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ごあいさつ 

このたびは、神⼾メンタルサービスの資料をご請求いただき、ありがとうございました。 

1988 年の活動開始以来、時代の流れとともに、メンタルケア、カウンセリングやセラピー、そして

心理学に対する社会のニーズが非常に高まってまいりました。それに伴い、当社へのカウンセリン

グ依頼やカウンセラーを志望される方からのお問合せも飛躍的に増えおります。 

現在、当社では２１世紀、心の時代にますます必要とされる良質なカウンセリングやセラピーと、

それに応え得る心の専門家の育成に力を注いでおります。 

「どこに相談していいのか分からない」とお一人で悩まれている方、ぜひ私どもカウンセラーにご

相談ください。 

「カウンセラーになって社会に貢献したい」という情熱を持っておられる方、ぜひ私どもと一緒に

未来への道を創っていきましょう。あなたの一歩がより良い社会へとつながります。 

あなたとの出会いを心よりお待ちしております。 
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カウンセリングに行こう！ 

はじめまして。神⼾メンタルサービス代表の平です。 

今、あなたがこの冊子を読んでいるということは、あなた自身が悩みや問題を抱えているからかも

しれません。そして、その解決策を探し求められているのかもしれません。 

もしかすると、カウンセリング以外に、色々な方法をすでに試されたかもしれません。 

「本当にカウンセリングって効果あるのかな？」 

「誰にも話せず、今まで抱えてきたけれど…」 

「相談しても大丈夫だろうか？」 

「もし相談して、それでも解決できなかったら、どうしよう…」 

「守秘義務があるそうだけど本当に秘密を守ってくれるのだろうか…？」 

「他でカウンセリングを受けたけれど、あまり効果がなかったよな…。ここは大丈夫かな？」 

そんな不安を持っておられるかもしれません。 

 

私自身、はじめてカウンセリングを受けに行ったとき、自身の悩みや問題で押しつぶされそうにな

っていました。そして、色々な不安を抱えながらカウンセラーを訪ねたことを覚えています。 

そして、そのときに出会ったカウンセラーの先生のあたたかさ、優しさに触れ、 

「しんどかったね。大変だったね」  「一人で悩んできたんでしょう」 

「私を信頼して、話してくれてありがとう」 「一緒にやっていこうね」 

と言っていただき、それからカウンセラーの先生と二人三脚で進んでいったのを覚えています。 

 

一人で抱えているときは、しんどいですよね。 

「誰かが、気づいて助けてくれないかな」 

「『もういいよ、十分がんばったね』って誰かが言ってくれたら、休むことができるのに…」 

「明日の朝になったらすべてが消えてなくなって、平和な日常に戻ってないかな」 
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「なんでこんなふうになっちゃったんだろう…」 

そんなふうに思うこともあります。 

でも、なかなか人に頼ることができなくて、いつの間にかさまざまな心理的なストレスを溜め込ん

でしまい、気が付いたときには 

「何かしんどい…」 

「どうすれば楽になるんだろう…」 

「どうすれば解決するんだろう…」 

と悩んでしまうのです。 

なぜなら、私たちは心の悩みについては、人に頼ることが悪いように感じたり、迷惑をかけるよう

に感じたり、「もう大人なんだから、これくらい一人で解決しないと」と感じるからです。 

 

しかし、もしあなたが病気になったら、どうでしょうか？私たちはカゼをひいて 40 度の熱が出たら、

普通に病院に行って、点滴や注射を打ってもらったり、お薬をもらったりします。 

心のストレスや悩みも同じで、しんどいときには心の専門家に診てもらうのは普通のことです。 

でも、多くの方は一人で何とかしようとされます。それはまるで、病気になったときに自分で注射

を打って、自分で薬を調合して、自分一人で治そうとするようなものなのです。これはちょっとつ

らいですよね。 

一人で全部解決する必要はありません。悩んだとき、心が疲れたとき、しんどいときは、私たち、

心の専門家、カウンセラーを頼ってください。 

「両親の仲がずっと悪くて…」  「仕事がうまくいかなくって…」 

「いつも同じパターンで恋愛が終わってしまう」 

「いつも三角関係になってしまう…」 「離婚の問題があって…」 

「対人恐怖症で…」   「家族が心の病気で…」  

「今まで、ずっと戦って生きてきたけれど…」 

「両親を早くに亡くして…」  「パートナーを亡くして…」 
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「家族が病気で…」   「自分に自信がなくて…」 

「もう疲れて、しんどくって…」  「みんなと仲良くなれなくて…」 

「私は本当に幸せになれるんでしょうか？」 

「本当の私を理解してくれる人なんていない・・」 

「孤独で寂しくって…」   「もう死んでしまいたい…」 

「人生のリセットボタンがあればいいのに…」 

当社には毎日、このようなご相談が寄せられます。そして、これは当社のカウンセラーがカウンセ

ラーになる前に持っていた問題でもあります。だからこそ、彼らは自分自身の問題を癒した後に、 

「私と同じような問題をもって、悩んでいる人がいたら力になりたい」 

「私はカウンセラーと出会って人生が変わった」 

「一人で全部解決しなくてもいいんだよ」 

「幸せになれるよ」    

「うまくいくよ」 

という思いを抱いてカウンセラーになりました。 

自らも悩みを持っていたからこそ、人の悩みや心の痛みがわかる。それが当社のカウンセラーです。 

一人でも多くの方が人生をよりよくするためにカウンセリングを役立てていただければと思います。

あなたのお電話を心よりお待ちしております。 

 

カウンセリングについての詳細は、当社のカウンセリング部門カウンセリングサービスのサイトを

ご覧ください。 

カウンセリングサービス：https://www.counselingservice.jp 
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面談カウンセリングのご案内 

面談カウンセリングでは、当社のカウンセリングルームにお越しいただき、直接お会いしてカウン

セリングを行っております。 

面談のカウンセリングは 2 時間を使って行います。はじめの 1 時間はカウンセリングを通してあな

たのお話に耳を傾け、悩みや問題を作っている感情的な葛藤を探していきます。 

そして、残りの 1 時間を使って、電話カウンセリングではできないさまざまなセラピーを取り入れ

て、あなたの問題を癒していきます。イメージセラピー、ミュージックセラピー、インナーチャイ

ルドワークなど、そのときのあなたにとって必要なセラピーを織り交ぜていきます。 

面談のセラピーでは電話カウンセリング比べ、ダイレクトにあなたの感情にアプローチできますの

でより深い癒しを行うことができます。 

感情が癒された後には、今まで感じたことのなかったような爽快感、解放感を感じるでしょう。 

よくあるご質問 

「どんなご相談でもいいのでしょうか？」というご質問をよくいただきますが、どのようなご相

談でも結構です。 

今までに当社にいただいたご相談内容は多岐にわたります。例えば、家族の問題、子育ての問題、

嫁姑の問題、恋愛や夫婦の問題、仕事上での人間関係の問題、人生における重要な選択に関する

問題、躁鬱などの心のストレスについてのご相談、倦怠感、だるさ、過食症・拒食症、アトピー、

喘息などストレスによる体の不調のご相談などさまざまなご相談がございます。 

「何から話していいのか分からないのですが…」とおっしゃる方もたくさんいらっしゃいますが、

カウンセラーがあなたのお話にじっくりと耳を傾けますので、どうぞ安心してご依頼ください。 

 

カウンセリング料金、予約方法は、カウンセリングサービスのサイトをご覧ください。 

カウンセリングサービス：https://www.counselingservice.jp 
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電話カウンセリングのご案内 

