』 

会場・主催：（株）総合心理研究所 

 

『第 5 回 女性のためのメンタルトレーニング研修 

自己管理能力を構築する③』 

会場・主催：医療法人 弘友会 

 

 

 

 

 

 

『女性経営者のためのメンタル研修 クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：東京都千代田区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『若手経営者のためのメンタル研修 クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：大阪市 

主催：（株）総合心理研究所 

 

倉敷商工会議所セミナー             

『ストレスチェック制度開始 

         企業の発展につながる制度の活用法』 

会場・主催：倉敷商工会議所 

 

＜７月＞ 

『発達障碍者のためのメンタルヘルスケア 

～自立を促進するために～』 

会場・主催：（株）総合心理研究所 

 

『女性経営者のためのメンタル研修 クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：東京都千代田区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『女性のためのメンタルトレーニング研修 

自己管理能力を構築する②』 

会場・主催：医療法人 弘友会 

 

『女性経営者のためのメンタル研修 

クリティカル・フィードバックと自己成長』 

会場：東京都新宿区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『感性力向上トレーニング 

～京都で視る・考える・自問自答する～』 

会場：京都 東福寺周辺 

主催：（株）総合心理研究所 



＜６月＞ 

『カウンセラーのための メンタル研修 

            ～ストレスリセット力向上～』 

会場・主催： (株)総合心理研究所 

 

『女性経営者のためのメンタル研修 クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：東京都千代田区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『女性のためのメンタルトレーニング研修 

自己管理能力を構築する①』 

会場・主催：医療法人 弘友会 

 

『女性経営者のためのメンタル研修 クリティカル・ 

フィードバックと自己評価スキルアップ』 

会場：東京都港区 

主催：（株）総合心理研究所 

 

総社市巡回ふれあい講演会 

『家庭・職場・地域で自分らしく輝いて生きる 

～心身ともに健康に人とのかかわりを大切に～』 

会場：総社市清音公民館 

主催：総社市教育委員会 

 

2016 年 国際ロータリーバージョン 

『組織管理とメンタル課題』 

会場：岡山アークホテル 

主催：岡山旭川 RC 

 

『発達障碍者のためのメンタルヘルスケア 

～家庭と地域との環境調整を考える～』 

会場・主催：（株）総合心理研究所 

 

『感性力向上トレーニング 

相談援助者海外研修 香港 4ＤＡＹ～』 

主催：（株）総合心理研究所 

 

＜５月＞ 

『リーダーのためのモチベーションアップ研修』 

会場：東京都大田区 

主催：(株)総合心理研究所 

 

 

 

『経営者のためのモチベーションアップ研修』 

会場：東京都港区 

主催：(株)総合心理研究所 

 

女性管理者候補者向け 

『女性のためのメンタルトレーニング研修』 

             ～自己認識力の構築①～ 

会場・主催：医療法人 弘友会 

 

『相談援助者のためのメンタルトレーニング』 

会場：東京都文京区 

主催： (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 

総合① ②』 

会場：東京都文京区 

主催：(株)総合心理研究所 

 

『発達障碍者のためのメンタルトレーニング』 

会場・主催：(株)総合心理研究所 

 

2016 年国際ロータリーバージョン 

『組織管理とメンタル課題』 

会場：岡山アークホテル 

主催：岡山後楽園ロータリークラブ 

 

2016 年国際ロータリーバージョン 

『組織管理とメンタル課題』 

会場：マリアージュ ホテル ビアントス 

主催：小郡ロータリークラブ 

 

『メンタル疾患者のためのメンタル研修 

        ～体調管理と生活の質を考える～』 

会場・主催：（株）総合心理研究所 

 

『カウンセラーのためのメンタル研修 

         ～相談援助者の人権について～』 

会場・主催：（株）総合心理研究所 

 

  



 

＜４月＞ 

『メンタル疾患を乗り越えるセルフコーチング研修 

     ～楽しく就職活動をするためのヒント～』 

会場・主催： (株)総合心理研究所 

 

『朝活・転職活動者のためのメンタル研修 

   ～コミュニケーション・アサーション向上～』 

会場・主催： (株)総合心理研究所 近畿事務局 

 

『若手相談援助者のためのメンタル研修 

               ～ストレスリセット力向上～』 

会場・主催： (株)総合心理研究所 近畿事務局 

 

『女性のためのメンタルヘルス 

～国際社会とアイデンティティ～』 

会場：台北アンバサダーホテル 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

『国際社会と女性のメンタルヘルス課題』 

会場：アンバサダーホテル台北 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

『国際社会とメンタルヘルス』 

会場：台湾 Hotel 尊爵大飯店 Monarch Plaza Hotel 

主催：台湾 桃園東ロータリークラブ  

 

