指導者のための

VISION TRAINING 2019

東京・大阪・福岡 開催

ビジョントレーニング勉強会

【ビジョントレーニング指導者2級資格認定講座】

全4回プログラム

東 2月10日(日）
京

① 両眼視編

（眼球運動・両眼のチームワーク・ピント合わせ）

② 周辺視野・動体視力編
③ 感覚統合編

会場

（粗大運動・固有受容・原始反射・前庭システム・目と手の共調性）

④ 思考編

（視覚思考・論理的思考→記憶、図と地の分化、空間認識）

講師
岸

浩児

（Kouji Kishi）

MWT協会ビジョントレーニング推進委員会 委員長
イプラスジム千里丘 代表
脳力開発トレーナー
Profile

脳力開発トレーナーとして、子どもからシニアまでの指導に日常的に従事しながら、ビジョントレー
ニング指導者としてアスリート・指導者・保護者に向けての講演活動なども行い、その意義を多く
の方に伝えている。自身も格闘技に精通しており、その経験・能力を活かし多くの方の総合パフォ
ーマンス向上に貢献。

①両眼視編
第1部

10：00〜13：00

②周辺視野・動体視力編
第2部

14：00〜17：00

2月11日(月・祝）④思考編

③感覚統合編
第1部

10：00〜13：00

第2部

14：00〜17：00

大 2月24日(日）
阪

①両眼視編

会場

④思考編

3月10日(日）

第1部

10：00〜13：00

②周辺視野・動体視力編
第2部

14：00〜17：00

③感覚統合編
第1部
第2部

10：00〜13：00
14：00〜17：00

福 5月26日(日）
岡

①両眼視編

会場

④思考編

6月16日(日）

第1部

10：00〜13：00

②周辺視野・動体視力編
第2部

14：00〜17：00

③感覚統合編
第1部
第2部

10：00〜13：00
14：00〜17：00

スポーツ・教育・指導者の方 対象 ぜひご参加ください！！
「勉強嫌い・成績が悪い」

「集中力がない」

■ 黒板の文字を写すのが遅い。
■ 文字を同じ間隔で書けない。はみだす。
■ 本を読むときに頭を動かしたりしている。

「運動が苦手」

■ じっと座っていられない。
■ 球技が苦手。
■ 勉強していてもすぐにあきてしまう。 ■ すぐに転んだりつまずいたりする。
■ よく机の前でボーっとしている。
■ 味方との連携がうまくいかない。
■ 状況判断が遅い。

このような子ども達の状況を才能だけの問題と思っていませんか？

実は目の機能の問題が原因かもしれないのです！！

スポーツ能力アップ
動体視力

学習能力アップ

周辺視野拡大 など

スムースな焦点合せ

インストラクター資格
指導者1級資格
指導者2級資格

目と手の協調性 など

情報処理能力アップ 目の健康・リラックス
瞬間視

イメージ力アップ など

眼球運動 など

ビジョントレーニング指導者資格認定制度

「指導者のためのビジョントレーニング勉強会」
の全4回プログラムを全て受講された
方は、
「ビジョントレーニング指導者2級資格」
取得の認定申請ができます。
2級資格を取得された方は、
「ビジョントレーニング指導者1級資格認定講座」
の受講
が可能になります。

詳細・お申込は裏面をご覧下さい

一般社団法人

メンタルウェルネストレーニング協会

この勉強会は、テーマを4つに分けてビジョントレーニング
の基礎的な知識と実践法のノウハウを学んでいただく初級
の全4回プログラムです。
自分自身でビジョントレーニングを実践したい方や、基礎
的なビジョントレーニングを学校やスポーツ指導の中で活
用したい方など、どなたでも受講可能です。
各プログラムの単体受講も可能ですが、全4回プログラム
を全て受講された方は、指導者2級資格取得の申請ができ
るようになります。

ＭＷＴ協会提供プログラムによる継続指導が可能。
一般の方に向けた
「レッスン指導〜日常アドバイス・
目の使い方チェック」
などの実践法を多角的に学ぶ。

インストラクター資格
（教室運営者として認定）

MWT協会認定トレーナーとして一般の方に向けた
基礎的な
「現場指導・体験会・目の使い方チェック」
を
実施するためのノウハウを身に付ける。

指導者1級資格
（ビジョントレーナーとして認定）

基礎的な知識と実践法を理解して個人使用もしくは
現場での簡単な指導が可能。

指導者2級資格
（トレーニングノウハウを共有）

※ これまでに「指導者のためのビジョントレーニング勉強会」で全4回プログラムを全て受講された方も資格認定対象となり、認定申請が可能です。
。
2019年 東京会場

『指導者のためのビジョントレーニング勉強会』概要

※2日間／全4回プログラム（1日に2部開催）

2月 10日（日）
2月 11日（月祝）

第1部 10：00〜13：00【①両眼視編】
第2部 14：00〜17：00【②周辺視野・動体視力編】

日時

内容とスケジュール
全4回プログラム
①両眼視編 ②周辺視野・動体視力編 ③感覚統合編 ④思考編

第1部 10：00〜13：00【③感覚統合編】
第2部 14：00〜17：00【④思考編】

● 各テーマ理論

アットビジネスセンター渋谷東口前（名取ビル） 東京都渋谷区渋谷 2-22-8
会場

● JR山手線「渋谷」駅 東口より徒歩3分（1FがB&Dというスポーツショップのビル）
● 東急東横線・東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線の方は15番出口より

