
2017.11.6現在

月日 行事内容 時間 場所 参加費

 5月13日（土） 交流分析紹介講座① 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

 6月17日（土） 交流分析紹介講座② 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

 7月15日（土） 交流分析紹介講座③ 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

 8月19日（土） 交流分析紹介講座④ 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

 9月16日（土） 交流分析紹介講座⑤ 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

10月14日（土） 交流分析紹介講座⑥ 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

11月18日（土） 交流分析紹介講座⑦ 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

12月16日（土） 交流分析紹介講座⑧ 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

 1月20日（土） 交流分析紹介講座⑨ 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

 2月17日（土） 交流分析紹介講座⑩ 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

 3月17日（土） 交流分析紹介講座⑪ 10：00～12：00 仙台サポセン　　予定 500円

月日 行事内容 時間 場所 参加費

5月14日(日）
「TA理論研究セミナーとワークショップ」
講師：杉田峰康先生
（日本交流分析学会名誉理事長）

11：00～16：30 盛岡アイーナ　804A

岩手　5,000円
県外　4,500円
産ｶ協5,500円
一般　6,000円

月日 行事内容 時間 場所 参加費

9月17日（日）
　18日（月・祝）

「人格適応論」
講師：繁田千恵先生
　　　　（ＴＡ心理研究所所長）

「両日共に定員に達しましたので、キャ
ンセル待ちをお受けします。
事務局にお問い合わせ下さい。」

17日
11:00～16:30

18日
10:30～16:30

盛岡アイーナ702

2日間受講の場合
岩手　　9,000円
県外　　8,000円
産ｶ協10,000円
一般　11,000円

1日間受講の場合
岩手　　5,000円
県外　　4,500円
産ｶ協 5,500円
一般　6 ,000円

月日 行事内容 時間 場所 参加費

12月3日(日）

「TAとアンガ―マネージメント」
講師：野村暁子先生
　　　（キャリアトーク　代表・
　　　　交流分析士インストラクター）

10:00～16:30 仙台市内 予定

宮城　5,000円
県外　4,500円
産ｶ協5,500円
一般　6,000円

人格適応論セミナー(更新ポイント：0.5P）　講師：繁田千恵先生

Ｈ２９年度　講座・交流分析士養成講座等計画（案）

交流分析紹介講座

【一般講座：一般・会員・どなたでも受講可】

講演会（更新ポイント1P）講師：杉田峰康先生（福岡県立大学名誉教授、日本交流分析学会名誉理事長）

TAとアンガ―マネージメントセミナー(更新ポイント：0.5P）　講師：野村暁子先生



2017.11.6現在

月日 行事内容 時間 場所 参加費

5月28日（日） 前期2級講座①　in仙台  9：30～18：00 みやぎ婦人会館第6研修室

6月18日（日） 前期2級講座②　in仙台  9：30～17：00 仙台サポセン研修室2

7月  2日（日） 前期2級講座③　in仙台  9：30～17：00 仙台サポセン研修室2

7月23日（日） 前期2級講座④　in仙台  9：30～17：00 仙台サポセン研修室2

8月20日（日） 前期2級講座⑤　in仙台  9：30～17：00 仙台サポセン研修室2

9月 3日（日） 前期2級講座⑥　in仙台  9：30～17：00 仙台サポセン予定

月日 行事内容 時間 場所 参加費

5月21日（日） 前期2級講座①　in郡山  9：30～18：00 郡山市労働福祉会館予定

6月18日（日） 前期2級講座②　in郡山  9：30～17：00 郡山市労働福祉会館予定

7月　9日（日） 前期2級講座③　in郡山  9：30～17：00 郡山市労働福祉会館予定

7月30日（日） 前期2級講座④　in郡山  9：30～17：00 郡山市労働福祉会館予定

8月20日（日） 前期2級講座⑤　in郡山  9：30～17：00 郡山市労働福祉会館予定

9月　3日（日） 前期2級講座⑥　in郡山  9：30～17：00 郡山市労働福祉会館予定

月日 行事内容 時間 場所 参加費

10月29日（日） 後期2級講座①  9：30～17：00 仙台サポセン予定

11月18日（土） 後期2級講座②  9：30～17：00 仙台サポセン予定

12月17日（日） 後期2級講座③  9：30～17：00 仙台サポセン予定

　1月21日（土） 後期2級講座④  9：30～17：00 仙台サポセン予定

　2月18日（日） 後期2級講座⑤  9：30～17：00 仙台サポセン予定

　3月18日（日） 後期2級講座⑥  9：30～17：00 仙台サポセン予定

【交流分析士資格取得講座】

52,920円

52,920円

52,920円

前期交流分析士2級講座（どなたでも参加できます）

前期交流分析士2級講座（どなたでも参加できます）

後期交流分析士2級講座（どなたでも参加できます）

交流分析士2級講座



2017.11.6現在

月日 行事内容 時間 場所 参加費

　5月28日（日） 前期1級講座①  9：30～17：30 みやぎ婦人会館第5研修室

　6月11日（日） 前期1級講座②  9：30～17：30 仙台NPOプラザ第2会議室

　7月　9日（日） 前期1級講座③  9：30～17：30 仙台サポセン研修室1

　8月20日（日） 前期1級講座④  9：30～17：30 仙台サポセン研修室1

　9月　9日（日） 前期1級講座⑤  9：30～17：30 仙台サポセン予定

月日 行事内容 時間 場所 参加費

11月26日（日） 後期1級講座①  9：30～17：30 仙台サポセン予定

12月10日（日） 後期1級講座②  9：30～17：30 仙台サポセン予定

　1月14日（日） 後期1級講座③  9：30～17：30 仙台サポセン予定

　2月　4日（日） 後期1級講座④  9：30～17：30 仙台サポセン予定

　3月11日（日） 後期1級講座⑤  9：30～17：30 仙台サポセン予定

52,380円

52,380円

前期交流分析士1級講座（2級資格取得者向け）

【交流分析士資格取得講座】

後期交流分析士1級講座（2級資格取得者向け）

交流分析士1級講座



2017.11.6現在

H27年　 行事内容 時間 場所 参加費

2月18日（日） ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座①　in仙台  9：30～18：30

3月　4日（日） ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座②　in仙台  9：30～18：30

3月11日（日） ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座③　in仙台  9：30～18：30

3月18日（日） ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座④　in盛岡  9：30～18：30

3月25日（日） ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講座⑤　in盛岡  9：30～18：30

