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TA co-learning second stage のご案内

TA（交流分析）を仕事に活かす応用編

TACL の FIRST STAGE は TA の基本概念に沿って深めること，そして今の TA の要素もご

紹介する機会としました。SECOND STAGE では TA を仕事に活かすことを中心にします。

教育分野の TA 理論を中心に，一緒にワークをしながら個々の場面を考えるといった進め方で行う予定です。

TA today の発表に加え、みなさんご自身の現場での活用やお好みに TA 理論等をプレゼンしていただく時間も設

けたいと思います。あくまでもみなさんの要望をベースに、TA を深め、自己分析と活用を深める一年にします。

「共に学ぶ(co-learning)」をテーマに，ディスカッションや疑問解消など，毎月楽しみながら進めます。

＊参加者特典 ①月１回の個人スーパービジョン（無料） ②年に１度以上海外講師を招きます。

詳しくは以下をご覧の上お問合せください。当面はオンラインで実施しますが，対面も考えています。                   

皆様のご参加をお待ちしております。 （全て国際資格 CTA トレーニングに準拠しています。受験希望者は受験

1.5 年前までにトレーニング契約が必要になります）

１． “Second Stage”のテーマ  時間：日曜日 13：00～18：00（別日の夜に＋2 時間程度の GSＶ有）

＊教育の TA を一緒に学びながら自分と他者との関わりについて学びます （日程は皆さんと相談して最終決定します）

回 暫定的な日程 カリキュラム内容（予定）みなさんの要望で最終決定します 実施方法

1 2023/04/16（日） TACTICS（Newton＆Napper）/Who, Me, Lead a 

Group? (Clarke)を基に教育場面での TA を深める

・教育場面におけるコントラクト・グランドルール

・グループの種類と進め方（ジーン・クラーク）

・内的自我状態とやり取りを活用する

・フィードバックの送り方受取り方

・学習の哲学・仕事の哲学

・コルブの経験学習サイクル

・対人関係に必要な３つのＰ/５つのＰ

・Co-creative TA（共創的 TA）

・感情のリテラシー（スタイナー）

・教育場面でのアセスメント・コンタクトドア

・オプションズ（カープマン） 等 （多少の変更有）

対面かオンライン

かについては受講

者の居住地や諸般

の事情を考え，話

し合いで決めます

2 2023/05/14（日）

3 2023/06/18（日）

4 2023/07/16（日）

5 2023/08/27（日）

6 2023/09/10（日）

7 2023/10/22（日）

8 2023/11/26（日）

9 2023/12/10（日）

10 後日みなさんと調整

11 後日みなさんと調整

12 後日みなさんと調整

２． 概要

時間  ：13：00～18：00（延長も考えています）（＋月に 2 時間程度の３人単位の GSV）

参加条件：TACL First Stage を終えた方

費用  ：全 12 回＋GSV24 時間 84 時間 ￥118,800 分割払いもご相談に応じます

講師  ：星野惠子（国際 TA 協会教育分野 PTSTA）

振込先 ：池田泉州銀行 緑地公園支店 普通 82825 株式会社マンズ・リソース あて

３． 申し込み方法

keihosh@gmail.com 宛に「TACL 申し込み」のタイトルで以下の項目をご記入の上メールをお送り下さい。

（１） お名前 （２）ご住所 （３）緊急連絡電話番号 （４）メールアドレス

＊申し込みメールと費用のお振り込みをもって正式申し込みとさせて頂きます。



2023/04/15

TA co-learning advanced stage のご案内

TA（交流分析）を仕事に活かし、それを他者に伝える応用編

TACL の FIRST STAGE は TA の基本概念に沿って深めること，そして今の TA の要素もご

紹介する機会としました。SECOND STAGE では TＡtoday のプレゼンテーション、教育分野で

のリーダーシップ、認知行動療法、ラケットシステム等の基礎理論などについて実施しました。

アドバンス ステージでは、参加者の皆さんがそれぞれの現場で TA をどのように活かしているのか、また TA を活

用したワークショップ等、お互いに学び合う場を増やしていきます。お気に入りの理論、論文、現場での経験などを中

心に TA に関連するものを自由に選んで学び合います。教育分野の TA 理論もご紹介します。

このステージは今まで積み上げてきたグループの学びの輪の中で、まさに 「共に学ぶ(co-learning)」を深めます。

＊参加者特典 ①月１回の個別スーパービジョン（無料） ②年に１度以上海外講師を招きます。

詳しくは以下をご覧の上お問合せください。当面はオンラインで実施しますが，対面も考えています。                   

皆様のご参加をお待ちしております。 （全て国際資格 CTA トレーニングに準拠しています。受験希望者は受験

1.5 年前までにトレーニング契約が必要になります）

１． “Second Stage”のテーマ  時間：日曜日 10：00～17：00（別日の夜に＋2 時間程度の GSＶ有）

＊教育の TA を一緒に学びながら自分と他者との関わりについて学びます （日程は皆さんと相談して最終決定します）

回 暫定的な日程 カリキュラム内容（予定） 実施方法

1 2023/06/25（日） 【相互学習】

・TAtoday の発表

・好みの TA 理論、現場での活用発表、ティーチング

・スキルを磨く、仲間同士で互いに批評し、力を与える

【学習予定】基本理論とその応用/教育 TA（ジャイル

ズ・バロー等）/教育理論/教育哲学/健康システム（ニ

ュートン）/他理論との比較（例）NLP 等）/

Co-creative TA（共創的 TA）/TACTICS（Newton

＆Napper）/フィードバックの送り方受取り方/

学習の哲学・仕事の哲学  （多少の変更有）

オンライン

2 2023/07/09（日） オンライン

3 2023/08/26（土） 対面かオンライ

ンかについては

受講者の居住地

や諸般の事情を

考え，話し合い

で決めます

4 2023/09/23（土祝）

5 2023/10/15（日）

6 2023/11/19（日）

7 2023/12/02（土）

8 後日みなさんと調整

9 後日みなさんと調整

10 後日みなさんと調整

11 後日みなさんと調整

12 後日みなさんと調整

４． 概要

時間  ：10：00～17：00 （月に 2 時間程度の３人単位の GSV を実施予定・平日夜等相談して決定します）

参加条件：TACL Second Stage を終えた方

費用  ：全 12 回＋GSV１２時間 96 時間 ￥118,800 分割払いもご相談に応じます

講師  ：星野惠子（国際 TA 協会教育分野 PTSTA）

振込先 ：池田泉州銀行 緑地公園支店 普通 82825 株式会社マンズ・リソース あて

５． 申し込み方法

keihosh@gmail.com 宛に「TACL 申し込み」のタイトルで以下の項目をご記入の上メールをお送り下さい。

（２） お名前 （２）ご住所 （３）緊急連絡電話番号 （４）メールアドレス

＊申し込みメールと費用のお振り込みをもって正式申し込みとさせて頂きます。
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