
継続学習支援サービス　対象講座一覧 更新日 2017/10/16

注
*1 受付期間・受付〆切日は主催団体ホームページでご確認ください
*2 既に定員に達している場合もありますので、詳細は主催団体ホームページでご確認ください
*3 自：主催団体の所属会員価格

協：キャリアコンサルティング協議会の技能士会会員価格
他：上記(自）（協）以外の受講者の価格

開催地 開催日 曜日
時間

受付開始日
*1

講座名 講座概要 講座補足・備考
定員
*2 申込先

主催団体名＆
主催団体Tel番号

技能士会会

員割引

 CCC
管理 番号

関　東
渋谷 2017/10/18 水 13:30-17:00 2017/6/5 自 5,400 円

協 8,700 円

他 8,700 円
03-3409-1121

東京 金 12:30-17:30 2017/6/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円
03-6661-6222

東京 金 9:30-16:30 2017/10/4 自 10,150 円

代々木

他 14,210 円
03-6434-9130

東京 土 10:00-17:00 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

東京 土 13:30-17:30 2017/6/1 自 10,300 円

協 14,400 円

他 14,400 円
03-6661-6222

渋谷 2017/11/7 火 19:00-21:00 2017/6/5 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円
03-3409-1121

東京 金 18:30-21:30 2017/9/20 自 9,310 円

代々木 18:30-21:00

他 13,030 円
03-6434-9130

東京 土 9:30-16:30 2017/10/4 自 10,150 円

代々木

他 14,210 円
03-6434-9130

東京 日 9:30-16:30 2017/8/1 自 10,150 円

23区内 円

他 12,180 円
03-6434-9130

東京 （土・
日）

自 36,000 円

九段下 （木・
金）

12/21

協 36,000 円

他 36,000 円
03-3234-2965

東京 日 10:00-17:00 2017/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

東京 土 13:00-16:00 2017/2/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円
03-6661-6222

東京 木・金 9:30-17:00 自 40,000 円

西新宿 9:00-16:30 協 50,000 円

他 50,000 円
03-6758-2895

東京 日 10:00-16:30 2017/9/20 自 9,310 円

代々木

他 13,030 円
03-6434-9130

東京 土 10:00-17:30 2017/8/1 自 10,150 円

代々木 円

他 12,180 円
03-6434-9130

17101601

受講料　　　　　
　　*3

2017/11/3

SC01 スキルアップ研
修　キャリアカウンセ
リングトレーニング：
物語の中の登場人物
があなたに語りかけ
る

キャリアカウンセリングの本質は、「自分らしさを知る」「成長する」「自分の望む人生を生きる」
ための支援です。プログラムは、「物語の中の好きな登場人物」についての問いに答えることで
進んでいきます。語りに表れる自分らしさの軸を発見し、前に進むためのエネルギーの源に気
付き、自分の望む人生を生きるためのヒントをつかみます。

「キャリアカウンセリングの本質を体験し
たい」、「キャリアカウンセラーとしての自
己理解」、「更なる成長を目指したい」、と
いう方に、是非お薦めのプログラムです。

24

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SC01.
html

日本キャリア開発
協会

17101602

2017/11/4

SG03 スキルアップ研
修　エントリーシート
作成・指導

本講座では、まず就職活動プロセスの解説からエントリーシートの使われ方、採用側の視点を
紹介します。さらにエントリーシートでよくある質問とその意図を解説することでエントリーシート
に関する理解を深め、就職活動を支援する上でのポイントを実践的に習得していただくことを
目的としています。

学生支援を目指す方、経験の浅い方、基
本に戻って学びたい方に、お薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SG03.
html

日本キャリア開発
協会

17101604

2017/11/5

SG02 スキルアップ研
修　グループディス
カッション指導・実践

学生へのグループディスカッション対策セミナーや運営の、基本的な指導力の習得を目指しま
す。グループディスカッションが採用試験で取り入れられている背景や、企業側が何を見て選
考したいと思っているのかを理解したうえで、学生へのフィードバックのコツも身につけられる
ようロールプレイも行います。

学生支援を目指す方、経験の浅い方、基
本に戻って学びたい方 に、お薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SG02.
html

日本キャリア開発
協会

17101605

日本キャリア開発
協会

2017/11/12

SG01 スキルアップ研
修　面接官基礎訓練

人事採用の経験の浅い方や面接未経験者を対象に、「面接の基礎知識」から「実際の面接が
できるスキル」の向上を行います。学生さんへの面接トレーニングが的確にできるスキルの習
得を目指します。

面接未経験者、学生支援を目指している
方にお薦めです。

24

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SG01.
html

日本キャリア開発
協会

17101611

2017/11/18

SU04 スキルアップ研
修
キャリア支援者に求
められるＬＧＢＴの理
解と対応

LGBTとはどういう人たちなのかを正しく理解し、どのような悩みや問題を抱えているのか、どの
ように対応したらいいのか、キャリア支援者として必要なことを学びます。

LGBTに対して関心をお持ちの方、行政、
学校、企業などで相談業務に従事してい
る方に、お薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SU04.
html

