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【関係各位】  
2013年 11月 20日 

株式会社クエスト総合研究所 

 代表取締役社長 柴崎 嘉寿隆 

 

アートセラピスト国際認定資格取得講座を開講 
『カナダ CiiATプロフェッショナル・クリニカル・アートセラピー卒業』のディプロマが 

日本で初めて取得できるようになります 
 
 

CiiAT（カナディアン・インターナショナル・インスティテュート・オブ・アートセラピー）との提携により、

2014年４月、ＣiiATプロフェッショナル・クリニカル・アートセラピー卒業資格取得講座認定のアートセ

ラピスト国際認定資格取得講座を開講することとなりました。 
 

 
 

株式会社クエスト総合研究所（品川区上大崎、代表取締役社長：柴崎嘉寿隆、以下：クエスト）は、CiiAT

（カナディアン・インターナショナル・インスティテュート・オブ・アートセラピー）との提携により、2014年４月、 

ＣiiAT プロフェッショナル・クリニカル・アートセラピー卒業資格取得講座認定のアートセラピスト国際認定資格

取得講座を開講することとなりました。 

 

 【JIPATT開講の背景】 

日本では、心理学の分野での国家資格がありません。心理カウンセラーやセラピストの育成は民間にゆだね

られていると言っても過言ではありません。一方で、現代人の心のケアが求められていることは周知の事実です。

この度、CiiAT（カナディアン・インターナショナル・インスティテュート・オブ・アートセラピー）との提携により、Ｃ

iiAT プロフェッショナル・クリニカル・アートセラピー卒業資格取得講座認定のアートセラピスト国際認定資格取

得講座を開講することとなりました。日本でのアートセラピーの普及とアートセラピストの地位向上とともに、アジ

アや世界での活動を視野に入れたカリキュラムを提供していきます。 

＊JIPATT（Japan International Program of Art Thrapy in TOKYO） 

 

【講座の目的】 

アート（芸術）は、あらゆる文化に内在し、その文化が持つ創造的プロセスは、個々人の生活に欠かせないも

のとなっています。そう言った意味において、アートセラピーは、私たちの成長と癒しへの道を提供してくれてい

ると確信しています。 CiiAT(1)は、アートセラピーの学びを二つ提案しています。一つは、「プロフェッショナル・ク

リニカル・アートセラピー・プログラム」これは、学士、修士向けの、CATA（2）の標準的教育に基づいた集中トレー

ニングです。卒業時には、「プロフェッショナル・クリニカル・アートセラピスト」として認証されます。 

 

（１）CiiAT（Canadian International Institute of Art Therapy）： http://www.theciiat.com/ 

（２）CATA（The Canadian Art Therapy Association）：http://canadianarttherapy.org/ 

カナダのアートセラピーの統合と発展のために１９７７年に設立された非営利活動団体。 

 
 

http://www.theciiat.com/
http://canadianarttherapy.org/
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【JIPATT コース概要】  
 

