白 百合女子大学教授 田島信元先生 監修

『ＴＡ子育ち支援士』養成講座
来春（2017 年 3 月）島根・浜田市で開催します！
NPO 法人 日本交流分析協会 TA 子育ち支援委員会
ＴＡ子育ち支援士養成委員会
「子育ち支援」とは、親の立場から「育てる」のではなく、子どもの「育つ力」を見守り、育み、支援するという観点に立った
子育てです。この講座では、交流分析の哲学を基本理念とし、発達段階ごとの課題を理解したうえで、交流分析の理論と
技法を子育ち支援に活用する力をつけていきます。
また、今、地域の子育て力への要請が高まっています。そこで「ＴＡ子育ち支援士」として地域で子育ちを支えるために、
子育てサークルやＰＴＡ活動などでグループミーティングを効果的に推進する力（ファシリテーション力）もつけていただきま
す。

１．講座の特徴：
①生涯発達心理がご専門の白百合女子大学教授田島信元先生の監修を受け、交流分析と発達心理を統合させ
た協会独自の新しい資格講座です。
②この講座を受講することで、巷間の情報に振り回されることなく、安心・安全な「子育ち」を楽しむゆとりを持って子
どもも養育者も共に成長する力がつきます。
③子育てサークルなど、地域社会での学び合う場づくりを推進する（ファシリテーター）力を養成します。
④「ＴＡ子育ち支援士」の資格が取得できます。（但し、インストラクター以上。１級・２級は支援士補）
２．対象者：
①子育て中の養育者（親、祖父母、その他直接子育てに関わっている方）
②養育者を支援する立場の方（保育士、教育関係者、医療従事者、ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾘｰﾀﾞｰ等）
③その他子育てに関心のある方、しっかり勉強したい方
※ただし、交流分析士２級以上の資格取得者
３．日程：（４日間）
日時
養成講座

2017 年 3 月 4 日(土）10：30～17：30

前期

2017 年 3 月 5 日(日） 9：30～16：30
2017 年 4 月 8 日(土）10：30～17：30

後期
認定試験

会場

2017 年 4 月 9 日(日） 9：30～16：30

社会医療法人清和会
ヴィレッジせいわ

2017 年 5 月 7 日(日）

４．会場： 社会医療法人清和会 ヴィレッジせいわ
〒697-0052 島根県浜田市港町 277 TEL0855（28）7630 FAX0855（28）7631
５．受講料：35,640 円（テキスト代・消費税込み） 副読本込：37,700 円
副読本代別 2,060 円（消費税込み）関西支部子育てサークル編
別途 認定試験料１0，8００円

認定試験合格後資格登録料１7,280 円（いずれも消費税込み）

６．募集人数：30 名 （応募者 25 名に満たない場合は開催を延期することがあります。）
７．再受講の方募集！ 受講料:4 日受講で 15,000 円(資料代・税込み) ★2 日の受講でもポイントが付きます！
8．申し込み締め切り: 2 月 20 日(月)

『ＴＡ子育ち支援士』養成講座【島根・浜田市】参加申込書
FAX

03-5282-1566

ふりがな

会員番号

氏 名

TA 資格
〒

TEL
FAX

住 所

携 帯
振込日

201 年

月

日

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

申込書に必要事項をご記入の上 FAX してください。
参加締切り後、受講証とテキストをお送りいたします。
【振込先】
● 郵便局からのお振込：
口座番号：00110-1-155513

参加費の受領書のコピーを
添付して FAX してください。

口座名：特定非営利活動法人 日本交流分析協会
● 他の金融機関からのお振込：
銀行名：ゆうちょ銀行
店番：019
店名：○一九（ゼロイチキュウ店）
預金口座：当座預金
口座番号：0155513
受取人名：トクテイヒエイリカツドウホウジン）ﾆﾎﾝｺｳﾘｭｳﾌﾞﾝｾｷｷｮｳｶｲ

※送金人のお名前・会員番号・ご住所・受講講座名・を必ず
ご記入ください。

ご連絡いただきました個人情報は、当該講座関係以外の目的で使用することはありません。
※締め切り日以降のキャンセルは、ご返金できませんのでご注意ください。
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平成２８年度「ＴＡ子育ち支援士養成講座」のご案内
TA 子育ち支援委員会
「ＴＡ子育ち支援士養成講座」は、発達心理学がご専門の白百合女子大学教授で当協会の特別顧問・客員教授
の田島信元先生監修の講座です。交流分析の哲学（人は誰でも OK である、人は誰でも考える力を持っている、
人は自分の生き方を決め、そしてその決定を変えることができる）を基本理念とし、発達段階ごとの課題を理解
したうえで、交流分析の理論と技法を子育ち支援に活用していきます。交流分析と発達心理学を統合させた協会
独自の講座で、また、事例を用いた演習中心の内容は、実践力と応用力に富んでいます。