17101612

2017
11/11・12
12/2・3
12/21・22

1日目：10:00
～18:00／2
日目： 10：00
～17：30

受付中

アサーション・トレーニ
ング　ベーシックコー
ス

キャリアコンサルティングを行っているときに、相手のことがよくわからず、なんと声をかけてよ
いかわからないときはありませんか。アサーション・トレーニングとは、自分も相手も大切にした
自己表現をするにはどうしたらよいかを考え、身につけていくトレーニングです。対人援助職と
してのコミュニケーションに関する重要なスキルを学べます。製作、監修は日精研及び平木典
子先生。アサーションでの学びを、キャリアコンサルタントとしての日々の面接、ファシリテー
ションスキルアップにご活用ください。
(各地開催で大阪、福岡、名古屋でも開催しています。)
会場：東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下」駅　2番出口より徒歩6分

 こんな方におすすめします
・苦手な人とコミュニケーションを取れるよ
うになりたい方
・もっと楽な対人関係を築きたいとお考え
の方
・言えない、言い過ぎる自分を変えたい
・自分の自己表現に苦労されている方
・自分らしい生き方を模索している方

24

http://www.ns
gk.co.jp/sv/ko
uza/at/basic/i
ndex.html

株式会社日本・精
神技術研究所

17101610

http://www.js-
career.jp/care

er-cross/

（公財）
日本生産性本部

 部下をもつ管理職・メ
ンター社員向け　キャ
リア開発支援力の向
上研修　体験セミナー 
－忙しい上司でも大
丈夫！部下の成長を
促す育成力の習得－

現場において人材育成の機能を担う上司が、部下の成長を促進するために習熟しておくべき
知識とスキルを体験セミナーとして学んでいただくセミナーです。
 具体的には、１、中長期の視点で段階的な育成計画を立て、２、部下の内発的な動機づけを
行いながら、３、メンターとして適切なフォローを行いつつ、４、コーチとして成長とパフォーマン
スの発揮を支援することができる能力を「キャリア開発支援力」と定義しています。社内で対象
者を育成するためのご参考として本セミナーをお役立てください。

■会場：生産性本部ビル（渋谷駅徒歩8
分）
■講師：栗林　裕也　氏
（公益財団法人　日本生産性本部　人材
開発コンサルタント)

25

http://seminar
.jpc-

net.jp/detail/lr
w/seminar008

907.html

（公財）
日本生産性本部

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101615

【組織力に働きかける
システム・コーチング】

複数の人間で形成される組織、チーム、夫婦や家族をシステムと呼びます。
システム内の関係性が組織に及ぼす影響、システムにおけるメンバーのあり方について、シス
テム・コーチングの一部を体感しながら学びます。

■会場：生産性本部ビル（渋谷駅徒歩8
分）
■講師：上野　昌枝
 （株式会社ティーズワーク）

25

17101606

http://www.jav
ada.or.jp/care
er/change/ins
tructor.html

2017/11/25

モデリングで学ぼう！
キャリアコンサルティ
ングのプロセス

一つの面談事例について2種類の異なったロールプレイのモデルの違いの解説を通して、検
証・理解を深め、具体的展開方法の一例を学んでもらいます。また、後半では映像で見た同じ
面談事例について、実際に受講生同士でロールプレイをしてもらい、キャリアコンサルティング
を体験していただきます。

キャリアコンサルティングを見て、学ん
で、やってみる。実務経験の機会に恵ま
れていない方や、実務経験が少ない方に
とっては、うってつけの講座です。

24

2017/11/30
・12/1

受付中

キャリア・シフトチェン
ジのためのワーク
ショップ　インストラク
ター養成研修

シニアになっても活き活き働き続けるために必要な能力（プラットフォーム能力）を理解するた
めの社内研修を実施するインストラクターを養成するための研修です。
講師：山﨑　京子　氏

２日間の研修です。
対象者（受講資格）は、企業の人事・人材
開発担当者、人材開発分野の研修講師
経験があること等です。

20

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101614

この講座では次のポイントを学びます。(1)逐語問題から相談者が訴える主要な問題・課題を
読み取ること、(2）相談者の問題・課題を把握すること、(3)相談者の訴える問題やキャリアコン
サルタントとしての問題把握を踏まえて、目標設定や方策・提案・実行を具体的に柔軟に考え
出すこと等。12月2日開催と同内容。

講師は、協会会員講師及び2級キャリア
コンサルティング技能士。対象者は国家
資格2級キャリアコンサルティング技能検
定試験を受検予定の方としています。

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-211

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-421

中央職業能力開発
協会

17101613

2017/11/19

後期2級キャリアコン
サルティング技能検
定試験対策講座≪論
述実習≫ (休日一日)

2017/11/3

キャリアコンサルティ
ング技能向上講座≪
面接実習コース≫ 
(休日一日)

