
 
GROUP THERAPY TRAINING PROGRAM in Japan:  

Online Advanced Course オンライン上級コース: 

 Scapegoating スケープゴート, Trauma トラウマ and Difficult Patients むずかしい患者 

 

The Sacramento Center for Psychotherapy in California, USA, offers a training program in group psychotherapy 
for Japanese psychotherapists and counselors. This is a hybrid program integrating online meetings with face-to-

face workshops. It includes theory, an experiential process group, and a supervision group.  

Each of these courses can be taken separately from the other training parts. 

米国カリフォルニアにあるサクラメント心理療法センターは、日本のサイコセラピストやカウンセラーに向けた

グループ・サイコセラピーの訓練プログラムを開催致します。このプログラムは、オンラインと対面によるワー

クショップによるハイブリッドプログラムで、理論、体験グループ、スーパービジョングループから構成されて

います。それぞれのコースは単独での受講が可能です 
 

After the success of the introduction course and the process group in Tokyo in August-September 2019, we offer 

an online advanced course.  

2019 年 8-9 月に東京で行われた入門コースと体験グループはお陰様で成功裡に終わりました。 

次にオンライン上級コースを実施致します。 

The Sacramento Center for Psychotherapy in California is approved by the American Psychological Association 

(APA), to sponsor Continuing Education. 

カリフォルニア・サクラメント心理療法センターは、米国心理学会（APA）が後援する継続教育の認定機関で

す。 

The advanced course 上級コース: Focusing on Scapegoating スケープゴート,  

Trauma トラウマ and Difficult patients むずかしい患者 

Time: mid November 2019 – end April 2020 2019 年 11 月中旬～2020 年 4月 

Course Description コース概要： 

This course will focus on scapegoating, trauma groups and difficult patients in groups. It will describe the 

phenomenon of scapegoating and how to intervene when it happens in the group, the typical dynamics and the 
group therapist’s tasks in trauma groups, and object relations and self-psychological approaches to difficult 

patients and personality disorders in groups. 

このコースでは、スケープゴート、トラウマを扱うグループ、グループにおけるむずかしい患者について焦点

をあてます。スケープゴートの現象、グループでそれが生じたときの介入方法を示します。トラウマグループ

における典型的な力動とセラピストの役割、そしてグループの中のむずかしい患者とパーソナリティ障害に対

する対象関係論的アプローチと自己心理学的アプローチを説明します。 



 
 

Course Objectives コースの目標 

In this course you will: 

1. Learn how to intervene effectively when scapegoating occurs in the group. 

グループでスケープゴートが生じた時に効果的に介入する方法を学ぶ。 

2. Develop knowledge about the dynamics in trauma groups. 

トラウマのグループにおける力動についての知識を得る。 

3. Understand the role of the therapist in trauma groups. 

トラウマのグループにおけるセラピストの役割を理解する。 

4. Compare Self-Psychological and Object Relations approaches to difficult patients. 

むずかしい患者に対する自己心理学的なアプローチと対象関係論的なアプローチを比較する。 

5. Discuss the impact of members with personality disorders in the group. 

グループの中でパーソナリティ障害を持つメンバーの影響力を論じる。 

6. Identify scapegoating phenomenon in groups 

グループでのスケープゴート現象を同定する。 

 

 

Instructor インストラクター: Haim Weinberg, PhD ハイム・ワインバーグ博士, is 

an internationally renowned clinical psychologist and group psychotherapist. He is a 

group analyst and Certified Group Psychotherapist in private practice in Sacramento, 

California. He is the past President of the Israeli Association of Group Psychotherapy 

and of the Northern California Group Psychotherapy Society (NCGPS). Dr. Weinberg 

was the Director of International Programs at the Professional School of Psychology 

in which he created and coordinated an online doctoral program in group 

psychotherapy, with cohorts of students in SE Asia.  He co-edits a series of books 

about the social unconscious, published books on Internet groups & online therapy and 

co-authored a book on Fairy Tales and the Social Unconscious. 