子育ち支援とは、子どもが「育つ」のを支援する、

１．講座の特長

ことです。子どものありのままを認め、その子が持っ

１）この講座では、交流分析と発達心理に基づいた

ている潜在能力を最大限に発揮できるように支援す

原理原則を提示します。このことにより、巷間

ること、これが子育ち支援です。そして子育ち支援を

に溢れる育児情報に惑わされることなく、各自

する人は、子育ち支援者ということになります。養育

が自分の判断基準と子育ち支援の方針を持て

者（親）や子育ちに関わる人たちがこれに相当します。

るようになります。

この講座で取得できる資格「ＴＡ子育ち支援士」も同

２）演習中心に講座を組み立てることで、応用力と

じように、養育者や子育ちに関わる人たちが対象です。

実践力を養成します。同時に養育者の気づきを

では、ＴＡ子育ち支援士は、子育ち支援者とどう違う

深め、養育者自身の自律を促進します。養育者

のでしょうか。

の自律は心の安定と安心を生み、子どもの自律

ＴＡ子育ち支援士は、まず、交流分析を指導する資

に結びつきます。

格を有し、交流分析の哲学と理論および技法を子育ち

３）この講座では、青年期前期までを対象としてい

支援に活用できる力を持っていること、そして、子ど

ます。一般には乳幼児期が中心で、せいぜい 10

もの発達心理を理解し、交流分析と発達心理を活用し

歳ぐらいまでですが、心身のバランスが難しく

て子ども自身および養育者を支援することができる

なる思春期以降も取り扱うことで、応用力を高

人を言います。また、この講座では子育ち支援士に、

めます。

ファシリテーション力もつけていただきます。いろい

４）ファシリテーション演習に多くの時間を割き、

ろな角度から物を見る力、相手の立場に立って柔軟に

ファシリテーション力の習得を図ります。核家

効果的に支援ができる力を身につけていただくこと

族化と価値観の多様化が進んでいる現在、地域

が目的です。これは、養育者が自分自身と子どもをあ

コミュニティの再構築が求められています。子

りのままに認め、それぞれにふさわしい子育ち支援の

育ち支援士として地域の集会（子育てサークル

在り方を見つけ出す力を育みます。養育者の心が軽く

やＰＴＡなど）でコミュニケーションが促進さ

なり、肩の力を抜いて子育ち支援を楽しむゆとりを持

れ、学びが深まるような場づくりに貢献してい

てるようになること、これもこの講座のねらいです。

ただきたいというねらいです。

ァシリテーション
２．受講対象
①子育て中の養育者（親・祖父母、その他直接子育て
に関わっている方）
②養育者を支援する立場の方（保育士、教育関係者、
医療従事者、コミュニティリーダー等）
③その他、子育てに関心のある方、子育てをしっかり
勉強したい方

２）資格更新制度
①資格有効期限 5 年
②資格更新条件
・年 1 回開催される資格更新研修の受講
（5 年間で 2 回受講必須）
・発達心理、交流分析関連推薦図書読書

※ただし、交流分析士２級以上の資格取得者
４．受講料
３．資格制度について
１）権利関係

１）講座受講料：35,640 円（消費税、テキスト代込
み）

養成講座を修了し、資格認定試験に合格した受講者

副読本：関西支部子育てサークル作成「子育て

は、当協会の資格に応じて下記の資格を取得するこ

マニュアルⅠⅡ」

とができ、また、それに応じた活動を行うことがで

申し込みの場合は別途 2,060 円

きます。
①交流分析士インストラクター

２）資格認定料：10,800 円（消費税込み）
３）合格後の資格登録料：17,280 円（消費税込み）

・
「ＴＡ子育ち支援士」資格取得
・ＴＡ子育ち支援講座の開設
・地域集会（子育てサークル、PTA 等）でのフ
ァシリテーション
②交流分析士 1 級・2 級

５．日程（各 4 日間）
①前期：平成 29 年 3 月 4 日（土）
・5 日（日）
②後期：平成 29 年 4 月 8 日（土）
・9 日（日）
・資格認定試験 平成 29 年 5 月 7 日（日）

・
「ＴＡ子育ち支援士補」の資格取得

・会場：

（交流分析士インストラクター資格を取得し

社会医療法人清和会 ヴィレッジせいわ
〒697-0052 島根県浜田市港町 277
TEL0855（28）7630 FAX0855（28）7631

た際は、申請により「ＴＡ子育ち支援士」の資
格に昇格します）
・地域集会（子育てサークル、PTA 等）でのフ

６．講座内容

【プログラム】
■前期
１日目 10：30－17：30

２日目

（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、子育ち支援講座の目標）

（心身の発達に沿った関わり方）

（午前 10：30～12：30）

（午前 9：30～11：30）

１．オリエンテーション

５．ワークショップⅡ

・講座の目的 ・アイスブレーキング
・子育ち支援とは何か

9：30－16：30

・乳幼児期の成長②
６．ワークショップⅢ

・子育ち支援とＴＡ

・幼児期の成長①

（午後 13：30～17：30）

（午後 12：30－16：30）

２．発達心理と子育ち支援

７．ワークショップⅣ

３．ワークショップⅠ

・児童期の成長①

・乳児期の成長①

８．ワークショップⅤ
・思春期の成長

４．1 日の振り返り

９．次回の予告と実践課題

■後期（ファシリテーション演習を中心に）
3 日目 9：30～17：30

4 日目 9：30～16：30

実践課題の振り返り、ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝスキル

ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ演習と全体のまとめ

（午前 10：30～12：30）

（午前 9：30～11：30）

９．後期開始にあたって

14．ファシリテーション演習Ⅱ
・事例「幼児期の成長②」

10．実践課題の振り返り
（午後 13：30～17：30）

（12：30～16：30）

11． ファシリテーションとは

15．ファシリテーション演習Ⅲ
・事例「児童期の成長②」

12．ファシリテーション演習Ⅰ
・事例「乳児期の成長③」

16．
「子育ち支援」実践に向けて

13．1 日のまとめ
認定試験：平成 29 年５月 7 日（日）筆記試験１０：３０～１２：３０
面接試験１４：３０～１６：３０（予定）