色々な相談者との（疑似）面接経験を増やすことで、受講者の面接技能の向上をはかることを
ねらいとしています。

対象者は、国家資格キャリアコンサルタ
ント試験を受験予定の方及び試験合格
後、ロールプレイ経験が少ない方として
います。

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-041

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101603

2017/
11/10・17

後期2級キャリアコン
サルティング技能検
定試験対策講座≪論
述実習≫ (平日夜間)

この講座では、次のポイントを学びます。(1)逐語問題から相談者が訴える主要な問題・課題を
読み取ること、(2）相談者の問題・課題を把握すること、(3)相談者の訴える問題やキャリアコン
サルタントとしての問題把握を踏まえて、目標の設定や方策・提案・実行を具体的に柔軟に考
え出すこと、等。

講師は、協会会員講師及び2級キャリア
コンサルティング技能士。対象者は国家
資格2級キャリアコンサルティング技能検
定試験を受検予定の方としています。

16

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-231

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

2017/11/11

キャリアコンサルティ
ング技能向上講座≪
面接実習コース≫ 
(休日一日)

色々な相談者との（疑似）面接経験を増やすことで、受講者の面接技能の向上をはかることを
ねらいとしています。

対象者は、国家資格キャリアコンサルタ
ント試験を受験予定の方及び試験合格
後、ロールプレイ経験が少ない方として
います。

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-042

グループアプローチを
学ぶ

キャリアコンサルタントに求められる重要な能力に、 グループアプローチ・スキルがあります。
この講座では、グループアプローチの基本となるSK法やPOPOといった手法を 体験的に学ぶ
だけでなく、ポストイット法などグループワークを通して キャリア支援について検討していきま
す。

グループアプローチを体験したい方か
ら、指導者としてグループアプローチスキ
ルなどを身につけたい方へお薦めです。

24

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-521

17101607

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101608

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101609

2017/11/12

 本サービスの申込みあたっては「団体の枠を超えた学習機会の 
 情報『利用規約』」を必ずご一読ください。 
    http://new.career-cc.org/seminar/ 
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東京 土 10:00-16:30 2017/9/20 自 9,310 円

代々木

他 13,030 円
03-6434-9130

東京 月 19:00-21:00 受付中 自 3,080 円

丸の内 協 円

他 6,170 円
03-3591-3569

渋谷 2017/12/7 木 19:00-21:00 2017/6/5 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円
03-3409-1121

神奈川 土 2017/9/1 自 8,640 円

川崎 協 9,720 円

他 9,720 円
044-246-0910

東京 土 13:00-17:00 2017/6/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円
03-6661-6222

東京 （土・
日）

受付中 自 45,000 円

九段下 協 45,000 円

他 45,000 円
03-3234-2965

東京 火 18:30-21:30 2017/10/16 自 5,400 円

代々木

他 7,560 円
03-6434-9130

東京 水 18:30-21:30 2017/10/16 自 5,400 円

代々木

他 7,560 円
03-6434-9130

東京 木 18:30-21:30 2017/10/16 自 5,400 円

代々木

他 7,560 円
03-6434-9130

東京 土 10:00-17:30 2017/10/16 自 12,090 円

23区内

他 16,930 円
03-6434-9130

東京 日 10:00-17:00 2017/10/16 自 10,150 円

23区内

他 14,210 円
03-6434-9130

東京 土 9:30-17:30 2017/10/2 自 15,120 円

23区内 円

他 21,160 円
03-6434-9130

東京 土 10:00-17:00 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

東京 木・金 9:30-17:00 自 40,000 円

飯田橋 9:00-16:30 協 50,000 円

他 50,000 円
03-6758-2895

東京 土 12:30-17:30 2017/6/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円
03-6661-6222

東京 土 10:00-17:30 2017/2/1 自 30,800
（データ

つき　

円

協 43,100
（データ

つき　

円

他 43,100
（データ

つき　

円
03-6661-6222

東京 日 10:00-17:00 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

日本キャリア開発
協会

17101628

2017/12/16

SC02 スキルアップ研
修　キャリアカウンセ
リングトレーニング シ
ナリオ作法からキャリ
アカウンセリングを学
ぶ

当講座は、人物を創り、その人物について語るワークを通じて、以下のことを体感することによ
り、キャリアカウンセリングを行う際のヒントを得ることを目的とした講座です。
①人物の背景にある「経験」や「自己概念」に触れてみよう。
②人物を多面的に捉え、心の内面・心模様などに思いをはせてみよう。
③創った人物の「成長」について言葉にしあってみる中で、様々な「成長」の形を感じてみよう。

キャリアカウンセリングに従事している
方、経験代謝の理解を深めたい方、技法
を学ぶアプローチとは異なる方法でキャ
リアカウンセリングスキルの向上を図りた
い方に、お薦めです。

21

2018/1/13

SU03 スキルアップ研
修　組織内メンタルヘ
ルス

メンタルヘルス対策の推進には、サポーター側の負担軽減が必須です。不調社員を専門家に
つなげる方法、休職者への対応に加え、メンタルヘルス不調の予防に寄与できるキャリアカウ
ンセリング的コミュニケーション法についても解説を行います。

