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ヒプノエデュケーションヒプノエデュケーションヒプノエデュケーションヒプノエデュケーション協会認定協会認定協会認定協会認定、、、、ヒプノセラピストヒプノセラピストヒプノセラピストヒプノセラピスト養成講座養成講座養成講座養成講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

ヒプノエデュケーション協会では、ヒプノセラピスト養成資格講座や さまざまな認定講座を行い、ヒプノセ

ラピーの可能性とすばらしさをお伝えしています。  

当協会の養成講座では、学び、実践していくとともに、自己探求でき、自分自身も魂からの深い癒しが得ら

れます。そんな素晴らしい前世療法のセラピストとして資格を取り、独立・開業の道を歩んでみませんか？ 

 

※実践コース修了（認定後）にてヒプノセラピストとして独立する事が出来ます。 

ヒプノエデュケーションヒプノエデュケーションヒプノエデュケーションヒプノエデュケーション協会認定協会認定協会認定協会認定    ヒプノセラピストヒプノセラピストヒプノセラピストヒプノセラピスト    

  

 

ヒプノセラピスト養成講座  

① 基礎コース 講義中心 （昼食は近隣でのランチまたはお弁当付） 

ヒプノセラピーとは何か？から始まり、基礎知識、各種手法、歴史を学び、実際のセッションで役立

つ臨床面談・カウンセリングの手法などを身に付けていく講義中心の講座です。前世療法はもちろん

のこと、インナーチャイルドまで深く学び、資格を取るための第一段階としての知識はここで得る事

が出来ます。 

 

② 実践コース 実習中心 （昼食は近隣でのランチまたはお弁当付） 

  基礎コースで学んだことから、実際のセッションの練習として前世療法・インナーチャイルドをセラピ

スト・クライアント・オブザーバー役に分かれて何度も実習を積み重ねていく、実践中心のコースと

なります。このコースにより、セラピストとして独立する自信を身に付けていくことが可能です。繰

り返されるセッションにより、自分自身深い探求や、魂の役割、ライフワークなども知りことができ

るコースと好評です。（このコース修了資格によりセラピストとして活動する事が可能です） 

※ 当コースは、基礎コース修了者のみ受けることができます。 

 

◎ 日程の振替は無料にて承ります。 

 

基礎＆実践コース 2014 年日程のご案内 

 

 9999 期期期期（（（（土日土日土日土日コースコースコースコース））））    10：00～19：00(全 10 日間) 

 

基 礎 ①4/19(土)・②4/20(日)・③4/26(土) 

実 践 ①4/27(日)・②5/10(土)・③5/11(日)④5/24(土)・⑤5/25(日)・ 

⑥6/7(土)・⑦6/8(日) 

 

10101010 期期期期（（（（土日土日土日土日コースコースコースコース））））    10：00～19：00(全 10 日間) 

 

基 礎 ①10/18(土)・②10/19(日)・③10/25(土) 

実 践 ①10/26(日)・②11/8(土)・③11/9(日)④11/22(土)・⑤11/23(日)・ 

⑥12/6(土)・⑦12/7(日) 
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料金のご案内  

 

①①①①基礎基礎基礎基礎コースコースコースコース＆＆＆＆②②②②実践実践実践実践コースのコースのコースのコースの 2222 コースコースコースコース同時申込同時申込同時申込同時申込、、、、一括払一括払一括払一括払いいいいがおがおがおがお得得得得ですですですです。。。。    

価格は、次期より変更する場合もありますのでご了承ください。 

 

※ 基礎コース￥90,000 実践コース￥230,000 

一括払一括払一括払一括払いいいい同時支払同時支払同時支払同時支払いはいはいはいは￥￥￥￥    298,000298,000298,000298,000（（（（通常通常通常通常￥￥￥￥320,000320,000320,000320,000））））    

    

※ 日程の変更・分割払いも承りますのでお気軽にご相談ください 

    