『発達障碍者のためのメンタルヘルス 

～家庭とのコミュニケーションについて～』 

会場・主催：（株）総合心理研究所 

 

『相談援助者のためのメンタルトレーニング』 

会場・主催：（株）総合心理研究所 

 

『トップリーダーのためのメンタルトレーニング』 

会場：東京都渋谷 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『20 代女性のためのメンタルトレーニング  

基礎総合』 

会場・主催：（株）総合心理研究所 

 

 

 

 

 

＜３月＞ 

２０１６年 国際ロータリーバージョン 

『組織管理とメンタル課題』 

会場：サンロード吉備路 

主催：総社吉備路ロータリークラブ 

 

女性管理職トレーニング  

『プレゼンテーション時のメンタリティスキルアップ』 

会場・主催：株式会社 総合心理研究所 

 

内定者研修  

『新入社員のためのメンタルヘルス』 

会場・主催：株式会社 デンソー勝山 

 

女性管理職候補者のためのスキルアップトレーニング 

 『エゴグラムで自分をパワーアップ！』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

女性チームのための組織管理研修③ 

       『エゴグラムで自分をパワーアップ！』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

『女性管理職者のためのメンタル研修 

             ビジョンの構築を考えよう』 

会場・主催：株式会社 総合心理研究所 

 

『シニアにやさしい社会をつくろう』 

 ・介護に携わる人のメンタルヘルス（介護する人） 

 ・要介護者（高齢者）のメンタルヘルス（介護を受ける人） 

会場：倉敷商工会議所 

主催：吉備の国クラスター 医療・福祉グループ 

 

２０１６年 国際ロータリーバージョン 

『組織管理とメンタル課題』 

会場：ホテルグランビア岡山 

主催：岡山北ロータリークラブ 

 

『20 代のためのメンタル管理トレーニング』 

会場・主催：株式会社 総合心理研究所 

 

大人の発達障がい者対象トレーニング  

『就活を成功させるための基本について』 

会場・主催：株式会社 総合心理研究所 

 



『女性経営者のためのビジョン管理  

組織管理研修』 

会場：新宿 

主催：（株）総合心理研究所 

 

＜２月＞ 

『管理職者のためのメンタル管理 総合』 

会場：総社本社 研修ルーム 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

女性チームのための組織管理研修② 

 『自己分析で自己確立』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

岡山ゆうゆう会 定例勉強会 

『ストレスチェック制度開始 今、産業医に 

望まれること～企業の実情と事例を交えて～』 

会場：松の木亭 

 

総社商工会議所 第 3 回メンタルヘルスセミナー 

『実例を通して、具体的な知識を学ぶ 

         パワハラ防止 グループワーク付』 

主催・会場：総社商工会議所 

 

倉敷商工会議所 第 3 回メンタルヘルスセミナー 

『ストレス管理の達人になる！  

  第 2 部：ストレスリセット力 グループワーク』 

会場・主催：倉敷商工会議所 

 

『経営者のためのストレス管理トレーニング』 

会場：赤坂 

主催：（株）総合心理研究所 

 

女性チームのための組織管理研修①  

『自己分析で自己確立』 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

『朝活！転活！モチベーション up トレーニング』 

会場：大阪 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『若手カウンセラーのための 

モチベーションアップ研修』 

会場：大阪 

主催：（株）総合心理研究所 

『女性経営者のためのモチベーションアップ研修 

～組織管理力向上とリーダーシップ～』 

会場：新宿 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『起業志望者のためのモチベーションアップ研修』 

会場：新宿 

主催：（株）総合心理研究所 

 

＜１月＞ 

『経営者のためのメンタル管理 総合』 

会場：新宿区 

主催：株式会社 総合心理研究所 

 

『対人関係をアップさせるためのエゴグラム＆ 

トレーニング』 

主催・会場：医療法人 弘友会 大会議室 

 

『最新ストレス管理と組織力 UP 

 ～企業向け事例から 気づこう！学ぼう！～』 

会場：倉敷運輸 会議室 

主催：倉敷商工会議所 

 

『就労希望者のための 

モチベーション up トレーニング』 

会場：（株）総合心理研究所 本社研修ルーム 

主催：（株）総合心理研究所 

 

大人の発達障がい者対象トレーニング 

 『家庭環境と自立の促進』 

会場・主催：株式会社総合心理研究所 

 

『転活！モチベーション up トレーニング』 

会場：（株）総合心理研究所 本社研修ルーム 

主催：（株）総合心理研究所 

 

『グローバル人材としての 

 メンタルアップ・モチベーションアップ研修』 

会場：中国・上海市内他 

主催：（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） 