キャリアカウンセリングに従事している方
組織のメンタルヘルス対策に関心のある
方にお薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SU03.
html

2018/1/27

SC01 スキルアップ研
修　キャリアカウンセ
リングトレーニング：
物語の中の登場人物
があなたに語りかけ
る

キャリアカウンセリングの本質は、「自分らしさを知る」「成長する」「自分の望む人生を生きる」
ための支援です。プログラムは、「物語の中の好きな登場人物」についての問いに答えることで
進んでいきます。語りに表れる自分らしさの軸を発見し、前に進むためのエネルギーの源に気
付き、自分の望む人生を生きるためのヒントをつかみます。

「キャリアカウンセリングの本質を体験し
たい」、「キャリアカウンセラーとしての自
己理解」、「更なる成長を目指したい」、と
いう方に、是非お薦めのプログラムです。

24

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SC01.
html

日本キャリア開発
協会

17101630

2018/1/27
2018/2/3

SM01 スキルアップ研
修　インストラクター
の基礎習得

キャリア支援を行う上でも、個別面談の他に欠かせないのがガイダンスや講義形式で行う支援
である。インストラクションといっても、いかに見せるか、というプレゼンテーションだけではなく、
自分らしいスタイルで効果的に学んでもらうためのインストラクションスキルを身につけることを
目指している。※2日間研修

インストラクションやプレゼンテーションの
機会に備えたい方、インストラクションス
キルを向上させたい方（初心者対象）、経
験はあるが、自己流のため、客観的な視
点で振り返りをしたい方にお薦めです。

16

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SM01.
html

日本キャリア開発
協会

17101631

2018/1/28

ST01 スキルアップ研
修
心の発達とキャリアカ
ウンセリング

発達理論の核となる乳児期から青年期までの基本的な事項・視点を学ぶと同時に、事例検討
やワークを通じて発達理論を学んでいきます。1日を通して、人が一生涯成長を続ける存在で
あることを体験し、発達理論をキャリアカウンセリングに活かす視点を養っていきます。

キャリアカウンセリングでの支援の視点を
広げたい方、発達理論をキャリアカウン
セリングに活かしたい方に、お薦めです。

24

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_ST01.
html

日本キャリア開発
協会

17101632

2017/12/2

講師は、協会会員講師及び2級キャリア
コンサルティング技能士。対象者は国家
資格2級キャリアコンサルティング技能検
定試験を受検予定の方としています。

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-212

フォーカシング　ベー
シックコース

自分の心がわからなくなることありませんか。
ベーシックコースは、フォーカシングを初めて学ぶ方にも最適な、自分で自分のフォーカシング
のプロセスを進められるようになるための入口のコースです。まず事前にトレーナーと1対1のプ
レセッション(1時間)でフォーカシングを体験して、グループ学習に備えます。その後の講座(2日
間)では全体実習と小グループ実習を通してフォーカシングのやり方を体験的に学びます。参
加者一人一人に配慮したきめ細やかな内容なので、フォーカシングを初めて学ぶ方も安心して
臨んでいただけます。

 こんな方におすすめします
・フォーカシングの基本・やり方を学びた
い。
・カウンセリングを勉強中なので、傾聴や
共感する力を高めたい。

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101616

17101620

17101621

2017
12/16・17

9:30～17:00

後期2級キャリアコン
サルティング技能検
定試験対策講座≪論
述実習≫ (休日一日)

この講座では次のポイントを学びます。(1)逐語問題から相談者が訴える主要な問題・課題を
読み取ること、(2）相談者の問題・課題を把握すること、(3)相談者の訴える問題やキャリアコン
サルタントとしての問題把握を踏まえて、目標設定や方策・提案・実行を具体的に柔軟に考え
出すこと等。11月19日開催と同内容。

【発達障害者のため
の就労支援】

就労における発達障害者の課題と、無理なく安定した就労へ向けた支援の方法・職場定着へ
のサポートについて学びます。

■会場：生産性本部ビル（渋谷駅徒歩8
分）
■講師：石川　千恵美
 （就労移行支援事業所　ライフ＆ワーク）

25

http://www.js-
career.jp/care

er-cross/

（公財）
日本生産性本部

17101618

http://www.jav
ada.or.jp/care
er/change/ins
tructor.html

2017/12/16

2017/12/19

202018/
1/25・1/26

受付中

キャリア・シフトチェン
ジのためのワーク
ショップ　インストラク
ター養成研修

シニアになっても活き活き働き続けるために必要な能力（プラットフォーム能力）を理解するた
めの社内研修を実施するインストラクターを養成するための研修です。
講師：泉田　洋一 氏

２日間の研修です。
対象者（受講資格）は、企業の人事・人材
開発担当者、人材開発分野の研修講師
経験があること等です。

中央職業能力開発
協会

17101629

17101617

2017/12/4 【CCA】花田光世先生
特別セミナー『働き方
改革が求めるキャリ
ア自律：自己啓発を
乗り越え、個人の成
長と組織への貢献を
つなぐキャリアコンサ
ルタントの役割』