初めてご利用いただくときは、「カウンセリングってどんなことをするんだろう？」「カウンセラ

ーが苦手なタイプだったらどうしよう？」など、いろいろな不安が出てくるかもしれません。 

そこで、当社では、「初回無料電話カウンセリング」を行っています。 

一人でも多くの方にカウンセリングを体験し、私達のカウンセリングがどのようなものかを体験し

ていただきたい！という思いを込めて、当社の設立以来、ずっと継続しているシステムです。 

電話カウンセリングの場合、初回は無料でご利用いただけますので、こちらのシステムを利用して、

ぜひカウンセリングを体験してください。 

カウンセラーをご指名いただくこともできます。 

初回無料電話カウンセリングをお試しいただいた後、同じカウンセラーで継続してカウンセリング

をご希望の場合は、2 回目以降は、有料でご利用いただけます。 

 

カウンセリング料金、予約方法は、カウンセリングサービスのサイトをご覧ください。 

カウンセリングサービス：https://www.counselingservice.jp 

完全無料のカウンセリングネットワーク「カウンセラーズグループ」のご紹介 

当社の「カウンセラー養成コース」で学んでいるボランティア・カウンセラーが無料電話カウンセ

リングを行っています。 

クライアント様からご好評をいただき、たいへん多くのご依頼をいただいております。 

こちらは何回お使いいただいても無料です。ぜひ、あなたに合うカウンセラーをお探しください。 

カウンセリングのご利用方法は、カウンセリング予約センターにお問合せください。 

カウンセリング予約センター：06-6190-5131 

※予約制。ご予約の受付はお電話のみです。 

※電話料金のみご負担ください。
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心理学スクールのご案内 

当社では個人カウンセリングだけではなく、より深い癒しや学びを求める方のために、現在、東京、

名古屋、大阪、神⼾、福岡にて心理学スクールを開校しています。 

10 名〜20 名ほどの小規模の講座もあれば、70 名から 100 名ほどの大規模なグループセラピーまでさ

まざまな講座があります。 

＜講義形式の講座＞ 日常生活の対人関係に心理学や癒しを役立てたい方向け。 

恋愛心理学講座 恋愛・夫婦関係・男女関係を専門に扱う講座 

心理学入門講座 あらゆるジャンルのテーマを心理学的に学ぶ講座 

カウンセリング講座 カウンセリングのレクチャーや実習を通してカウンセリング・マインドを

学ぶ講座 

＜ワークショップ＞ 

ヒーリングワーク より深い癒しを体験し、自身の問題を解決したい、人生をよりよく変えて

生きたいという方のためのグループセラピー。 

当校で一番人気のある癒しの講座です。 

＜カウンセラー養成コース＞※カウンセラー養成コースの詳細は、P16〜34 をご覧ください。 

「カウンセラーになりたい」、「カウンセラーとして活躍したい」方のためコースです。 

●入会金について 

当社の講座を初めて受講していただく際に、入会金として、受講料とは別に\3,300 をいただいて

おります。入会金はいかなる場合でも返金できませんのでご了承ください。 

 

無料説明会へいらっしゃい！とくとくキャンペーン実施中！ 

入会金(3,300 円)無料＋講座体験チケット(3,300 円)＝6,600 円もお得です！ 

詳細は神⼾メンタルサービスのサイトをご覧ください。 

無料説明会とくとくキャンペーン：https://www.1counselor.com/0204info/001794.html 
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気軽に学べる、1 回完結講座です！ 

講座のご案内 

恋愛心理学講座 大人気！よりよい男女関係を求めるあなたに 

「彼女や彼が何を考えているのかわからない」「本当は仲良くしたいのにトラブルばかり起こって

しまう」「いつも同じパターンで関係が終わってしまうのはなぜ？？」 

パートナーシップに関する問題はたくさんありますよね。既婚の方も独身の方も、よりよい関係を

つくりたい方におすすめの講座です。  

心理学入門講座 友達、職場、家族などの人間関係に行かせる心理学！ 

家族関係の悩み、仕事の悩みなど、毎回違ったテーマでお届けします。感情について基本をわかり

やすく解説。心理学的な知識や理論についても学んでいただけます。 

カウンセリング講座 技術アップを目指す方へ 

「カウンセリングの基礎を学びたい」方におすすめの講座です。様々なケースを取り上げ、カウン

セリングのロールプレイングを行いながら学びます。心理分析やアドバイスの仕方、カウンセラー

としての物事の見方や考え方（カウンセリング・マインド）を学びたい方に最適です。 

【過去に扱った例題】 

●旦那がどうも浮気をしているようなんです。どうしたらいいのでしょうか… 

●子供をたたいてしまう…   ●姑と同居、どうしたらいいのでしょう… 

●親友だと思っている人に、お金を貸してから、関係がギクシャクしてしまった… 

●同期は結婚や転職で辞めていきますが、私は取り残されて… 

●職場の上司と対立してしまい、会社に居づらい 

 

以上の講座は、毎回違ったテーマでお届けします。テーマは、「講座日程表」でご確認ください。 

カウンセラーとしてぜひ学んでいただきたい基本のテーマには、「基礎」のマークがついています

ので、こちらから受けていただくのもおすすめです。 https://www.healing.ac 
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●講座のご案内 

【受講料】 2 時間 \3,300 

※当社の講座・ワークをはじめて受講される際には、入会金として別途\3,300 が必要です。 

※受講料は当日受付にてお支払ください。 

【時間】平日夜 19:00〜20：50（約 2 時間） 

【開催日】神⼾メンタルサービスのサイトの「講座日程表」でご確認ください。

https://www.healing.ac/ 

【主な会場】東京（銀座、上野）、名古屋（名駅）、大阪（江坂）、神⼾（三宮）福岡（天神） 

詳しい地図はサイトでご確認ください。https://www.healing.ac/ws/map.html 

【お申込み】サイトからお申込みいただけます。https://www.healing.ac 

講座日程表の「参加」のリンクをクリックしてください。 

お問合せは、０６−６１９０−５６１１までお電話ください。 

 

 

基礎集中講座 心理学の基本がしっかり学べます 

心理学入門講座、カウンセリング講座の中で、特にカウンセラーとして大切なぜひ学んでいただき

たいテーマ「基礎講座」を 2 日間でまとめて学んでいただくことができます。 

集中的に学びたい方、遠方の方にもお勧めです。2 日間の講座ですが、1 日単位でもご参加いただけ

ます。 

【受講料】 １日のみ参加：13,200 円 ２日間参加：22,000 円 

【時間】１日目：10:00〜17:30 ２日目：10:00〜18:30 

※会場、お申込み方法は、上記の講座のご案内をご覧ください。 
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〜癒しと変化を求めるあなたへ〜 