講座名 単位数 講座内容 

アートセラピスト養成講座 4.5 
描画分析法による自己分析・アートカウンセリング技法（IDCT）・プロセスアートワー

クセラピーの他、素材、場の構成、自分づくりを多角的に学ぶ講座。 

自己分析心理学講座 4 
セラピストとして必須の心理分析（教育分析）を行う。ユング心理学と東洋思想を

交えた自己分析を体験し、自分を知る手だてとする。 

定期講座Ⅰ 

Art Therapy History 

and Applied Theories 

アートセラピーの歴史と応用理論 

1.5 

精神力動学・人間性心理学・行動心理学・トランスパーソナルセオリー、それぞれ

のアプローチからアートセラピーをみていく。 

異なるセオリーの構造や経験を臨床に活かせるようにしていく。 

定期講座Ⅱ 

Clinical Application 

臨床への応用 

1.5 
アートセラピーにおけるセラピストの価値観の基礎を作るために倫理的問題を考え

る。 

定期講座Ⅲ 

Research and Thesis/ Special Project 

論文準備と研修 

1.5 
論文のための準備。 

論文プロポーザルの制作/ケーススタディのプレゼンテーションスキルの向上 他 

集中講座Ⅰ ★ 

Art Therapy with Children 

and Adolescents 

子どもと青年期のアートセラピー 

1.5 

子ども・青年心理学の主な理論/子ども・青年のアート事例・アートセラピー理論/ト

ラウマ介入についての知識/幼児・青年の早期の関係づくりに関する問題と精神病

理学/近年の脳の発達についての発見/個人・ペア・グループの事例/子ども・青

年へのアートセラピーの介入への効果について 

集中講座Ⅱ ★ 

Art Therapy with Family 

家族アートセラピー 

1.5 

家族セラピーの哲学・認識学・家族システム・アタッチメントセオリー/家族のトラウ

マ/家族の役割・地位/ストラテジーセオリー/リフレーミング/ポジティブコネクション

/ロールプレイ/査定方法の過程紹介 

集中講座Ⅲ ★ 

Art and Psycopahology 

芸術と精神病理 

1.5 
診断を受けたクライアントにアートセラピーを用いる方法/アートにあらわれる病状や

セラピーで現れる特定のサインや態度 

Studiowork 

スタジオワーク 
4.5 

アートセラピーの課程を自発的、または幾つかのアクティビティを通して考察してい

きます。 

Supervise 

スーパーバイズ 
3 

現場実習科目を実施していく上で、10時間の Practicum ごとに 1回の割合で、ス

ーパージビョンを受けていただきます。 

スーパーバイザーは、カナダ、日本の豊かな経験を持つ講師陣が担当します。 

Practicum 

臨床実習 

スーパーバイズ 

その他ケースミーティングなど 

800時間 
医療、社会、教育の現場での臨床実習を行い、そのために必要なセッション、ミー

ティングを重ねていきます。 

卒業論文 22 

 

資格認定に必須の論文提出に向け「Research and Thesis」の中で、記述や研究、

調査方法について学習していきます。論文提出にあたっても、担当の指導講師が

サポートしていきます。 

 

   

   

  [   対 象 者  ] 心理学、もしくは美術の学士以上（４年生大学卒業以上）  

              ※ 美術系の方は、放送大学などで心理学の一定の単位を取得する必要があります。 

              ※ ★印がついている集中講座は、英語で授業を行います。（通訳付） 

 

  [   学   費   ] 276万円+消費税 ※その他関連図書など別途費用がかかる場合があります。 

              支払方法：各年払い（３年間） １年目  106万円+消費税（入学金込） 

                                 2年目   85万円+消費税 

                                     3年目   85万円+消費税 

                振込先：名義人 クエスト総合研究所 

              三井住友銀行 目黒支店 普 6474232 /郵便振替 00160-7-568228 

 

  [ 取 得 資 格 ] CiiAT Professional Clinical Art Therapy Diploma 

                 ※CATA(Canadian Arttherapy Association)への登録が可能になります。 

               文部科学省所管（一財）生涯学習開発財団認定アートセラピスト資格 
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【クエスト総合研究所について】 
名称： 株式会社クエスト総合研究所 

代表： 代表取締役社長 柴崎嘉寿隆 

設立： 1995年 11月 （資本金：1,000万円） 

事業内容： アートセラピストのための各種プログラム・企業研修等 

所在地： 東京都品川区上大崎 4-5-37 山京目黒ビル 5F 

連絡先： TEL：03-3779-1844   FAX：03-3779-2589 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【開講にあたって】 

 

 

 

 

 

 

柴﨑嘉寿隆 <Shibasaki Kazutaka> 
クエストアートセラピスト養成スクール代表／NPO法人子ども未来研究所理事長 
＜著書＞ 『やすらぎの扉』（コスモテン出版）、『自分セラピー』『自分セラピーⅡ』（KK ロングセラーズ） 

 

 

 

 

 

 

柴崎千桂子 <Shibasaki Chikako> 
クエストアートセラピスト養成スクール校長／NPO法人子ども未来研究所理事 

【著書】 『クエスト・セルフセラピーカード』監修、アートセラピーワークブック『ワタシらしさが花ひらく』（BAB出版） 

 

 

国家資格がない日本において、アートセラピストが世の中に認知されて活動で

きるようにサポートすることが、私の夢でした。この度 CiiAT の代表であり、

CATAの副理事長のルシールさんからの申し出に日本のアートセラピー事情に

光が差し込んだ思いです。この JIPATT のカリキュラムを提供できることは、国

内だけでなく、アジアや世界での活動が視野に入ることを意味します。 

この国際資格が、皆さんの未来と社会への貢献につながることを心から楽しみ

にしています。 

 

 