職業能力開発促進法の改正と働き方改革、そして新たに全貌が見え始めてきたセルフ・キャリ
アドックは従来のキャリアコンサルタントの役割を大きく変える可能性を提起しています。私た
ちキャリアコンサルタントがこれから構築していく新しい支援の方向性を明示し、具体的な活動
を提起し、これからのキャリアコンサルタントの支援の姿を考えます。

平日夜2時間の講座、今すぐご自身で活
用いただけるような内容です。ぜひご受
講をお待ちしております。

キャリアカウンセリ
ング協会

300

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/special.html

http://www.ns
gk.co.jp/sv/ko
uza/fo/basic/i
ndex.html

株式会社 日本・精
神技術研究所

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SC02.
html

日本キャリア開発
協会

http://www.tfc
c.jp/design

後期2級キャリアコン
サルティング技能検
定試験対策講座≪面
接実習ロールプレイ
≫ (平日夜間)

直前に迫った2級キャリアコンサルティング技能検定 面接試験の ロールプレイの練習を行い、
2級キャリアコンサルティング技能士の指導員からフィードバックを受けるコースです。面接試
験の5つのケースから、キャリアコンサルタント役として自分が練習し たいケースを1つ選んで 
頂きロールプレイを行います。

講師は、協会会員講師及び2級キャリア
コンサルティング技能士。対象者は国家
資格2級キャリアコンサルティング技能検
定試験を受検予定の方としています。

12

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-291

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101623

2017/12/20

後期2級キャリアコン
サルティング技能検
定試験対策講座≪面
接実習ロールプレイ
≫ (平日夜間)

直前に迫った2級キャリアコンサルティング技能検定 面接試験の ロールプレイの練習を行い、
2級キャリアコンサルティング技能士の指導員からフィードバックを受けるコースです。面接試
験の5つのケースから、キャリアコンサルタント役として自分が練習し たいケースを1つ選んで 
頂きロールプレイを行います。

講師は、協会会員講師及び2級キャリア
コンサルティング技能士。対象者は国家
資格2級キャリアコンサルティング技能検
定試験を受検予定の方としています。

12

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-292

2017/12/21

17101625

後期2級キャリアコン
サルティング技能検
定試験対策講座≪面
接実習ロールプレイ
≫ (平日夜間)

直前に迫った2級キャリアコンサルティング技能検定 面接試験の ロールプレイの練習を行い、
2級キャリアコンサルティング技能士の指導員からフィードバックを受けるコースです。面接試
験の5つのケースから、キャリアコンサルタント役として自分が練習し たいケースを1つ選んで 
頂きロールプレイを行います。

講師は、協会会員講師及び2級キャリア
コンサルティング技能士。対象者は国家
資格2級キャリアコンサルティング技能検
定試験を受検予定の方としています。

12

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-293

講師は、協会会員講師及び2級キャリア
コンサルティング技能士。対象者は国家
資格2級キャリアコンサルティング技能検
定試験を受検予定の方としています。

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-251

17101624

2017/12/23

後期2級キャリアコン
サルティング技能検
定試験対策講座≪面
接実習ロールプレイ
≫ (休日一日)

直前に迫った2級キャリアコンサルティング技能検定 面接試験の ロールプレイの練習を行い、
2級キャリアコンサルティング技能士の指導員からフィードバックを受けるコースです。一日で、
5ケースに触れることができますが、実際の試験同様、どのケースを 担当するかは選ぶことは
できません。

講師は、協会会員講師及び2級キャリア
コンサルティング技能士。対象者は国家
資格2級キャリアコンサルティング技能検
定試験を受検予定の方としています。

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-271

2018/1/6

「1級キャリアコンサル
ティング技能士」に
チャレンジ講座

この講座では、1級の「指導レベル」と2級の「熟練レベル」の違いを理解し、1級の指導レベル
に求められる姿勢やスキルを学びます。また、グループワークを通じケース検討を行い、相談
に来るキャリアコンサルタントに対しての具体的な支援方法を学んでいきます。

1級キャリアコンサルティング技能検定試
験にチャレンジする際のポイントを学ぶ講
座です。
 （試験対策講座ではありません。）

36

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-101

2017/12/24

後期2級キャリアコン
サルティング技能検
定試験対策講座≪面
接試験　ケース（事
例）検討≫

例年 2級キャリアコンサルティング技能検定の面接試験では、試験でのロールプレイのケース
が事前に試験機関より受検者へ通知されます。そのケース(5ケース)を検討し、より多くの方の
意見や捉え方に触れることで、ケースへの理解を深め、様々な相談者への対応力を広げ、相
談者への対応力の向上を図ります。

17101619

(株)テクノファ

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101626

17101627

　