※ 認定証発行は、卒業後認定基準を合格した者のみとなります。（別途認定料\30,000） 

3 人以上～セッション・セッションについての報告・講師からの 2 時間程度のレクチャーなどにより、合格基準を満たした方のみ 

発行されますのでご了承ください〔お問い合わせ・連絡は 090-1725-5587 赤塚まで） 

 

 

卒業後卒業後卒業後卒業後もももも安心安心安心安心！！！！    フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ講座講座講座講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

卒業後の不安解消に、スキルアップや相談・交流にヒプノエデュケーション協会ではフォローアップとして 

各種講座や特典を用意しています。多くの卒業生が学びを深めるために参加・交流をしています。 

ぜひご利用ください。 

 

① 次期養成講座（基礎・実践）の参加 ￥3000／回 

更に深い学びと経験を積む目的や、相談などで気軽に参加していただいています。 

 

② ヒプノ勉強会(毎月定期開催) ￥1000／回 

     実際のセッションの事例から困ったことや対応策などを話し合い、スキルアップを目指します 

 

③ 外部講師による勉強会・ワーク・講座に特別料金での参加可能 

   医師、インストラクター、チャネラーなどを招き、実践に役立つ講座を開催しています。（不定期開催） 

 

④ 個人セッション 20％OFF  

   講師や協会員からのセッションを割引料金にて受けることができます。 

 

⑤ レンタルサロンの貸し出し （１Ｈ/1,000 程度） 

      卒業後に練習したい、独立までサロンを時々借りたいなどの方に、協会サロンをレンタルしています。 

リクライニングチェアーや音源、間接照明など全てそろっていて便利です。（要予約・先着順） 

   

⑥ ＮＧＨ（米国催眠士協会認定コース）・ＡＢＨ（米国催眠療法協会認定コース）・上級コース・ 

インストラクターコース・チャネラーコースなど各種講座もぜひご受講ください。 
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【【【【ヒプノセラピストヒプノセラピストヒプノセラピストヒプノセラピスト養成講座養成講座養成講座養成講座～～～～前世療法前世療法前世療法前世療法・インナーチャイルド・インナーチャイルド・インナーチャイルド・インナーチャイルド】】】】    

    

ヒプノセラピスト養成講座＜＜＜＜１１１１、、、、基礎基礎基礎基礎コースコースコースコース＞＞＞＞     

基本日程 カリキュラム 内容 

・ 催眠状態とは？ 

・ 暗示と催眠 

・ 自己催眠と他者催眠 

・ 催眠誘導法と催眠深化法 

催眠の基礎知識やヒプノセラピーの基本な

どを中心に学習していきます。この回で「催

眠状態」を理解することができます。 

・ 催眠の歴史 

・ NLP の特性論 

・ 事前説明について 

・ 注意点について 

◎ 実習：被暗示性テスト 

催眠状態に入っていくため方法論や、NLP

の特性を学びます。また、事前説明の仕方な

ど、実践ですぐに役立つテクニックを身に付

けることが出来ます 

・ セッションの基本的な流れ 

・ インナーチャイルドとは 

・ インナーチャイルドを行う意味 

・ インナーチャイルドのプロセス 

◎ 実習：誘導の初級実践 

実際のセッションでのインナーチャイルド

療法がどのように行われるか、その過程を学

ぶとともにインナーチャイルド療法を行う

意味とプロセスを学びます。 

           

 

 

 

 

 

 

 

（土日コース） 

１０：００～１９：００ 

3333 日間日間日間日間    

 

 

 

 

 

    
・ 前世療法とは？ 

・ 前世退行を行う意味 

・ 前世退行のプロセス 

・ グラウンディングと浄化法 

・ 事前説明と傾聴の重要性 

◎ 実習：傾聴のロールプレイ 

実際のセッションでの前世療法を学ぶとと

もに、、、、傾聴グラウンディングなど浄化法を学

ぶことにより、セラピストとして必要な技術

を身に付けていきます。    

 

