
対面定員1２名 及び リモート受講定員 28名
再受講者含む (最少 催行人数 ６名)

全3セグメント 一括割引 540.000円 （税別）

一括早割（８月８日締切）→ 500,000円（税別）
分割払い 186,000円 （税別） → ×3セグメント（total558,000円 税別）

再受講料は 税込 ９,000円/日 早割再受講料 （7月末日締切 税込 ８,000/日）

※嚥下の講義も含みます。

Kinesthetic
Classic neo

一般社団法人日本キネステティク普及協会

理事(学術担当)

医師、医療法人アンリ―・デュナン会

介護老人保健施設エーデルワイス施設長

著書に『アウェアネス介助論』

(上,下巻)、『超訳 支援と学習の

キネステティクス』がある。

澤口裕二（さわぐちゆうじ）

フ ァ シ リ テ ー タ ー レベルは第一歩の学習 （パーソナルレベル ） と第二歩の学習 （ サ
ポー ター レベル ） を する人を支援するレベル 、それらの人の学習を促進するレベル 。

全 3セグ メン ト終了後 、協会からのフ ァシ リ テ ー タ ー認定を受けた人は 、各々の領域
で人の学習を支援した り 、パーソナルレベル 、サポー ター レベルの学習者に様々な
体験を提案し 、手助けを し 、 その レベルの学習を促進してい く こ とが可能になり ます 。

フ ァ シ リ テ ー タ ー自身が学び続ける行動をできるこ とが重要です 。
（ 受講 して も認定されないこ と もあ り ます ）

キネステティク
クラシック・ネオ
ファシリテーター養成セミナー

2020年☆

ファシリテーターレベル受講内容

受講料

セグメントⅠ 2020年9/19(土) – 9/22(火) （4日間）

19日（土） 12:00 受付開始 12:30オリエンテーション

13:00～心理学～17:30

20日（日） 9:30～17:30進化発生学

21日（月） 9:30 ～12:00 教育心理学

13 :30～17：30 特別公開講座 嚥下「喉を開く」

22日（火） 9:30 ～ ファシリテーターとしての学習/態度

15:00 終了

セグメントⅡ 2020年11/21(土) - 23(月)

セグメントⅢ 2020年12/19(土) – 21(月) 初日11:00～ 最終日17：00

定員

日 程

お申込み・お問合わせ

NKA会員（申込みと同時に入会希望が可能です）

キネステティク・クラシック

サポーターレベルの学習修了（予定）者

＋期日までに申込用紙を提出（2020年９月5日まで）

＋リモート受講の方は安定した通信環境を準備できる方

自分の周りに動く空間を確保できる方

受講資格

講師

一般社団法人日本キネステティク普及協会 代表理事

㈱ケアプログレスジャパン 代表取締役

看護師(ET/WOCナース) 足爪フットケアアドバイザー

NKA認定 ｷﾈｽﾃﾃｨｸ･ｸﾗｼｯｸ ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ

フェルデンクライス・メソッド教師

広島大学大学院保健学研究科

博士課程後期満期退学

山口県立大学大学院 健康福祉学研究科修了

健康福祉学修士

中本里美（なかもとさとみ）

セグメントⅠ ファシリテーターとしての活動概論
（教育学、心理学、サイバネティクス、解剖学生理学、

進化発生学、ロボット工学、福祉工学、etc.の学習含む）

セグメントⅡ 困難な状況が目の前にあるときの 分析・学習

セグメントⅢ 個人の学習及び自分自身の学習を支援・促進

ｶﾘｷｭﾗﾑ

一般社団法人日本キネステティク普及協会

理事（広報担当）

内閣府 地方創生推進事務局

地域活性化伝道師

広島経済大学教授

メディアビジネス学部

学部長

北野尚人（きたのひさと）

セミナー会場

【セグメントⅠ 】

広島市内
受講者に直接お知らせします。

【セグメントⅡ ・セグメントⅢ 】

日本キネステティク普及協会
広島市中区西十日市町1－18
（ケアプログレスジャパン内）

及びリモート受講

日本キネステティク普及協会 事務局

〒7300806 広島市中区西十日市町1－18

①メールoffice@nka.link ②LINE ID nka&cpj

ファシリテーターレベル neo版

学習を促進することを学ぶ

リモート受講も可
【全受講生オープン特別講座】嚥下

完全予約制
☆☆9月21日（月）13:30～17:30☆☆
会員 5,000円 非会員 6,000円

ZOOMで
リモート受講も可能

東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、愛知、福岡に在住、または 2週間以内
に宿泊していた方、感染の可能性のある方はリモート受講をお願いします。

mailto:office@nka.link


日本キネステティク普及協会

澤口学術担当理事特別講演

テーマ 嚥下
ノドを開く -舌骨の進化と体-

☆☆9月21日（月）13:30～17:30☆☆

食べ物を飲み込むときには、ノドを開かなければな
りません。
声を響かせるにはノドを開かなければなりません。

あなたはノドを開けますか?

ノドの骨に気づいていますか?
ノドの筋肉はどこについていますか?
咽頭とはどこですか? 喉頭とはどこですか?

咽頭収縮筋という筋肉はありますが、咽頭拡張筋
という筋肉はありません。
どのようにして咽頭は開くのでしょう?
嚥下の時に、頭はどのように動きますか? 脊柱は?
下肢は動きますか?
食べることはどのように進化したのでしょうか?
この中で舌骨はどのような役割を果たしているので
しょうか?

STもOTもPTも教えられていないことを

教えましょう！

「嚥下」について語られるとき、舌骨の動きは
解説されます。

でも、「どうして、舌骨はそんな動きをするの
か」

「どのようにして、そんな動きをするようになっ
たのか」

「イヌはどうなっているのか」

「ワニやトカゲやカエルやサンショウウオはどの
ようになっているのか」

「サカナはどうなってるのか」

「円口類は?」

「プラナリアは?」

「そもそも単細胞生物はどうやって食べている
のか」

「なんで動物は食べなくちゃならんのか」

舌骨を中心にして嚥下から摂食、そのための
動きなど、様々な問題を私が探求し知ってい
ることをお話しします。

知らなくても、ご飯を食べることはできますが、
知っていると自分の体の使い方に役立つかも
ね

(知識をどのように生かすかはあなた次第です)。

日本キネステティク普及協会
【全受講生オープン特別講座】

完全予約制 リモート受講定員 3０名
＜受講料＞
会員 5,000円 非会員 6,000円

※ファシリテーターレベルの一部となりますので、ファシリテー
ターレベルを受講される方は受講料は含まれています※

一般社団法人日本キネステティク普及協会理事

(学術担当)

医師、医療法人アンリ―・デュナン会

介護老人保健施設エーデルワイス施設長

著書に『アウェアネス介助論』

(上,下巻)、『超訳 支援と学習の

キネステティクス』がある。

講師：澤口裕二（さわぐちゆうじ）

Kinesthetic
Classic neo

ZOOMで
リモート受講も可能

日本キネステティク普及協会 事務局

〒7300806 広島市中区西十日市町1－18

①メールoffice@nka.link ②LINE ID nka&cpj
お申込み・お問合わせ

mailto:office@nka.link