参加料

【全4回 通し受講】
一 般

（税別）

2019年 大阪会場

大阪府社会福祉会館
会場

会員/アカデミック

※2日間／全4回プログラム（1日に2部開催）

2月24日（日）
3月 10日（日）

日時

第1部 10：00〜13：00【①両眼視編】
第2部 14：00〜17：00【②周辺視野・動体視力編】

【単発受講／各1プログラムにつき】
一 般

会員/アカデミック
法人正会員

【ビジョントレーニング指導者2級資格 認定料】

会議室 大阪市中央区谷町 7-4-15

12,000円+税
9,000円+税
7,000円+税

第1部 10：00〜13：00【③感覚統合編】
第2部 14：00〜17：00【④思考編】

8月4日
（日）第1部（①両眼視編）／第2部（②周辺視野・動体視力編）
8月25日
（日）第1部（③感覚統合編）／第2部（④思考編）
9月1日
（日）第1部（①両眼視編）／第2部（②周辺視野・動体視力編）
大阪
9月29日
（日）第1部（③感覚統合編）／第2部（④思考編）
11月23日
（土・祝）第1部（①両眼視編）／第2部（②周辺視野・動体視力編）
福岡
11月24日
（日）第1部（③感覚統合編）／第2部（④思考編）

※希望者のみ・別途

各回 30 名

定 員

● JR「博多駅」すぐ

5,000円+税

※通し受講をご希望の方で、どうしても日程の合わない方は、別日程で開
催する講座への振替え変更も可能です。
※各日程の第1部のみ、第2部のみでの受講も可能です。
※テキスト・教材全ての費用が含まれております。
※アカデミックは、学校法人所属の職員及び教師、学生が対象です。

第1部 10：00〜13：00【①両眼視編】
第2部 14：00〜17：00【②周辺視野・動体視力編】

博多バスターミナルビル 1・2ホール 福岡市博多区博多駅中央街 2-1
下期
日程

32,000円+税
28,000円+税
24,000円+税

● ディスカッション〜質疑応答

会員/アカデミック ・
・・・MWT協会 一般正会員・賛助会員／アカデミック対象者

第1部 10：00〜13：00【③感覚統合編】
第2部 14：00〜17：00【④思考編】

※2日間／全4回プログラム（1日に2部開催）

5月26日（日）
6月 16日（日）

日時

会場

法人正会員

● 地下鉄谷町線/長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅③番出口より南に250m 谷町7丁目交差点を西入る。

2019年 福岡会場

● 各テーマ実践

（定員になり次第、締め切りとさせていただきます。ご了承ください。）
下記FAX用紙もしくはインターネットよりお申込みください。 お申込み
後、あたらめて担当者より受講案内をお送り致します。 受講案内に従っ
て受講料をお振込みください。
※ 受講料のご入金確認をもって本予約とさせていただきます。
※ お申込受付締切：開催日の1週間前（締切日前でも定員になり次第、締め
切りとさせていただきます。 ご了承ください。）
※ 受講キャンセル受付の締切：開催日の3日前（締切を過ぎた場合は返金
が不可となります。ご了承下さい。）

お申込
方法

東京

お申込み
下記FAX用紙か、もしくはインターネットの協会HPからお申込ください。
受付後、数日中に協会本部事務局よりご案内の連絡を差し上げます。連絡がない場合は、下記本部事務局までお問合せ下さい。

インターネットでのお申込み

FAXでのお申込み

お申込みフォームがございます。

http://mentalwellness.jp

0120-441-699

メンタルウェルネス

指導者のためのビジョントレーニング勉強会 FAXお申込用紙

※複数名でお申込みの場合、案内はお申込者様1箇所へまとめてお送り致します。
※MWT協会からの案内は、メール、FAX、郵送のいずれかによってお送り致します。

お申込内容 ※参加ご希望の日程・プログラムにすべてチェックを入れてください。

東京会場
大阪会場
福岡会場

下記の各必須項目をご記入の上、
FAX番号へ送信してください。

2月 10日
（日） □ 第1部 □ 第2部 ／ 2月 11日
（月祝） □ 第1部 □ 第2部
2月 24日
（日） □ 第1部 □ 第2部 ／ 3月 10日
（日） □ 第1部 □ 第2部
5月 26日
（日） □ 第1部 □ 第2部 ／ 6月 16日
（日） □ 第1部 □ 第2部

お申込団体名

電話番号（

氏名

FAX番号

自宅

参加区分

勤務先

携帯

□一 般
□ アカデミック
□ MWT協会 一般正会員・賛助会員
□ MWT協会 法人正会員
）

ご住所

E-MAIL

申込者以外の
参加者

お問合せ

氏名

氏名

ご連絡先電話番号

ご連絡先電話番号

一般社団法人

メンタルウェルネストレーニング協会

本部事務局

〒542-0012
大阪市中央区谷町 7-2-14 サル・ビル

0120-441-664