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101622

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

13：00-17：
00

24

資格を取得してキャリアコンサルタントになろうとしたとき、最初に感じるのは実務経験の壁で
す。しかし、誰でも最初から経験はないものです。このセミナーでは、そこを突破するために必
要な知識・情報満載のワークショップ形式で楽しく進めていきます。

講師は、各分野（企業・教育・公的支援・
人材業界）でキャリアコンサルタントの実
務経験を２０年以上つんだ、実践者によ
るノウハウ満載の公開セミナーを開催し
ています。

キャリアコンサルタン
トのキャリアデザイン
実践コース
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東京 金 9:00-16:30 自 18,880 円

飯田橋 協 23,600 円

他 23,600 円
03-6758-2895

東京 土 10:00-17:00 2017/9/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

東京 金 9:30-16:30 自 7,600 円

飯田橋 協 9,500 円

他 9,500 円
03-6758-2895

東京 土・日 10:00-17:00 2017/10/2 自 20,300 円

23区内

他 24,360 円
03-6434-9130

東京 日 10:00-17:30 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

東　海
愛知 金 9:30-16:30 自 7,600 円

名古屋 協 9,500 円

他 9,500 円
03-6758-2895

関　西
京都 土・日 10:00-18:00 2017/9/5 自 14,040 円

あり

京都市 協 16,200 円

他 16,200 円
06-6809-1225

大阪 2017/11/1 水 19:00-21:30 2017/9/5 自 5,400 円
あり

大阪市 協 6,480 円

他 6,480 円
06-6809-1225

京都 2017/11/3 金 14:30-17:00 2017/9/5 自 5,400 円
あり

京都市 協 6,480 円

他 6,480 円
06-6809-1225

大阪 金・祝 10:30-17:30 2017/9/17 自 15,120 円

大阪市 協 16,200 円

他 16,200 円
06-6809-1225

大阪 土 10:00-17:00 2017/9/5 自 9,720 円

大阪市 協 10,800 円

他 10,800 円
06-6809-1225

大阪 土 10:00-17:00 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

大阪 木・祝 14:00-17:00 2017/9/5 自 5,400 円

大阪市 協 6,480 円

他 6,480 円
06-6809-1225

大阪 土 10:00-17:00 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

大阪 自 36,000 円

四ツ
橋駅

協 36,000 円

他 36,000 円
03-3234-2965

大阪 2017/12/23
・24

土・祝　
日

10:00～17:00 受付中 30～
40

協 45,000 円

新大阪 他 60,000 円

03-5402-5588

17101639

17101640

17101641

17101648

2017/
10/28・11/5

2級キャリアコンサル
ティング技能検定実
技〔論述・面接〕対策
講座

2級キャリアコンサルティング技能検定の受検を目指されている方対象の実技（論述・面接）対
策講座です。合格者のデモンストレーションも取り入れた、試験における「評価区分」の観点を
深く理解することを目指します。講師との充実した質疑応答も人気の理由です。

2回開催の講座と内容は同じです。学科
対策講座を別途開講いたします。必要に
より是非ご受講下さい。

20

https://www.kscc.or
.jp/?page_id=7726

公益財団法人関西
カウンセリングセン
ター

２級キャリアコンサル
ティング技能検定（学
科）対策講座

2級キャリアコンサルティング技能検定の受検を目指されている方対象の学科対策講座です。
「2級試験科目及びその範囲並びにその細目」をしっかりと読み解きながら、前回の試験問題
を中心に振り返ります。講師が独自編集した『過去問集』で隙の無い対策を。

11/3開催の講座と内容は同じです。実技
対策総合〔論述・面接〕講座を別途開講
いたします。必要により是非ご受講下さ
い。

20

https://www.kscc.or
.jp/?page_id=7727

公益財団法人関西
カウンセリングセン
ター

２級キャリアコンサル
ティング技能検定（学
科）対策講座

2級キャリアコンサルティング技能検定の受検を目指されている方対象の学科対策講座です。
「2級試験科目及びその範囲並びにその細目」をしっかりと読み解きながら、前回の試験問題
を中心に振り返ります。講師が独自編集した『過去問集』で隙の無い対策を。

11/1開催の講座と内容は同じです。実技
対策総合〔論述・面接〕講座を別途開講
いたします。必要により是非ご受講下さ
い。開催地にご注意ください。

20

https://www.kscc.or
.jp/?page_id=7727

公益財団法人関西
カウンセリングセン
ター

2017/11/3

1級キャリアコンサル
ティング技能検定対
策講座

指導者レベルで求められる検定範囲・細目を理解し、1級キャリアコンサルティング技能士検定
対策として、学科試験における学習の進め方、実技・論述試験における設問の趣旨理解と説
き方について学びます。
さらに、実技・面接対策試験として、短時間で要点を押さえた効果的な指導のポイントとその訓
練を実施します。
1級キャリアコンサルティング技能士検定試験対策が、熟練レベルのキャリアコンサルタントに
とって、実際の指導実務能力の向上に活きることを実感していただきたいと考えています。