CATAの教育基準に基づいたカリキュラムによって、国際基準のアートセラピス

トのディプロマを提供できることは、私たちにとってとても誇らしいことです。 

CiiATのカリキュラムに、クエストが長年提供してきたカリキュラムを加えることに

なる、この JIPATTで学んでいただくことは日本人らしい心のケアを、アジアや世

界に向けて発信できることでもあるのです。 

みなさんにお会いできることを楽しみにしています 

クエストの養成講座は、文部科学省所管一般財団法人生涯学習開発財団の認定を受けています。 
十分な学習時間、研修現場の充実、卒業後のフォロー、進路相談、経験豊富な講師陣などが挙げられます。  
クエストで取得できる資格は以下のとおりです。   

   ①一般財団法人生涯学習開発財団認定マスターアートワークセラピスト  
   ②クエスト・アートセラピー上級認定資格  
   ③アートセラピー・メンタルケア・アドバイザー資格  
   ④クエスト・アートセラピー初級認定資格 
   ⑤クエスト及び一般財団法人生涯学習開発財団認定キッズアートワークセラピスト  
   ⑥クエスト及び一般財団法人生涯学習開発財団認定シニアアートワークセラピスト 
   ⑦CiiAT プロフェッショナルアートセラピー卒業資格 【2014年４月開講】 
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以 上 

【本件に関するお問い合わせ】 

 
 

TEL：03-3779-1844  FAX：03-3779-2589  

Email： questmail@questnet.co.jp 

http://www.questnet.co.jp/ 

 

 

 

 

 

Hello! 
It gives us great pleasure to announce the creation of the (JIPAT) Japan International Program of Art 
Therapy and working with Mr. & Mrs. Shibasaki. The Canadian International Institute of Art Therapy (CiiAT) 
is looking forward to sending our faculty members to the JIPAT program in order to graduate students as 
Professional Clinical Art Therapists. The JIPAT program is a culturally sensitive program that appreciates 
the needs of the students. CiiAT’ s passion for art therapy, and our experience teaching globally make this a 
perfect new adventure. We believe that we are all made richer and smarter by working across cultures with 
others different from ourselves. Yet, we have core similarities, such as creativity, innovation, desire for 
connectedness, and imagination. Working together for a common purpose-learning how to improve 
ourselves and our communities through art-making- is our common goal. Let’ s keep growing and learning! 
Lucille Proulx and Michelle Winkel, CIIAT Directors 
 
Hello! 
この度柴崎夫妻と共に日本インターナショナルアートセラピープログラム（JIPATT）を始められることを大変嬉しく思って

います。  

卒業生がプロフェッショナルクリニカルアートセラピストとして活躍していく為のこのプログラムに CiiAT の教職員を派遣

する日が待ち遠しいです。JIPATT は文化的背景を考慮した学生のニーズに合わせたプログラムです。私たちのアート

セラピーへの情熱と各国で行ってきた授業の経験が JIPATT という新しいアドベンチャーへと繋がりました。私たちは、

さまざまな文化の中で活動してきた豊かな経験と知識を持ち合わせています。そして JIPATT と CiiAT には重要な共

通点があります。創造性、革新的であること、絆を尊重すること。アートを通して自分自身やコミュニティを成長させる

事を学ぶという共通のゴールに向かっていきましょう。一緒に学び、成長していきましょう！  

  

Lucille Proulx 
 

アメリカ、カナダ認定アートセラピスト。The Montreal Children’s Hospital の幼児・小児の精神

科にて 50 年経験をもつ。専門家や親向けに特化したトレーニングやワークショップを提供。 

Canadian International Institute of Art Therapy (CiiAT) 理事、IPATT と JIPATT 常務取

締役。The B.C. School of Art Therapy 前常務取締役。CATA、 The Association des 

Arts-therapeutes du Quebec 名誉会員。Arts Health Canada 顧問委員会会員。CATA 副

会長。2004 年からCanadian University Service Overseas に協力、タイのバンコクにある子

どもの権利保護センターに在任。 

著書“Strengthening Emotional Ties through Parent-Child-Dyad Art Therapy”  

  

Michelle Winkel 
 

ロサンゼルス Loyola Marymount 大学、タイの Human Center、ブリティッシュコロンビアの B 

CSAT で教え、B.C. Schoolof Art Therapy のエグゼクティブディレクター（常任理事、常務取

締役）として活躍。1999 年からはアーティストとしての経験とスキルを融合させ、ビジネスや組

織のグループへアートセラピーを活用。また、カリフォルニアのスクールエージェンシーで 5 年間

スーパーバイザーをつとめる。カリフォルニア州マッレジ•ファミリーセラピスト、北アメリカ認定アー

トセラピスト、カナダ認定アートセラピスト、カナダアートセラピー協会役員。 

mailto:questmail@questnet.co.jp
http://www.questnet.co.jp/