臨床心理学者、集団精神療法家として国際的に活躍している。カリフォルニアのサクラメントでグループ・アナ

リスト、米国集団療法学会公認集団療法師として開業。前イスラエル集団精神療法学会理事長/前カリフォルニ

ア北部集団精神療法協会会長。設立に関わったProfessional School of Psychologyの国際プログラム理事であり、

アジア諸国の学生も多く学んでいる。社会的無意識とおとぎ話に関する書籍の編著者であり、オンライングルー

プとセラピーの著作などがある。 

 

Structure 構造: The course consists of 12 online meetings, 1.5 hour each. The meetings will be done 

through Zoom, an application that allows video conference meetings. 

１時間半のオンラインセッションを 12 回。ズームを用い、ビデオカンファレスを行います。 

 

 

 



 
 

 

Times and Dates 開催時間と日程: All the meetings will be on Sundays 7:00-8:30 am Japan time. The 

frequency will generally be every two weeks, with some exceptions and some breaks. Here are the dates: 

17 November 2019, 1 December 2019, 8 December 2019, 12 January 2020, 26 January 2020, 
9 February 2020, 23 February 2020, 1 March 2020, 29 March 2020, 5 April 2020, 19 April 
2020, 26 April 2020.  

開催時間：日曜日7:00-8:30（日本時間）隔週。ただし、例外と長期休みが間に入る場合もあります。 

日程：2019年11月17日、12月1日、12月8日 

   2020年1月12日、1月26日、2月9日、2月23日、 3月1日、3月29日、 4月5日、4月19日、4月26日 

 
WHO SHOULD ATTEND? This course is recommended for psychiatrists, psychologists, counsellors, coaches 

and allied health staff including social workers, occupational and physical therapists.  

受講するのはどんな人？このコースは精神科医、心理士カウンセラー、コーチ、ソーシャルワーカー、作業療法

士、理学療法士などの精神保健関連の方達に推奨しています。 

Requirement 受講資格: Master’s degree (MA) in any mental health discipline or BA and 2 years of practical 

experiences, in psychology, social work, education and mental health areas 精神保健・心理臨床に関する領域での

修士取得者、もしくは学士で 2 年以上の心理、ソーシャルワーク、教育や精神保健分野での実践のある方 

The group will be open only with a minimum of 8 participants. 最低 8 名以上の参加者が集まらない場合は開催で

きません。    

The course will be bi-lingual, with translation from English to Japanese. 講義は英語でなされ、英語から日

本語への通訳があります。 

Meetings will be recorded with the participants permission, who will have access to the recording. 

セッションは参加者の許可のもとに録音し、参加者が後から何度も聴くことができるようにします。 

 

Certificate 修了証: will be given by the Sacramento Center of Psychotherapy to those completing the entire 

course. You can miss one meeting. コース全て修了した方に修了証をサクラメント心理療法センターより発行し

ます。修了証を取得するために認められる欠席は１セッションです。 

 

Fee 受講料: US$660, paid by the 7th of November 2019. The money can be transferred using Paypal.  

2019 年 11 月 7 日までに、660 米ドルをお支払いください。Paypal を利用した送金も可能です。 

Early bird discount of 10% will be given to those enrolling by October 15th 2019 (US$594).  

早期割引：2019年10月15日までに申し込まれた方には10％の割引が適用され、594米ドルとなります。 

 

Cancellation Fee キャンセル料金: until November 12 the fee will be fully paid back. After November 12 – no 

money return.11月10日までのキャンセルは全額返金致します。それ以降のキャンセルは返金致しません。 

 



 
 

 

 

Questions? Ready to enroll お申込またはご質問は?  

Please contact Dr. Haim Weinberg at ハイム・ワインバーグ博士 haimw@group-psychotherapy.com,  

Kai Ogimoto at 荻本快 japansacramento@gmail.com までご連絡ください。The application form will be 

sent to you. 追って申し込みのご案内を送信いたします。 

 

mailto:haimw@group-psychotherapy.com
mailto:japansacramento@gmail.comまでご連絡ください。The