人気講座のため、お申し込みをご希望の
方はなるべく早くお申込みください。

50

https://www.k
scc.or.jp/?pag
e_id=7750

公益財団法人関西
カウンセリングセン
ター

あり 17101642

2017/11/11

「キャリアカウンセリン
グの進め方」 ー事例
研究とロールプレイに
よる実践ー

法政大学から宮城まり子先生にお越しいただきます。具体的なキャリアカウンセリングの事例
を取り上げ、キャリアカウンセリングの進め方、見立てについて事例を検討し、その後、その事
例のロールプレイを実践し、キャリアカウンセリングのスキルを磨きます。学生、女性、メンタル
などいろいろな事例を取り上げ研究します。

人気講座のため、お申し込みをご希望の
方はなるべく早くお申込みください。

80

https://www.k
scc.or.jp/?pag
e_id=7732

公益財団法人関西
カウンセリングセン
ター

あり 17101643

2017/11/23

本当に必要とされる
キャリアコンサルタン
トになるために

法政大学キャリアデザイン学部教授　桐村　晋次先生（現在、厚生労働省キャリアコンサルタ
ント登録制度等に関する検討会座長）に、はじめてご出講いただき、これからの時代に求めら
れるキャリアコンサルタントになるために必要なことをご伝授いただきます！

人気講座のため、お申し込みをご希望の
方はなるべく早くお申込みください。

30

https://www.k
scc.or.jp/?pag
e_id=7735

公益財団法人関西
カウンセリングセン
ター

あり 17101645

2017/11/11

ST01 スキルアップ研
修
心の発達とキャリアカ
ウンセリング

発達理論の核となる乳児期から青年期までの基本的な事項・視点を学ぶと同時に、事例検討
やワークを通じて発達理論を学んでいきます。1日を通して、人が一生涯成長を続ける存在で
あることを体験し、発達理論をキャリアカウンセリングに活かす視点を養っていきます。

キャリアカウンセリングでの支援の視点を
広げたい方、発達理論をキャリアカウン
セリングに活かしたい方に、お薦めです。

24

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_ST01.
html

日本キャリア開発
協会

17101644

2017/12/16

ST02 スキルアップ研
修　
サビカスの理論

サビカスの理論を解説します。キャリア構築理論の概要の理解とともにサビカス独自の「キャリ
アストーリーインタビュー」を参加者自らがクライエント役、カウンセラー役となって体得していた
だきます。また、同インタビューのコンテンツである「早期回想」については、ケース等利用して
理解し、サビカスの理論的背景となっているアドラーの考え方も紹介します。※事前学習あり

サビカスの理論を深めて勉強したい方、
ナラティブキャリアカウンセリングに興味
があり、そのプロセスを自らが体験したい
方、自分のキャリアを振り返りたい方 に、
お薦めです。

24

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_ST02.
html

日本キャリア開発
協会

17101646

株式会社日本・精
神技術研究所

17101647

2018/2/3
SY01 スキルアップ研
修　
若者（10代後半～30
代）支援実践編 ケー
ス検討～現場事例と
現場データから深く学
ぶ～

 「若者ってどんなところで職業的自立に悩むのか？」「その悩みへのアプローチ方法があるの
か？」１０代、２０代、３０代の若年無業者支援に長年かかわる現場スタッフと一緒に学びます。 
支援方針検討会で若年無業者に対する支援方針を考える中で若者への理解を深めていただ
きます。 若年無業者支援の現場で相談の多いケース事例とその実践的な対応の方法につい
ても講義いたします。

若者支援を目指す方、カウンセリング経
験があり、若者支援の分野で更にスキル
アップをしたい方 に、お薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SY01.
html

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SU01.
html

日本キャリア開発
協会

17101634

日本キャリア開発
協会

17101637

23

http://www.ns
gk.co.jp/sv/ko
uza/at/basic/i
ndex.html

2018/2/18

SU01 スキルアップ研
修　メンタルヘルスの
問題を抱えるクライエ
ントへの対応

 「クライエントの理解の仕方、接し方」「医師などの専門家にかかっているクライエントへの対
応上の注意点」「諸専門家へのリファーにあたっての留意点」、「自分自身の力量とクライエント
への対応可能な領域の見極め」など、実践で使えるノウハウを習得する。また、実際の事例に
ついて検討を行うことによって、処遇の実際について学ぶ。

キャリアカウンセリングに従事している
方、
メンタルヘルスの問題を抱えたクライエン
トへの対応でお困りの方、これからキャリ
アカウンセリングを始める方にお薦めで
す。

2017
12/16・17

1日目：10:00
～18:00／2
日目： 10：00
～17：30

受付中

【大阪開催】アサー
ション・トレーニング　
ベーシックコース

キャリアコンサルティングを行っているときに、相手のことがよくわからず、なんと声をかけてよ
いかわからないときはありませんか。アサーション・トレーニングとは、自分も相手も大切にした
自己表現をするにはどうしたらよいかを考え、身につけていくトレーニングです。対人援助職と
してのコミュニケーションに関する重要なスキルを学べます。製作、監修は日精研及び平木典
子先生。アサーションでの学びを、キャリアコンサルタントとしての日々の面接、ファシリテー
ションスキルアップにご活用ください。
会場：　四ツ橋・本館　地下鉄四つ橋線・四ツ橋駅4番出口徒歩0分 / 御堂筋線・心斎橋駅2番
出口徒歩3分