ヒーリングワーク 

心のサイドブレーキを下ろしませんか？ 

「どうしてこんなに疲れるんだろう？」 「あと、どれくらいがんばらなきゃいけないの？」 

「まだ、がまんしないとだめなのかな？」 「このまま人生が過ぎていくんだろうか…？」 

「幸せになれるんだろうか？」  「理想のパートナーと結婚できるだろうか？」 

「もっと楽しくならないかなぁ？」 「もっと良い方法はないかなぁ？」 

こんなことを考えたり、感じたりしたことはありませんか？ 

今の自分や対人関係に窮屈さを感じたり、虚しさを感じたり、疲れを感じたことはありませんか？ 

もし、あなたが一生懸命がんばっても思うような結果が出ないのなら、それは心のサイドブレーキ

が上がっているからです。一生懸命アクセルを踏んでも、サイドブレーキが上がったままだとエン

ジンは燃え尽きてしまいます。 

しかし、私たちは心のサイドブレーキが上がっていることに全く気づかないまま、がんばって燃え

尽きようとしているのかもしれません。 

自分のやり方、考え方に気づく 

私たちには”自分のやり方”というのがあります。簡単な例でいうと「弱みを見せない」「人には頼

らない」「わがままを言わない」などです。 

これらの考え方は私たちが人生で色々な経験をしてきた中で「この考えならうまくいく」と思った

ものです。 

例えば、「わがままを言わない」という考え方を持っている人を例にしましょう。 

子供の時には、行儀良く、がまんして、わがままを言わなければ、「良い子だね」とご両親にほめ

られたかもしれません。つまり、この方法は、子供のころにはうまくいったわけです。 

しかしこの方法が今の私たちにとって役に立っているとは限りません 
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「わがままを言わない」というサイドブレーキを持っている人は「遠慮深い」「がまんする」「言

いたいことをいえない」「No と言えない」という性格的なパターンを持つ傾向があります。 

このサイドブレーキを持って恋愛をすると、恋人から「あなたの気持ちがわからない」「何を考え

ているのかわからない」「あなたは何が欲しいの？何がしたいの？」と言われるかもしれません。 

会社では、上司から「君には意見がないのかね」「もっとリーダーシップを取ってくれないか」と

言われるかもしれません。 

でも、そう言われたとしても、こういうタイプの人は、どうしていいのかわからないのです。なぜ

なら、「がまんしてわがままを言わない」ことが当たり前になり、心理的なパターンになっている

からです。 

これが心のサイドブレーキとなって私たちの足を引っ張っているのです。そして、この心理的なパ

ターンは、潜在意識に潜って、影から私たちの人生に影響を与えているのです。 

心のお掃除をしよう！～痛みを癒す～ 

私たちが持っているサイドブレーキは昔の”成功体験”からできています。ご両親にほめて欲しくて、

わがままを言わなかったら、がまんしたら、「いい子ね」とほめてもらえたのです。でも、がまん

したかったわけではありません。ただ、ほめて欲しかったから、愛して欲しかったから、その手段

として”わがままを言わない”と決めたのです。 

私たちには「わがままを言ったら愛されない」と誤解した時期がありました。「ありのままの自分

では愛してもらえないんだ」、「認めてもらえないんだ」そう誤解して愛やつながりを諦めます。 

そしてこれが”痛み”となり私たちの自由を奪っています。 

しかし、この”痛み”は往々にして潜在意識・無意識に押し込められています。私たちの潜在意識や

無意識は、まるでいらないものを放り込みすぎて、もう二度と開けたくない押入れのようになって

いるのです。そして私たちは心の押入れをまるで”ごみ箱”のように扱っています。しかし、潜在意

識や無意識は私たちにとって可能性の宝庫でもあります。 

もしあなたが「何かうまく行っていないな」、「何かしんどいな」と感じるのなら、一生懸命押し

込めたり、がんばったりするのではなく、自分に許していないことを許してあげてください。 
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許しは可能性・才能への扉 

自分や人を許し、痛みが癒され、つながりができると、あなたが自分自身を制限していた部分、禁

止していた部分から解放されます。 

自由でのびのびとした部分、あなた独自の創造性や個性、インスピレーションなど、あなたが今ま

で気づかなかった可能性への扉が開かれます。 

そして、あなたの中に眠っている潜在的な力が才能となって現れるでしょう。それらがあなたによ

り幸せな、豊かな人生をもたらしてくれるのです。 

ヒーリングワークでは、私たちが自分自身を縛って窮屈になっている部分や心の痛みを癒し、その

下にある才能を開いていきます。 

ヒーリングワーク・ベーシックとアドバンス 

より充実した癒しのワークショップをご提供するため、当スクールではヒーリングワークを「ベー

シック」と「アドバンス」の２つに分けております。ワークショップが初めての方は、ヒーリング

ワークの「ベーシック」に、２回目以降の方は、「アドバンス」にご参加ください。 

「ベーシック」は、ワークショップが初めての方向けの癒しのワークショップです。 

「ヒーリングワーク･ベーシック」は、心理学の基本知識や心の仕組みについて、初めての方にもわ

かりやすく学べるようにプログラムが組まれています。 

１日目は潜在意識と感情について体験的に学び、２日目はあなたが持っている問題を解決するため

に必要なテーマを探していきます。 

※ヒーリングワークを受講する場合は、まず最初にベーシックを受講していただきます。 

ベーシックを受講していただいた方のみ、アドバンスに参加することができます。 

※名古屋・福岡のヒーリングワークには、はじめての方もご参加いただけます。名古屋・福岡のヒ

ーリングワークにご参加いただいた方は、アドバンスに参加していただくことができます。 
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●ヒーリングワークのご案内 

【受講料】\48,400（2 日間） \72,600（3 日間） 

【時間】10:00〜20:00 ※東京・名古屋・福岡で開催の場合、最終日は 10:00〜18:00 

【参加条件】2 日間以上、参加日すべて終日ご参加いただける方 

※交通機関の関係で時間調整が必要な方はお申し出ください。 

【開催日】神⼾メンタルサービスのサイトの「講座日程表」でご確認ください。https://www.healing.ac 

【会場】東京・名古屋・大阪・福岡で開催しています。 

【お申込み】サイトからお申込みいただけます。https://www.healing.ac 

講座日程表の「参加」のリンクをクリックしてください。 

お問合せは、０６−６１９０−５６１１までお電話ください。 

●返金保証制度について 

ヒーリングワークに初めて参加されるにあたって「内容がわからないし、出費も大きいので不安だ」

という方もいらっしゃいます。そこで当社では初参加の方に限り全額返金保証制度を設けています。 

所定の日数をすべて受講の上、ご期待に添わなければ 2 週間以内にお申し出ください。ご入金いた

だいた受講料を無条件で全額お返し致します。 

※ご返金は受講された翌月末となります。 

※振込手数料のみご負担ください。振込手数料を差し引いてご返金させていただきます 
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●ヒーリングワーク受講後 

フォローアップセミナー  【受講料】\3,300 

ヒーリングワークに初めて参加された方や初心者の方のために、受講後のケアやサポートをじっく

り時間をかけて行います。 

※ベーシック、名古屋・福岡のヒーリングワークにご参加いただいた方は、いつでも、何度でもご

参加いただくことができます。 

コンプリーション      【受講料】\3,300 

ヒーリングワーク・アドバンスで行ったワーク（心理療法）の解説や質疑応答を行います。 

※対象のヒーリングワーク・アドバンスに参加された方のみご参加いただけます。 

ヒーリングワーク体験談 

父親との葛藤が癒された！ 会社員／27 歳 

私は幼いころから、父の暴力を目の当たりにして育ってきました。いつも家庭内には緊張の糸が張

り詰め、父の様子を伺いながらの生活でした。回数こそ減ったものの暴力は最近まで続き、心が限

界の叫び声を上げていました。そんな時、神⼾メンタルサービスに出会いました。 

あるワークで私に大きな「癒し」が訪れました。ずっと胸につかえていた何かが、喉を通って吐き

出されると、心にポカッと穴が開き、そこを寒いくらいにスースーと風が通り抜けて行くのです。

穴の向こうには、心地よい風景が広がっていました。身体が軽くなり、フワフワと地に足が着かな

いような感覚がしました。 

それから３ヵ月が過ぎたある日、突然、父がこう言いました。「今までおまえのことを怒って殴っ

てきたのは、ただ単に俺のわがままだったのかもしれないな」全身の力が抜け、内側から温かいも

のが湧き上がってきました。その夜、夢を見ました。ワークの時、父親役をお願いした方が家の二

階で豪快に笑っているのです。隣で私も一緒に笑っていました。とても楽しい夢でした。きっと「心

のおとーちゃん」も喜んでくれているのですね。背中の十字架を下ろせた朝でした。 

今、こう思っています。私が幸せになることが、周りの人たちの幸せに繋がる。私は幸せになれる。

そんな風に自分を信じることから始めていこう。 
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一人で生きている訳じゃないんだ 会社員／29 歳 