□■□＜基礎コース＞カリキュラムの特性□■□ 

1. 催眠誘導をうまく行うには、催眠の正しい知識を伝えるとともに、誤解を解くことが先決であり、最重要

であることから、基礎コースでは催眠の基礎知識を中心に構成されています。 

 

2. 自分自身で体感することも重要と位置づけ、自分自身で体験できるリラクゼーションや瞑想、前世誘導な

どの実習も取り入れて、その都度、実体験していきます。 

 

3. セラピストとしていかにクライアントに寄り添えるかなどの課題を克服していくためにも、事前面談やカ

ウンセリング時に必要な、＂傾聴＂（いかに相手の心の声を聴くか）の訓練も取り入れていきます。 
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【【【【ヒプノセラピストヒプノセラピストヒプノセラピストヒプノセラピスト養成講座養成講座養成講座養成講座～～～～前世療法前世療法前世療法前世療法・インナーチャイルド・インナーチャイルド・インナーチャイルド・インナーチャイルド】】】】    

    

ヒプノセラピスト養成講座＜＜＜＜２２２２、、、、実践実践実践実践コースコースコースコース＞＞＞＞     

基本日程 カリキュラム 内容 

・ 基礎コースの簡単な復習 

・ 前世療法実技演習の説明 

 

【インナーチャイルド】 

・ 前回の実技演習の振り返り 

・ インナーチャイルド実技演習 

・ 実技演習後のシェアリング 

※ 直接現在の記憶と繋がるインナーチ

ャイルドの概念と、意味を実践で学び

ます。 

 

【前世療法】 

・ 前回の実技演習の振り返り 

・ 前世療法実技演習 

・ 実技演習後のシェアリング 

・  

※ 実技演習の回数を重ね、前世療法の実

践をセラピストとして確かなものに

していきます。 

実技演習ではセラピスト・クライアント・

オブザーバーの 3 役を順番にそれぞれ体

験して行きます。 

 

＜前回の実習の振り返り＞ 

それぞれの実技演習で気づいたこと、感じ

たこと、反省点などをシェアし、次の実技

演習に活かします。 

＜実技演習＞ 

セラピスト役はテクニックを、クライアン

ト役では自分の前世体験を、オブザーバー

役では客観的な視点で得たものを通じて

それぞれ総体的に、学んでいきます。 

＜実技演習後のシェアリング＞ 

実技演習直後に得られた学びを、受講者と

一緒にシェアしてさらに落とし込んで、身

に付けて行きます 

 

（土日コース） 

１０：００～１９：００ 

７７７７日間日間日間日間    

 

 

 

 

    

※ 実践の振り返りと今後の活動 

※ セラピストとしての心構え 

ヒプノセラピストとして独立できるよう

今後の抱負をシェアしてきます 

実習実習実習実習をををを行行行行うううう関係上関係上関係上関係上、、、、終了予定時間終了予定時間終了予定時間終了予定時間がががが延長延長延長延長になるになるになるになる場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。    

□■□＜実践コース＞カリキュラムの特性□■□ 

 

1. 基礎コースで学んだ基礎知識をもとに、ヒプノセラピストとして自信を持って独立できるよう、

実技演習をより多く体験し、実践中心のカリキュラムでインナーチャイルドも学べます。 

 

2. 実践コース修了（認定後）、ヒプノセラピストとして独立する事ができます。 

 

3. 希望者には上級コース（グループワーク・ハイヤーセルフ講義、ハイヤーセルフの実習）を受け、更にセ

ラピストとしての幅を広げることもできます。 

※ 修了者には ヒプノエデュケーションヒプノエデュケーションヒプノエデュケーションヒプノエデュケーション協会協会協会協会の認定証が得られます。 
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ヒプノセラピスト養成講座 

 お支払いについて 

 

