
公益財団法人東京ミュージック・ボランティア協会 

第 35 回 療育音楽療法士養成研修会 ご案内 
 

    

 

１．療育音楽療法士養成研修会の特徴 

1986 年から行われている実績ある研修会で、日本全国および海外から数多くの方々が学んでい
ます。療育音楽の基本を学んだ後、高齢者コース・障がい児者コースに分かれて学び、実践力を身
に付けていきます。８か月間で認定取得を目指します（10 月スタート～翌年 5 月認定取得）。 
※高齢者・障がい児者の両コースを同時に受講することもできます。 
 

認定取得後 

〇希望者は当協会契約施設等でのお仕事をご紹介させていただきます。 
〇研究事業に携わることができ、活躍の場を広げることができます。 

  〇他の療育音楽療法士と交流しながら研鑽を積む勉強会があります。 
（「療育音楽・音楽療法」講師会：日本音楽療法学会認定団体） 

療育音楽（赤星式音楽療法）とは？ 

『音楽を使って楽しくリハビリ、そして生
きる歓びを！』を目的に、心身の活性化を
図る能動的な音楽療法プログラムです。 
日本の歴史・音楽文化を大切にし、主にグ
ループ主体で行います。 

 

療育音楽療法士とは？ 

療育音楽（赤星式音楽療法）を実践する 
公益財団法人東京ミュージック・ボランティア
協会認定の音楽療法士です。 



２．療育音楽療法士養成研修会 概要 
期間：８か月 
※両コース同時に受講可能 
※各コース 2 名以上で開講 
※都合により変更する 
場合がございます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Step1 

高齢者コース 

高齢者の療育音楽を学ぶ 

令和４年 ①10 月 15日（土）10 時～17 時 
     ②11 月５日（土）  10 時～17 時 
     ③11 月 19日（土）10 時～17 時 

療育音楽の基本を学ぶ 

令和４年 10 月１日（土） 10 時～17 時 

Step２ 障がい児者コース 

障がい児者の療育音楽を学ぶ 

令和４年 ①10 月８日（土） 10 時～17 時 
     ②10 月 22日（土） 10 時～17 時 
     ③11 月 12日（土）10 時～17 時 

Step３ 

実  習：令和４年 11 月～令和５年３月 

実技演習：令和５年３月 25 日 10 時～17 時 

令和５年４月８日（土） 11 時～17 時 

認定試験（筆記・実技） 

認定証授与式：令和５年５月 28 日（日） 11 時 30 分～16 時 

会場 
みんなの家’77 

［東京都小平市大沼町 6-7-25］ 

療育音楽療法士 認定取得 

療育音楽療法士として活躍・研究事業に携わる など 

 

実践力を身に付ける 



３．カリキュラム 

Step１ 
オリエンテーション 
療育音楽の基礎理論 
療育音楽の基本理念と実践 

 
Step２ 

高齢者コース 障がい児者コース 
高齢者の特徴と疾病 
高齢者対象プログラム 
観察・記録／評価 
活動記録の書き方 
実習ガイダンス 

障がい・病気の基礎知識と障害児者の特徴 
障がい者（成人）の療育音楽 
障がい児の療育音楽 
障がい児者対象プログラム 
観察・記録／評価 
活動記録の書き方 
実習ガイダンス 

 
Step３ 
実習 
伴奏法 
セッションをリードするために必要な技術の習得 

 
 

４．受講資格 

① word、メールを行うことができる方 
② ピアノの習得レベルがバイエル終了程度以上 

 
 

５．オンデマンド受講 
下記の受講条件を満たす方は、動画および Zoomで受講できます。また、認定試験を郵送・動画審査で受

験でき、認定証授与式も Zoom で出席可能です。 
 
受講条件 
① 「４．受講資格」に該当する方 
② 東京都・神奈川県・埼玉県以外の療育音楽導入施設・団体で実習できる方 
 
※お申込み前にお問い合わせください。 

 
 



６．研修会費 
 
［受講料：一括払いの場合］※研修開始前に請求書を送付いたします。 

内容 料金（税込） 

高齢者コース 又は 障がい児者コース  一括払い １７６,０００円  

高齢者・障がい児者 両コース      一括払い ２７５,０００円  

 
［受講料：分割払いの場合］※研修開始前と Step2 修了後に請求書を送付いたします。 

内容 料金（税込） 

高齢者コース 又は 障がい児者コース  分割払い ９９,０００円 × ２  

高齢者・障がい児者 両コース       分割払い １４８,５００円 × ２  

 
［教材費］ 

内容 料金（税込） 

教本１冊・歌詞集２冊 ９,６８０円  

 
※その他、下記費用が別途かかります。 
認定試験（筆記） １１,０００円（税込） 
認定試験（実技） １１,０００円（税込） 
認定料      ２２,０００円（税込） 
資格登録証明書   ５,５００円（税込） 
 
※オンデマンド受講料はお問い合わせください。 
 

合計金額（税込） 

高齢者コース 又は 障がい児者コース  一括払い ＋ 教材費 １８５,６８０円 

高齢者コース 又は 障がい児者コース  分割払い ＋ 教材費 ２０７,６８０円 

高齢者・障がい児者 両コース      一括払い ＋ 教材費 ２８４,６８０円 

高齢者・障がい児者 両コース      分割払い ＋ 教材費 ３０６,６８０円 

 
※キャンセルについて 
研修会開始前は振込手数料を除いた全額を返金いたします。研修会開始後は返金いたしません。 

※当協会の都合で研修会の開催を中止せざるを得ない場合、未受講分の受講料を日割り計算で返金いたします。 
 



７．申込方法 
ホームページ上の申込フォーム、または申込書記入後、メール、FAX、郵送でお申込み下さい。 
お申込み後、詳しい案内書と請求書を送付いたします。 
 

申込締切 令和４年９月 12 日（月） 
※お早めにお申込みください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

主催：公益財団法人東京ミュージック・ボランティア協会 
後援：音楽福祉事業株式会社 

  

[お問合せ・申込先] 
公益財団法人東京ミュージック・ボランティア協会 
住所 〒187-0001 東京都小平市大沼町 6-7-25 
電話 042-343-2596 ／ FAX 042-343-5785 
メールアドレス tmva@kb3.so-net.ne.jp 
ホームページ  https://www.tmva.or.jp 

mailto:tmva@kb3.so-net.ne.jp


第 35 回 療育音楽療法士養成研修会 申込書 

 
※申込内容に〇をつけてください 

チェック欄 内容 料金（税込） 

 ① 高齢者コース    一括払い １７６,０００円 

 ② 高齢者コース    分割払い ９９,０００円 × ２ 

 ③ 障がい児者コース  一括払い １７６,０００円 

 ④ 障がい児者コース  分割払い ９９,０００円 × ２ 

 ⑤ 高齢者・障がい児者 両コース  一括払い ２７５,０００円 

 ⑥ 高齢者・障がい児者 両コース  分割払い １４８,５００円 × ２ 

 ⑦ 教本１冊・歌詞集２冊 ９,６８０円 

 
 

ふりがな 年齢 

氏  名 

住  所 〒 

電話番号 携帯番号 

メールアドレス 

職  業 

音 楽 歴 

 
申込締切 令和４年９月 12 日（月） 

[お問合せ・申込先] 
公益財団法人東京ミュージック・ボランティア協会 
住所 〒187-0001 東京都小平市大沼町 6-7-25 
電話 042-343-2596 ／ FAX 042-343-5785 
メールアドレス tmva@kb3.so-net.ne.jp 
ホームページ  https://www.tmva.or.jp 
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