僕はあるメーカーのサラリーマンです｡俗に言う一流大学を卒業し、大企業に就職という、世間では

恵まれた境遇にいます。でも、毎日遅くまでの残業と休日出勤の連続で、心身ともに疲れていまし

た。しんどくても心を許せる友人もいず、無論恋人などいなくて、毎日一人で悩んでいました。そ

して、そんな自分自身に対して、ほとほと嫌気がさしていました｡ 

僕がワークに参加して最初に感じたことは、「悩んでいるのは自分だけじゃなかったんだ」ってこ

とです。人それぞれに問題を抱えて生きている｡そして自分の人生においても問題がある｡でも、そ

んな自分に許可を与えてみようと思いました｡初めて自分自身を味方にすることができました｡ 

ワークに参加したからといって、「人生の問題が解決される」ということはありません｡でも、問題

があっても、それを乗り越える能力は自分にあるし、やるもやらぬも自分の選択一つなんだ、と思

う時が増えました｡それから、ワークに参加して以来、たくさんの仲間ができました｡みんな、何か

あった時に助けてくれる大切な人たちです｡僕は一人で生きているわけではないんだ、と実感できて、

生きるのがすごく楽になりました｡ 

 

私の人生まだまだ捨てたものじゃない！ 女性／31 歳 

私、物心ついたころから”自分探し”をずーっとしていました。いつも他人に対して「なんで？」っ

て価値観・感覚のズレを感じていたんです。 

3 年前、父の他界をきっかけに離婚、仕事の挫折、男運の悪さ。（これは以前からでしたね。笑） 

31 年目にして始めて知りました。”⼋方塞がり”だってことに！幸いなことに、神⼾メンタルサービ

スの存在は、以前から知っていましたが、私には縁のない所だと思っていました。 

が…。さすがの私も駆け込みましたね。 

あれから 8 ヵ月…。「自分が正しいと思って取ってきた行動がいつも上手くいかない！」その理由

がわかったんです。”気づく”ことって本当に自分の宝物になるんですね〜。 

私の人生、まだまだ捨てたものじゃない！やっと前に進み始めたようです。だってあのころの私か

らは想像もつかない出来事が訪れちゃったんですから。



カウンセラー養成スクール 

15 

 

ヒーリングワーク・セットコース 

当校でも人気 No.1 のヒーリングワークをお得に受講できるセットコースです。コース受講生の中に

はパートナーができたり、自分の可能性や夢を現実した人もたくさんいます。 

「なぜ同じことを繰り返すのか…」  「なぜ欲しいものが手に入らないのか…」 

人生の台本である潜在意識、無意識のパターン（人生脚本）を見つけ、癒していきます。 

半年後、１年後のあなたを変えるのは今現在の選択です。 

古いパターンを脱ぎ捨て、あなたが自分自身の手で未来と運命を切り開くお手伝いをします。 

内容 
受講料 

期間 
一括 分割 

3 回コース \121,000  ￥132,000 3 ヵ月～2 年 

6 回コース \231,000 ￥253,000 6 ヵ月～2 年 

 

癒しコース 

一番ニーズの高いヒーリングワークと心理学講座を１年間何度でも受講できるコースです。「カウ

ンセラーになろうとは思わないけれど、自分を癒していきたい」「もっと心理学を日常で使えるよ

うになりたい！」というあなたにおすすめのコースです。 

受講料もたいへんお得になっておりますので、継続して受講してみたいという方には、おすすめで

す。 

＜コース内容＞ 

・ヒーリングワーク１２回 

・心理学入門講座（１年間フリーパス） 

・恋愛心理学講座（１年間フリーパス） 

・カウンセリング講座（１年間フリーパス） 

【受講料】一括 \385,000 分割 \418,000 

【受講期間】〜２年間（最⻑） 
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心のプロフェッショナルを目指すあなたへ 臨床中心の実践主義で実力のあるカウンセラーを養成します。 

カウンセラー養成コース 

感情を癒すのがカウンセラーの仕事です 

人は悲しみ、寂しさ、喪失感、行き詰まり、絶望など、さまざまな感情で悩みます。ですから、ど

れだけ理論を知っていても、感情について学ばなければ人を癒すことはできません。心理学や理論

が人を癒すのではなく、人が人を癒すのです。 

では、人はどんなときに癒されるのでしょうか？それは心に触れ、共感した時です。あなたの言葉、

しぐさ、行動、姿勢、そこに込められたものが伝わった時、人は癒されるのです。 

理論を学ぶよりも、もっと大切なことは実際に臨床現場に立って、カウンセラーとはどういう仕事

なのか、肌で感じて学ぶことなのです。 

時代が求める心のプロフェッショナル 

現在、様々な場面で心のケアが求められています。家族、夫婦、教育、職場、医療の現場など、私

たちが日常を過ごす場面で多くのカウンセリング依頼があります。 

しかし、日本では実際に心理学を使うカウンセリングの現場（臨床）を経験できる環境がないため、

カウンセラーが実力を身につけるのが非常に困難な状況でした。 

今の時代、求められているのは現場で役に立つ心のプロフェッショナルです。多くの臨床を経験す

ることにより、現場で役立つカウンセラーの育成を目指します。 

今がチャンス！ 

21 世紀、時代はカウンセラーを求めています。実際に当社へのカウンセリングの依頼件数は毎月増

加しています。あなたが差し伸べる手を待っている人は日本全国にたくさんいます。 

実力さえあれば活躍できる現状をフル活用してください。当社には全国に約 140 名（2019 年 1 月現

在）のカウンセラーの卵がいます。彼らもプロになるべく実力を磨いています。 

みなさんも、現場で学び、実力を身につけることができる土壌を有効活用してください。 

情熱を持って一緒に取り組んでくださる方をお待ちしております。
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日本では、カウンセラーに資格は必要ない！ 

日本ではカウンセラーになるのに資格は一切必要ありません。あなたも明日からカウンセラーにな

ることができます。 

2017 年に日本で初めてのカウンセラーの国家資格「公認心理士」ができましたが、これは、試験に

合格した人だけが「公認心理士」と名乗ることができるというもので、資格がないとカウンセリン

グができないとか、資格があるからカウンセラーとして仕事ができるというわけではありません。 

ほかにも「臨床心理士」という資格があります。臨床心理士はこの業界では日本で一番難しい認定

資格です。臨床心理士の資格を取るには大学院を卒業し、臨床経験を積んだ者でないと受験資格す

ら与えられません(※)が、この臨床経験を積める場所を探すのが困難なのが日本の現状です。 

※指定大学院によっては、臨床経験が不要な場合もあります。  

なぜ、日本でプロのカウンセラーとして活躍するのが、こんなに困難なのかというと、日本にはカ

ウンセリングという文化がなかったからです。日本人は心の悩みや問題を専門家に相談しようとは

しません。そのため、カウンセリングの需要がありませんから、必然的にカウンセラーも育たない、

ということなってしまったのです。 

しかし、今は違います。当社へのカウンセリング依頼は毎月、毎月増えています。 

カウンセラーにとって一番大切なことはたくさんの臨床経験を持つことです。しかし、日本には臨

床を経験できる場所がありません。そのため、ほとんどのカウンセラーは、臨床経験がないままに

開業します。その結果、臨床の現場で失敗し、1 年に 100 人のカウンセラーが開業したとして、3 年

以内に 97 人が廃業することになります。 

これを打破するために一番大切なことは、開業する前に臨床経験を多く積み、実力をいかに養って

いくのかということです。  
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学習だけではダメ！臨床経験が一番大切 