交流分析士インストラクター講座

仙台サポセン予定

盛岡ｱｲｰﾅ予定

63,720円

交流分析士インストラクター養成講座（交流分析士1級取得者向け）

【交流分析士資格取得講座】



2017.11.6現在

月日 行事内容 時間 場所 参加費

5月27日(土） 10：30～19：00 岩手中央ﾀｸｼｰ５Ｆ

5月28日(日） 　9：30～17：00 盛岡ｱｲｰﾅ802

6月　3日(土） 10：45～19：00 盛岡ｱｲｰﾅ817

6月　4日(日） 　9：30～17：00 盛岡ｱｲｰﾅ817

7月　1日(土） 10：45～19：00 盛岡ｱｲｰﾅ501Ａ

7月　2日(日） 　9：30～17：00 盛岡ｱｲｰﾅ701

8月　5日(土） 10：45～19：00 盛岡ｱｲｰﾅ702

8月　6日(日） 　9：30～17：00 盛岡ｱｲｰﾅ702

9月　2日(土） 10：45～19：00 盛岡ｱｲｰﾅ817

9月　3日(日） 　9：30～18：30 盛岡ｱｲｰﾅ701

ＴＡ心理カウンセラー養成講座③④

ＴＡ心理カウンセラー養成講座①②

ＴＡ心理カウンセラー養成講座（本部主催）
ＴＡ心理カウンセラー養成講座（本部主催）（インストラクター以上）

ＴＡ心理カウンセラー養成講座⑨⑩

受講料
120,960円
副読本
8,640円

ＴＡ心理カウンセラー養成講座⑤⑥

ＴＡ心理カウンセラー養成講座⑦⑧

【交流分析士資格取得講座】



2017.11.6現在

月日 行事内容 時間 場所 認定試験料

4月　8日（土）  9：30～18：00

4月　9日(日）  9：30～18：00

4月15日（土）  9：30～18：00

4月16日(日）  9：30～18：00

月日 行事内容 時間 場所 認定試験料

　9月30日(土）  9：30～18：00

10月　1日(日）  9：30～18：00

10月14日（土）  9：30～18：00

10月15日(日）  9：30～18：00

交流分析士2級認定試験

32,400円

Ｈ２９年前期２級認定試験　in　仙台 仙台サポセン　予定

盛岡アイーナ　Ｈ２９年前期２級認定試験　in　盛岡

32,400円

H２８年度後期交流分析士2級認定試験

H２９年度前期交流分析士2級認定試験

Ｈ２８年後期2級級認定試験　in　仙台

32,400円

Ｈ２８年後期2級級認定試験　in　盛岡 32,400円

仙台サポセン

盛岡アイーナ　

【交流分析士認定試験】



2017.11.6現在

月日 行事内容 時間 場所 認定試験料

4月　1日（土）  9：30～18：00

4月　2日(日）  9：30～18：00

4月15日（土）  9：30～18：00

4月16日(日）  9：30～18：00

月日 行事内容 時間 場所 認定試験料

　9月30日(土）  9：30～18：00

10月　1日(日）  9：30～18：00

10月14日（土）  9：30～18：00

10月14日(日）  9：30～18：00

H２９年度前期交流分析士1級認定試験

Ｈ２９年前期1級認定試験　in　盛岡 37,800円

盛岡アイーナ

37,800円

37,800円

交流分析士1級認定試験
H２８年度後期交流分析士1級認定試験

Ｈ２８年後期１級級認定試験　in　仙台 仙台サポセン 37,800円

Ｈ２９年前期1級認定試験　in　仙台

Ｈ２８年後期１級級認定試験　in　盛岡

仙台サポセン　予定

盛岡アイーナ　

【交流分析士認定試験】



2017.11.6現在

月日 行事内容 時間 場所 認定試験料

4月15日（土）  9：30～18：00