申し込み 

①  メールフォームにて申し込み  

パソコンの方は、https://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P64544291  

 または、info@hes-j.com にメールください。  

携帯の方は、QR コードまで 

  

②  郵送にて申し込み 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1-11-2 

リーヴァストゥーディオ丸の内 701 号 

ヒプノエデュケーション協会 担当赤塚 まで 

ヒプノセラピスト養成講座 申込書の表を記入の上、お申し込みください。 

 

③ お電話にて 

担当：赤塚までご連絡ください。   090-1725-5587（赤塚） 

 

 

入金方法 

  

 原則として銀行振り込みとなります。 

入金確認後、講座申込完了となりますので、（最終期限 10 日前まで） 全額または、頭金￥２０，０００を

お振込みください。 

 

※ 分割などにも応じますのでご相談ください。 

※ 少人数制となります、定員オーバーの際はご連絡させていただきます。ご了承くださいませ。 

※ 未成年、妊娠されている方は入学できませんのでご了承ください。 

※ ご入金後の返金は原則として受け付けません。最後までやり遂げる事がセラピストとして大切だからで

す。但しやむをえない事情の際はご相談に応じます。 

※  

※ 受講スケジュールが合わない場合、出来る限り振替や日程の調整などで対応させて頂きますので 

ぜひ一度ご相談ください。 

 

 

お振込先  イオン銀行 オパール支店  

普通 １７３６５３２ 

森 麻里奈（モリ マリナ） 
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ヒプノエデュケーション協会ヒプノエデュケーション協会ヒプノエデュケーション協会ヒプノエデュケーション協会    

    

● 所在地 ● 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1-11-2 

リーヴァストゥーディオ丸の内 701 号 

100 円ローソンさん上(裏に玄関があります) 

URL ： http://hes-j.com/ 

       メール ： info@ hes-j.com 

 

    

● 交通機関 ●      

・名鉄名古屋本線 名鉄名古屋駅から徒歩 14 分  

・地下鉄鶴舞線 丸の内駅 7 番出口から徒歩 4 分 

・地下鉄桜通線 国際センター駅 2 番出口から徒歩 6 分  

   

● 駐車場 ●  

100 円ローソンの正面に有料の駐車場がございます。  

（その際、実費でのご利用となりますのでご了承ください。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒプノエデュケーション協会 代表 

米国催眠療法協会（ABH）認定インストラクター 

米国催眠士協会（NGH）認定インストラクター 

NPO 法人メンタルセラピスト協会 副理事長 

専門学校トライデント  スクールカウンセラー 

社団法人 日本心理学会  認定心理士  

日本ホリスティックアカデミー(JHA)認定 ヒプノセラピスト  

生涯学習名古屋メンタルケア認定 メンタル心理士アートセラピスト  

社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ)認定 アロマアドバイザー 

ICP 認定コーチ  

ICP 認定インストラクター 

日本認定心理士会 正会員  

日本ヒプノセラピー協会 正会員  

日本認知療法学会 正会員  

社団法人 日本アロマ環境協会 正会員 

光の言葉セラピー養成講座 修了 

学生時代から心のおもむくままに心理学を専攻。その後、芸術

療法・認知行動療法、精神福祉やスピリチュアルな領域等につ

いても学ぶ。 一時は一般の会社への就職、結婚、出産を機に

心理系統の分野から離れたように感じていましたが、生まれて

（生まれる前も）から今まで生きてきたすべての経験が、いろ

いろな知識と共に、自分の人生そのもの―そしてカウンセラ

ー・セラピストという仕事すべてに活かされている―と気づき

今では確信として感じています。この経験を生かして、ひとり

でも多くの方に “自分らしいありのままの人生”を送って頂

けるお手伝いができたら・・・そう思っています。  



Copyright (C)  ヒプノエデュケーション協会 All Rights Reserved. 
 

 

Hypnos    Education Society 
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