カウンセラーを目指している方に一番大切なことは臨床経験です。知識やテクニックをどれだけ知

っていても、臨床現場を知らないとそれをどう使っていいのかわかりません。 

たとえば、カウンセリングの本には、必ずと言っていいほど、「受容」と「共感」という言葉が出

てきます。これはカウンセリングの基本でとても大切だ、と書かれています。「そっか〜カウンセ

ラーになるには受容や共感ができる人になることが大切なんだ」と思っても、どうすることが受容

していることなのか、共感していることなのかは、実際に体験してみないとわかりません。 

仮に、100 冊の心理学やカウンセリングの本を読んで、どれだけ知識的に学んだとしても体験学習が

ないと身に付かないのです。 

 

しかし、臨床現場を中心とした体験学習を通して学ぶことで飛躍的に学習の質、スピードが向上し

ます。なぜなら、私たちが持つ五感のすべてを使って学ぶからです。 

癒しの現場、そこであなたは実際に人が癒されていく、その過程を目撃します。そこで、あなたは

プロのカウンセラーがカウンセリングをしている過程、セラピーをしている過程を見ます。これが

あなたにとって何よりもの最高の学びになるのです。 

 

癒しの現場、臨床の現場とは 

１．カウンセラーが行う臨床を見学すること 

２．クライアントになって臨床を経験すること 

３．カウンセラーになって臨床を経験すること 

のいずれかを行っていくことを意味しています。 

当社の「カウンセラー養成コース」では、机の上でいくらやっても勉強できない部分を習得してい

きます。なぜなら、セラピーは机の上で行われるのではなく、人と関わっていく中で行われるもの

なのですから。 
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人の痛みが理解できる、癒されたカウンセラーになる 

当校の「カウンセラー養成コース」では、臨床現場を通して体験的に学ぶのはもちろん、それと同

じくらい、あなた自身がカウンセリングやセラピーを通して癒されることを非常に大切にします。

なぜなら、癒しを体験したことがない人が、人を癒すことはできないからです。 

 

カウンセラーというのは不思議な仕事で、あなたが癒された度合いだけ、人を癒すことができます。

あなたが幸せになった度合いだけ、人を幸せにすることができます。あなたが問題を超えた数だけ、

人を教え、導くことができます。 

逆に、あなたがカウンセリングやセラピーを使って自分を癒したことがない、問題を解決したこと

がない、そんな人だったとしたら、クライアントにも何も与えることができません。 

もっと大切なことは、あなたが人の痛みを理解できるようになるということです。あなたが自身の

問題を通して、痛みに直面し、それを癒し、解決していった度合いだけ、人に優しくなれます。人

の痛みがわかるのです。そして、これが「受容」と「共感」につながるのです。 

 

そんな体験を与えることができるようなカウンセラーを目指してください。 

すると、あなたが今抱えている問題、悩み、劣等感、失敗したこと、痛み、トラウマ、そのすべて

がカウンセラーを目指すときにあなたが癒すべき絶好のチャンスとなるのです。そして、それを癒

せたとき、それらの体験はあなたにとってかけがえのない財産となるのです。 

 

まずはあなたが持っている家族や仕事や恋愛関係で起こる問題に対して、心理学を使ってみてくだ

さい。ＯＬの気持ちは、心理学者よりＯＬ自身が一番よくわかります。そこで問題を解決していっ

た経験は、あなたがプロになったとき、クライアントに贈れる大きな財産になるでしょう。「専門

家」とはある特定のジャンルであらゆる失敗をし、それを癒し、解決してきた人のことなのです。 
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カウンセラー養成コースの流れ 

学び、癒し、ボランティア・カウンセラーへ                 平均約８ヵ月～１年（初級コース） 

当校では初級コースに在籍中は、特に臨床現場での学習を大切にします。カウンセリングといいま

しても、他の仕事と同じで現場に出てみなければ現場で役立つ知識や技能は身につきません。そう

いった意味で、当校では養成コースの授業の７割以上が臨床現場での体験学習です。 

実際に当社のカウンセラーがセラピーを通して癒しを行う過程を体験いただくことで、頭だけで学

ぶのではなく、五感を使った習得を目指します。 

そして、同時に自分自身を癒ししていくことによってカウンセリングを使って自分の課題を解決し

ていきます。 

また、カウンセラーは”カウンセリング・マインド”というものを持っています。これはカウンセラ

ー特有の物の見方、考えた方、捕らえ方です。実際にカウンセリング・マインドに触れることによ

り、頭だけではなく、五感を使って学んでください。 

 

ボランティア・カウンセラーとして活動を開始              平均約 10 ヵ月～１年（中級コース） 

初級コースを終了し、中級コースに進まれた方は、規定のトレーニングと面接を受け、ボランティ

ア・カウンセラーとして電話でのカウンセリングを担当することが可能です。（初級コース在籍中

にトレーニングを始め、中級コース開始と同時にボランティア活動を開始することも可能です） 

 

ボランティアからプロカウンセラーへ                   平均 12 ヵ月～18 ヵ月（上級コース） 

上級コースでは更に高度なトレーニングを受けることにより、さまざまな心理療法を学びます。ま

た、ボランティア・カウンセラーとして活動を開始し、当社規定の基準をクリアされた方は、当社

とプロ契約を結ぶことができます。 

プロカウンセラーになるには独立開業をする道もありますが、当社でご用意しているのは、契約カ

ウンセラーというシステムです。なぜなら、独立開業するには経済的、時間的、労力的、知的など、

カウンセリング以外にさまざまなエネルギーが必要になります。 



入学方法 

21 

その点、当社と契約された場合、カウンセリングの受付、予約業務、スケジュール管理、入金管理、

カウンセリングルームの維持、及び維持費、マーケティングなど、すべての業務をアウトソーシン

グできます。 

その結果、あなたは本来したかったカウンセリングに専念できるわけです。 

もちろん、あなたが独立開業したい場合は開業することも可能です。 

 

具体的には、当校で学び、プロ契約をしたカウンセラーが活躍する『カウンセリングサービス』の

ホームページをご覧ください。こちらでは、当校からプロになったカウンセラーの活躍状況を見る

ことができます。 

カウンセリングサービス：https://www.counselingservice.jp 

 

あなたがプロとなった際には、カウンセリングサービスに登録し、彼ら先輩カウンセラーと共に、

活躍することになります。 

ボランティア・カウンセラーとしての活動に積極的に参加し、深くかかわることにより、プロへの

道がぐっと近づいてくるでしょう。 

臨床を中心としたトレーニングで実力をつけることができるのが当校の特⻑です。 

 

在学中でもプロ契約を行います！ 

当校ではスクールだけではなく、カウンセラーズグループやカウンセリングサービスなど、さまざ

まな機会を通じて、学習の機会を提供しております。 

そのため、プロとして十分に実力がついた方とは在学中であってもプロ契約を結びます。 

当校では学びながらプロとして活躍しているカウンセラーもいます。 

※上級コース在籍中からプロカウンセラーとして活動していただくことができます。最終的には上

級コースの卒業が必要です。 
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臨床を中心としたトレーニングで実力のあるカウンセラーに育てます！ 