4月16日（日）  9：30～18：00

月日 行事内容 時間 場所 参加費

10月 1日（日） ｲﾝｽﾄ養成受講資格試験　in　仙台 13：00～ 仙台サポセン予定 無料

10月15日（日） ｲﾝｽﾄ講座受講資格試験　in　盛岡 13：00～ 盛岡アイーナ 無料

交流分析士インストラクター養成講座受講資格試験(各会場同じ内容です）

交流分析士ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ認定試験
交流分析士インストラクター認定試験

インストラクター認定試験　 盛岡アイーナ 32,400円

【交流分析士認定試験】



2017.11.6現在

月日 行事内容 時間 場所 認定試験料

9月23日（土）  9：00～19:00

9月24日（日）  9：00～19:00

ＴＡ心理カウンセラー認定試験（本部主催）
ＴＡ心理カウンセラー認定試験（本部主催）

ＴＡ心理カウンセラー認定試験 盛岡アイーナ707.703 21,600円

【交流分析士認定試験】



2017.11.6現在

月日 行事内容 時間 場所 参加費

東北支部会員集会（会員のみ）  9：45～10：45 盛岡アイーナ804 －

月日 行事内容 時間 場所 参加費

9月10日（日）
「関係性TAの理論と実践」
講師：島田凉子先生
　　（人間総合科学大学大学院教授）

12：00～17：
00

仙台市民会館第一会議室

会員   7,000円
非会員8,000円
（会員で11/3と
両講座受講時

13,000円）

11月3日（金祝）

「交流分析の構造分析から脚本分析へ
の発展」
講師：江花昭一先生
　（神奈川大学保険管理センター長）

12：00～17：
00

盛岡アイーナ予定

会員   7,000円
非会員8,000円
（会員で9/10と
両講座受講時

13.,000円）

月日 行事内容 時間 場所 参加費

　8月26日（土）

資格更新研修(支部主催）
「交流分析の理論と実践技法（S・ｳﾗﾑｽ
＆M・ﾌﾞﾗｳﾝ)」
講師：繁田千恵先生
「8/26のセミナーは定員に達しました。
キャンセル待ちとさせて頂きますので、
事務局にお問い合わせ下さい。」

10：30～16：30 仙台サポセン研修室5

宮城5,000円
県外4,500円
産ｶ協5,500円
一般6,000円

　1月21日（日）

資格更新研修（本部主催）
テーマ：ストロークバランスと時間の構
造欲求
講師：下平久美子教授

10：30～16：30 盛岡アイーナ 802

参加資格
指導会員のみ

5,000円

月日 行事内容 時間 場所 参加費

　7月29日（土）
論文の書き方研修（本部主催）
講師：田島信元先生

11：00～16：00 盛岡アイーナ806 3,000円

　3月 3日（土）
論文の書き方研修（支部主催）
講師：平井准教授（支部副支部長）

10：00～16：30 仙台サポセン予定
宮城5,000円
県外4,500円

論文の書き方研修（更新ポイント：支部主催0.5P、本部主催1P）

本部主催理論講座（更新ポイント：0.5P）　講師：江花昭一先生、島田凉子先生

「TA理論研究セミナーとワークショップ」
講師：杉田峰康先生
（日本交流分析学会名誉理事長）

盛岡　5,000円
県外　4,500円
産ｶ協5,500円
一般　6,000円

指導者資格更新研修（更新ポイント：支部主催0.5P、本部主催2P）

講演会（更新ポイント：会員集会1P、講演会1P）講師：杉田峰康先生（日本交流分析学会名誉理事長）

5月15日(日）
11：00～16：30 盛岡アイーナ　804A

【会員向けセミナー】