カウンセラー養成コース カリキュラム 

「カウンセラー養成コース」には初級・中級・上級の 3 つのステージがあります。それぞれの段階

で学ぶ内容についてご説明いたします。 

＜ワーク集中コースについて＞ 

遠距離のため、仕事や家庭の都合などで、ヒーリングワークの講座以外にご参加が難しい方の

ために「ワーク集中コース」を設けています。 

※コース申込み後に通常コースからワーク集中コース、ワーク集中コースから通常コースへの

変更はできません。ご了承ください。 

＜入会金について＞ 

※当社の講座に初参加の場合は、入会金としてコース受講料とは別に￥3,300 をいただきます。 

初級コース 

＜初級コースで行うこと＞ 

自分の心と向き合い「自分を癒す」ということ、そしてカウンセラーとして必要となる基礎的な知

識及び技術の習得を最優先にこのコースを受講していただきます。 

例えば、自分の心に偏った加害者意識や被害者意識がある場合、クライアントが持つ問題に対して

も偏ったものの見方しかできません。 

ですから、いかに自分自身の心を癒すかがカウンセラーになるための大きな課題となります。心の

癒しはヒーリングワークにて体験的に取り組んでいただきます。あなたが癒された度合いだけ、ク

ライアントに癒しを与えることができるからです。 

次に、カウンセラーには心理学の基礎的及び専門的な知識とカウンセリング技術が必ず必要になり

ます。 

前者については、「恋愛心理学講座」（恋愛関係、夫婦関係など異性間の問題）と「心理学入門講

座」（心理学の基礎知識）にてレクチャーを行います。 
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後者については当社のプロカウンセラーがカウンセリング講座にて現場で役立つ技術（聴く技術、

心理分析やカウンセリングのアプローチの方法など）を指導します。 

 

また、初級コースに進まれた方には、あなたの学びを支援するファシリテーターがつきます。彼ら

はあなたと同じように当校の「カウンセラー養成コース」で学んでいますので、当社の講座内容や

活用方法を熟知しています。そんな先輩があなたを丁寧にサポートします。 

当社の養成コースは他に類を見ない、心の癒し体験学習と知識・技術の修得をバランスよく両立し

た講座内容になっております。 

また、中級コースに進むと同時にボランティアカウンセリング活動ができるよう、初級コースの間

に規定のトレーニングを受けることもできます。 

熱意のある方には、各種勉強会を通して、さまざまな学習の機会が与えられます。 

 

＜初級通常コース カリキュラム＞ 

●カウンセリング講座（1 年間フリーパス） 

●恋愛心理学講座（1 年間フリーパス） 

●心理学入門講座（1 年間フリーパス） 

●ヒーリングワーク８回（必須） 

※内 1 回、ベーシックを受講（すでにベーシックを受講済で、受講済分をコースに含まない方

は、アドバンスを８回受講いただくことができます） 

※内、アシスタント実習２回（必須） 

●コンプリーション（心理療法解説） 

※参加したヒーリングワーク・アドバンスに対応するコンプリーションにご参加いただけます。 

●簡単なレポート提出 
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＜初級・ワーク集中コース カリキュラム＞ 

●ヒーリングワーク 10 回（必須） 

※内 1 回、ベーシックを受講 

すでにベーシックを受講済で、受講済分をコースに含まない方は、アドバンスを 10 回受講いた

だくことができます。 

※内、アシスタント実習２回（必須） 

●ファシリテーターとの電話フォローアップ８回 

●簡単なレポート提出 

 

 

【受講料】一括 \363,000  分割 \396,000 

【期間】〜２年（最⻑） 

【お申込】カウンセラー養成スクールのサイトからお申込みください。https://www.1counselor.com/ 

お問合せは：06-6190-5611 までお電話ください。 
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中級コース 

＜中級コースで行うこと＞ 

初級コースで自分の心を癒した後、中級コースでは本格的に「人の心を癒す」ということを学んで

いきます。一般の方から依頼がある無料電話カウンセリングの活動にも積極的に参加していただき、

プロカウンセラーになるための「臨床経験」を積んでいただきます。 

※中級コースに進みし、規定のトレーニングを終了された方は、ボランティアの電話カウンセリン

グ活動に参加していただくことができます。そこでカウンセラーとして実際に「臨床経験」を積

んでいただきます。 

＜中級通常コース カリキュラム＞ 

●カウンセリング講座（1 年間フリーパス） 

●恋愛心理学講座（1 年間フリーパス） 

●心理学入門講座（1 年間フリーパス） 

●ヒーリングワーク 10 回（必須） 

●コンプリーション（心理療法解説） 

●ファシリテーター実習  

＜中級・ワーク集中コース カリキュラム＞ 

●ヒーリングワーク 12 回（必須） 

※内、3 回はアシスタント実習 （必須） 

●ファシリテーター実習 

 

 

 

【受講料】一括 \297,000  分割 \319,000 

【期間】〜２年（最⻑） 

 



入学方法 

26 

上級コース 

＜上級コースで行うこと＞ 

将来、カウンセラーとして活躍する方のために必要な要素や課題を与えながらトレーニングします。

カウンセラーとしての姿勢や人に与える影響に視点を置き、個人のウィークポイントにも取り組ん

でいただきます。 

さまざまなカウンセリングの現場やグループセラピーの現場に、アシスタントつまり癒す側の立場

で参加し、与えること、受け取ることを学びます。 

特に、あなたが癒す側の立場で参加することによって、投影を引き受け、リーダーシップを発揮し、

反応することを学びます。 

※上級コース以上の方で、ボランティア・カウンセラーとしての経験を積まれ、当社規定の基準を

クリアされた方はプロカウンセラーとして活動していただくことができます。 

プロカウンセラーとして活躍している方には更なる実力アップを目指すトレーニングを、ボランテ

ィアとしてカウンセリング活動をされている方にはプロになるための指導を行います。 

 

＜上級コース カリキュラム＞ 

●カウンセリング講座（1 年間フリーパス） 

●恋愛心理学講座（1 年間フリーパス） 

●心理学入門講座（1 年間フリーパス） 

●ヒーリングワーク 12 回（必須） 

●コンプリーション（心理療法解説） 

●上級トレーニング講座 2 回 

●心理学講座（2 時間）の企画・主催×2 回以上 （必須） 

●ファシリテーター実習 

※ヒーリングワーク 12 回を受講するまでにすべての内容を終えてください。 

【受講料】一括 \286,000    分割 \308,000 

【期間】〜２年（最⻑） 
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カウンセラー養成コースによくいただくご質問 

●入学時期は？  随時入学可能です。入学希望の方は 06-6190-5611までお問合せください。 

●初級を飛ばして中級からの入学は可能ですか？ 初級コースからのみ開始可能です。 

●大学に通いながら、仕事をしながらできますか？ 

可能です。当校の受講生の方の約９割は仕事を持ちながら学んでいます。 

また、当校でもお仕事をしながら、学ばれることをおすすめしております。なぜならクライアン

トのほとんどは社会生活をしている成人の方ですので、カウンセラーにはさまざまな人生経験が

必要になるからです。その中でも、会社での経験は非常に役に立ちます。 

当社でも、仕事をしながら活動しているカウンセラーが多くいます。 

●カウンセリングや心理学を勉強した経験がないのですが… 

ほとんどすべての受講生が当校に入学するまでは心理学やカウンセリングの知識や経験はない方

でした。そんな方でも今ではプロとして活躍しています。なぜ、当校ではそんなことが可能なの

か？それは臨床現場を通して学ぶ実践主義だからです。学問的な学習方法だけではそれは無理な

のですが、癒しの現場にできるだけ多く触れる機会をもつことで質の高いスピーディーな実力養

成を行っております。 

●いつごろからカウンセラーとして活動できますか？ 

中級コースに進み、規定のトレーニングを修了されるとボランティア・カウンセラーとして活動

していただくことが可能です。上級コースに進んだ後は、年齢、出身、学歴など関係なく、実力

とクライアント様からの評価があれば、在学中であっても、プロ契約をいたします。 

●カウンセラーとして活動するのに必要な費用は？ 

当校で学び、その後、カウンセリング活動をされる方には活動するに当たって、登録料、カウン

セリングルーム使用料などの経費は一切必要ありません。無料でお使いいただけます。カウンセ

リング以外の事務処理や管理作業は当社が代行いたしますのでご安心ください。 

 

 



入学方法 

28 

当校で学んだカウンセラーからのプロカウンセラーになる秘訣を公開！  

「経験から得る」                      ◆大門昌代 ◆カウンセラー・トレーナー 

「自分が楽になれば、それでいい」そんな気持ちで、神⼾メンタルサービスに来たのが私です。 

まさか、カウンセラーになっているなんて、当時の私が聞いたらビックリだと思います。 

「自分なりに思いつく方法は全部試したけれど、ちっとも心が楽にならない。ここで楽になれない

のなら、もう諦めよう」というのが、当時の私が思っていたことです。 

ここでは、「そんな考え方があるんだ」「そんなやり方があるんだ」「そんなのありなの？」とい

う、今までの自分では思いつきもしなかった考え方や方法が、目の前で示されていく経験をたくさ

んしました。「絶対に泣かない」と硬く誓って生きてきた私も、気がつけば、大量の涙を流してい

るという経験もしました。「人を信用してはいけない」とずっと思って生きてきたのに人と繋がる

という経験を通して自分以外の人を信頼するということができるようにもなりました。 

どれもこれも本を読んだり話しを聞いただけでは、身につかないものばかりです。料理本を何冊読

んでも、料理を作らなければ上達しません。実際に経験する。目の当たりにする。そんな臨場感た

っぷりの現場が、私をカウンセラーという道に進めてくれたのです。 

今まで発想すらなかった考え方に触れ経験することで、人の心は変化していきます。たくさんの経

験、それがカウンセラーへの道へ繋がっているのだと思います。
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「夢ならかなう」                        ◆原 裕輝◆カウンセラー・トレーナー 

夢ならかなうと思います。当時カウンセラーになりたいと思い僕は神⼾メンタルサービスのカウン

セラー養成コースの門を叩きました。 

入ったころは、本当にカウンセラーになれるんだろうか？カウンセラーになれても、あんな相談や

こんな相談が来たらどうしたらいいんだろ？と将来のことを考えると不安でした。そんな不安を抱

えながらも夢に向かってガムシャラに勉強しました。 

ここでは本当に多くのことを学び、数多くの臨床を経験させてもらいました。その圧倒的な数が抱

えていた不安を自信に変えてくれました。そして夢が現実のものとなり今は、プロのカウンセラー

として活躍させていただいています。 

カウンセラーとしてデビューした時、昔持っていた『あんな相談やこんな相談が来たらどうしたら

いいんだろ？』そんな不安はありませんでした。なぜなら、カウンセラー養成コース初級・中級・

上級の３年間で、聞いたことがない話はないというくらいの臨床を経験させてもらっていたからで

す。この臨床の量というのはカウンセラーになる上でとても大事だと思います。カウンセラーにな

りたいという夢をもたれている皆さん、数多くのことを学び、多くの臨床を経験してがんばれば、

僕がそうだったように夢は現実になると思います。がんばってください応援しています。  

 

「自分と向き合い、人と向き合う」       ◆みずがきひろみ◆カウンセラー・トレーナー 

初めてヒーリングワークに参加した私は、それまで私が知っていたカウンセリングとは比べようも

ないほど心の深いところを揺さぶられる体験をしました。私は、何事もまず頭で理解したいタイプ

なので、理論を学ぶこと以上に心の体験を重んじるこのスクールのスタイルにとまどい、抵抗した

い気持ちになったこともあります。でも、自分が心の奥底では、この体験を喜んでいるのも感じら

れて、迷ったときもそんな心の「喜び」を信じて、ここで学び続けました。自分もカウンセラーと

いう職業を選択して、あらためてそんな自分の心の体験を信じてよかった、と思っています。 

理論や技術、スキルは、他のところでもいいものが学べます。でも、このスクールほど、「人は人

との関係性の中で癒される」ことを体験的に学べるところは少ないと思います。 
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「受容」や「愛」をもって人と向き合うのがどういうことか、そして、人が癒されるためには、「受

容」や「愛」がどうしても必要なのだ、ということを体験として学べるので、感覚として身につき

ます。カウンセラーというのは、人と向き合う仕事ですが、自分はどれだけ「受容」できるのか、

どう愛せるのか、それを常に問いかけられる仕事でもあります。そんな仕事を続けるうえで必要な、

「愛したい」と思う「心の姿勢」と、誰もが美しい心を持っているということ、そして、人と関わ

り続けるために、自分の限界を知り、それを超えていく勇気の大切さを私はここで学びました。 

それは、今の私にとって、かけがえのない宝物です。 

 

「ハートを届ける」                           ◆大野愛子◆カウンセラー 

わたしが心理学の世界に入るきっかけとなったのは、クライアントとしてカウンセリングを受けた

体験です。以前のわたしは、「話したところで分かってもらえないだろう」と、家族や友人に相談

することすら諦めていました。でも抱えきれなくなり、期待せずに電話してみたところ、「このカ

ウンセラーさんは、なぜかわたしのことを理解してくれた！！」と感じました。理解されたことに

驚き、でも、とても嬉しかったんです。そして、自分もそんな人になってみたいと考え始めるよう

になりました。 

カウンセリングの技術だけであれば、学べるところはたくさんあると思います。ですが、「人との

繋がり、感情との繋がり、ハートとハートの繋がり」までを学べるところは、そう多くないだろう

と思います。そして、わたしが学んだ一番大きなことは、「ハートがカウンセリング技術を上回っ

た時にヒーリングが起きる」ということ。 

ハートは、カウンセラーだけのハートじゃないんです。「クライアントさんを取り巻く全ての人を

代表して応援している」という感覚です。「みんなのハートを届けていくこと」が、カウンセラー

として出来ることのひとつだと思います。 

 

先輩カウンセラーの声が、あなたがカウンセラーを目指す際に、何らかのヒントになれば幸いです。 

カウンセラーを目指し、より良い社会を目指し、共に歩めることを楽しみにしております。 

お問合：06-6190-5611
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入学方法・コース開始方法 

入学方法 

当校には特に入学制限はございません。お申込みをいただけば、入学していただくことができます。 

入学時（当社の講座を初めて受講していただく際）に、入会金として￥3,300 をいただいております。 

入会金のお支払いは１回だけで結構です。年次更新などはございません。 

※入会金のご返金はできません。ご了承ください 

コース開始方法 

コースへの入会をご希望される方はサイトからお申込みいただくか、06-6190-5611 までお問合せく

ださい。 

カウンセラー養成スクール：https://www.1counselor.com/ 

お問合せ：06-6190-5611 までお電話ください。 

コースをお考えの方へ 

「ヒーリングワーク・セットコース」、「癒しコース」、「カウンセラー養成初級コース」の受講

を検討されている方のために、安心、確実、ノーリスクで受講できるシステムを設けいます。 

コース開始特典制度 

ヒーリングワークを一度受講された方で、その後コースに加入しようと思われた方には、受講され

たヒーリングワークの回数及び、お支払いいただいた金額を加入されるコースに充当することがで

きます。 

（例）ヒーリングワーク・ベーシックに参加し、受講料\48,400 をお支払いいただいた方が、その

後「３回コース」に入る場合 

（「3 回コース」は受講料\121,000。ヒーリングワークを 3 回受講できます） 

【受講回数】 3 回 - 1 回 = 2 回（ヒーリングワーク 2 回の受講権利が残ります） 
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【お支払い金額】 

・一括払いの場合  \121,000 - \48,400 = \72,600 （残金\72,600 をお支払いください） 

・分割払いの場合 ￥132,000 - \48,400 = \83,600（残金\83,600 をお支払いください）  

このシステムは、「3 回コース」、「6 回コース」、「癒しコース」、「カウンセラー養成・初級コ

ース」に加入される場合にお使いいただけます。 

また、同様に「3 回コース」から「6 回コース」への移行、「3 回コース」、「6 回コース」から「癒

しコース」、「カウンセラー養成・初級コース」への移行も、可能となっております。  

コース開始特典制度の注意事項 

以下の条件に当てはまらない場合はコース開始特典制度をご利用いただくことができません。予め

ご了承ください。 

１．コース開始特典の権利は最初にヒーリングワークを受講してから１年間です。 

（例） 2015 年 3 月 10 日からのヒーリングワークを受講された方が、そのワークを含めてコー

スに移行していただけるのは、2016 年 3 月 10 日までにコースのお申し込みをいただいた場合と

なります。それ以後は権利が無効となります。 

２．ヒーリングワーク受講後、2 ヵ月以内のお申し込みの場合は、一括払い料金でコース移行が可

能です。2 ヵ月を越えてコース移行される場合は、分割料金が適用されます。 

コースからコースへの移行ができない場合 

１．「癒しコース」から「3 回コース」,「6 回コース」,「カウンセラー養成初級コース」への移行 

２．「カウンセラー養成初級コース」から「3 回コース」、「6 回コース」、「癒しコース」への

移行 

３．「6 回コース」から「3 回コース」への変更 

４．「カウンセラー養成コース」の「通常コース」から「ワーク集中コース」、「ワーク集中コー

ス」から「通常コース」への移行 

以上のコース移行や変更はできませんので、ご了承ください。 
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コース移行のデメリット 

コース移行のメリットを書いてきましたが、以下の 2 点のデメリットがあります。 

１．分割料金扱いになる 

コースからコースへの移行はすべて分割料金扱いとなります。 

例えば、「６回コース」を一括払いされた場合、受講料は\231,000 ですが、「３回コース」から

移行される場合は、残金を一括でお支払いいただく場合も分割料金の￥253,000 となります。 

２．入会日が遡る 

これは「カウンセラー養成コース」への移行を考えられている方にはとても大切なことです。 

例えば、あなたが 2019 年 1 月 10 日に「3 回コース」に入会し、2019 年 3 月 10 日に修了したとし

ます。その後、「カウンセラー養成初級コース」に移行すると、入会日は 2019 年 1 月 10 日にな

ります。 

「カウンセラー養成初級コース」（通常コース）では、「恋愛心理学講座」、「心理学入門講座」、

「カウンセリング講座」が入会日より 1 年間フリーパスになっています。 

そのため、「3 回コース」に進まれた 2019 年 1 月 10 日から 3 月 10 日までの 3 ヵ月間は、この権

利を放棄したことになってしまいます。 

 

コース開始にあたってのお願い ～必ずお読みください～ 

１．コース内容は、コースが修了するまでの間ご利用いただけます。 

２．コースは２年以内に受講してください。 

2 年を越えた場合は受講権利が無効となります。ただし、病気やお仕事などの諸事情により、や

むを得ず延⻑の必要な方は必ず事務所までご連絡ください。 

３．コース受講料を分割でお支払の場合、月々のお支払いはお約束の期日までに毎月必ずご入金く

ださい。 

４．お支払い期日を過ぎても分割料金のご入金がない場合は、こちらから督促のご連絡を差し上げ

る場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
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コース解約規定 

コースに進まれた方が、中途解約をご希望の場合は、すでに受講済みの講座、ワークショップの受

講料を単発で受講されたものとしてご精算させていただきます。 

その際に所定の解約手数料をいただきます。 

□精算方法 

（お支払いいただいたコース受講料）−（受講済みの講座、ワークショップの受講料）−(解約手数

料）＝ご精算額 

 

ご精算額がプラスの場合は、ご返金させていただきます。ご返金の場合は、翌月末までにお客さま

のご指定の口座に振り込みます。 

※振込み手数料はお客様のご負担となります。ご了承ください。 

ご精算額がマイナスの場合は、お支払いをお願いします。 

（解約手数料） 

3 回コース、卒業生コース−10,000 円 

中級コース、上級コース 6 回コース、癒しコース（再受講）−20,000 円 

初級コース、癒しコース−25,000 円 

※コース入会から 4 年を超えると解約していただけません。 
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無料説明会のご案内 

最後に、無料説明会のご案内を致します。 

当校では、東京、名古屋、大阪、神⼾、福岡で無料説明会を行っております。 

臨床の最前線で活躍するカウンセラーが、資料ではお伝えできない、より具体的な内容を交え、心理学

全般のお話から、恋愛関係や親子関係等の心理分析、対人関係に心理学を応用するとどのように関係性

が変わっていくのか、癒しとは一体どういうものなのかなど、さまざまなジャンルの心理学のお話を 2

時間かけてご説明いたします。 

また、カウンセラーを目指す方を対象に業界の現状やカウンセラーに必要な技能、能力などプロを目指

すあなたへ貴重な情報をお届けします。 

直接ご質問いただくことができる時間も設けておりますのでぜひお越しください。 

スタッフ一同あなたのご参加を心よりお待ちしております。 

無料説明会プログラム 

・心理学の流れ     ・日常生活で使える心理学とは 

・観念について     ・感情について 

・心の成⻑過程     ・実際の臨床例 

・カウンセラーの現状 など 

【時間】平日夜：19:00〜20:50（2 時間）  土日昼：13:00〜14:50（2 時間） 

【開催日】カウンセラー養成スクールのサイトの「講座スケジュール」でご確認ください。 

https://www.1counselor.com/ 

【会場】東京・名古屋・大阪・福岡で開催しています。 

【お申込み】サイトからお申込みいただけます。https://www.1counselor.com/
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コース受講料一覧 

●ヒーリングワーク・セットコース・癒しのコース 

コース名 受講料 

３回コース 

一括 ￥121,000 

分割 ￥13,2000 

６回コース 

一括 ￥231,000 

分割 ￥253,000 

癒しコース 

一括 ￥385,000 

分割 ￥418,000 

癒しコース再受講 

一括 ￥264,000 

分割 ￥286,000 

ホームページからコースへの入学をお申込みいただけます。https://www.healing.ac 

お問合せ先：06-6190-5611 

 

● カウンセラー養成コース 

コース名 受講料 

初級コース 

一括 ￥363,000 

分割 ￥396,000 

中級コース 

一括 ￥297,000 

分割 ￥319,000 

上級コース 

一括 ￥286,000 

分割 ￥308,000 

卒業生コース 

一括 ￥187,000 

分割 ￥206,800 

ホームページからコースへの入学をお申込みいただけます。https://www.1counselor.com 

お問合せ先：06-6190-5611 