 こんな方におすすめします
・苦手な人とコミュニケーションを取れるよ
うになりたい方
・もっと楽な対人関係を築きたいとお考え
の方
・言えない、言い過ぎる自分を変えたい
・自分の自己表現に苦労されている方
・自分らしい生き方を模索している方

（土・
日）

http://www.jav
ada.or.jp/jigyo
u/jinzai/cads_
cadi.html

2017/11/10 受付中

キャリア形成支援
ツール
「CADS&CADI」を使っ
た従業員のキャリア
形成支援セミナー

企業が人材育成を行う意味や社会労働環境について理解するとともに、キャリア形成支援
ツール「ＣＡＤＳ＆ＣＡＤＩ」を効果的に使ったキャリア面談やキャリア研修の体験を行います。
講師：安部　博枝 氏

中央職業能力開発
協会

17101638今年度唯一の名古屋開催です。

30

30

http://www.jav
ada.or.jp/jigyo
u/jinzai/cads_
cadi.html

20

http://www.jav
ada.or.jp/care
er/change/wo
rkshop.html

2018/2/9 受付中

キャリア形成支援
ツール
「CADS&CADI」を使っ
た従業員のキャリア
形成支援セミナー

企業が人材育成を行う意味や社会労働環境について理解するとともに、キャリア形成支援
ツール「ＣＡＤＳ＆ＣＡＤＩ」を効果的に使ったキャリア面談やキャリア研修の体験を行います。
講師：安部　博枝 氏

中央職業能力開発
協会

17101633

中央職業能力開発
協会

17101635

2018/2/2 受付中

キャリア・シフトチェン
ジのためのワーク
ショップ

シニアになっても活き活き働き続けるために必要な能力（プラットフォーム能力）を理解するた
めの研修です。
本研修を社内で実施するインストラクターを養成している中央職業能力開発協会が直接研修
を実施します。
講師：泉田　洋一 氏

40代以降のビジネスパーソンならどなた
でも受講できますが、特に、以下の方に
お勧めしております。
・再雇用制度を利用して社内及びグルー
プ企業等で働き続けることを希望される
方
・自社の研修を企画される人事・総務ご
担当者

2018 /
2/17～2/18

ナラティブアプローチ
による仕事と人生の
物語の再生

「失業のキャリアカウンセリング」の筆者である廣川進先生をお迎えし、キャリアカウンセリング
における「ナラティブアプローチ」について学ぶ講座です。マーク・Ｌ・サビカスの提唱するキャリ
ア構築理論の中でも、ナラティブアプローチの重要性が示されており、キャリアカウンセリング
にかかわる方は必須の講座です。

1日目：ナラティブアプローチの転機にお
けるキャリア支援などを体験的に学びま
す。
2日目：事例に基づきナラティブアプロー
チの方法や優位性を学びます。

20

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-511

一般社団法人　日
本産業カウンセ
ラー協会　東京支
部　キャリア関連講
座部

17101636

宮城まり子先生によ
る「キャリアコンサル
ティングおけるスー
パービジョン講座」

この講座は、「スーパービジョン（SV）とはどういうものか」を講義を中心に学ぶセッション（1日
目）と、ロールプレイを通して「スーパービジョン（バイザー、バイジー）を模擬体験する」セッショ
ン（2日目）の２日間の講座です。

頭で理解したこと（座学で学んだこと）を、
模擬ではありますが実際に体験（ロール
プレイ）することで、SVについての理解
が、受講前と後で大きく変化することを
狙った講座です。

https://www.c
areer-
cc.org/event/
event000115.h
tml

キャリアコンサル
ティング協議会
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大阪 木 9:00-16:30 自 18,880 円

天満橋 協 23,600 円

他 23,600 円
03-6758-2895

大阪 金 9:30-16:30 自 7,600 円

天満橋 協 9,500 円

他 9,500 円
03-6758-2895

大阪 土 10:00-17:00 2017/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

大阪 日 10:00-17:00 2017/9/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

大阪 土 10:00-17:00 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

大阪 日 13:30-17:30 2017/6/1 自 10,300 円

協 14,400 円

他 14,400 円
03-6661-6222

九　州
福岡 土 10:00-17:00 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円
03-6661-6222

福岡 日 13:30-17:30 2017/6/1 自 10,300 円

協 14,400 円

他 14,400 円
03-6661-6222

全　国
全地域 141分 受付中

（動画）

03-3234-2965

全地域 117分 受付中

（動画）

03-3234-2965

全地域 156分 受付中

（動画）

03-3234-2965

全地域 89分 受付中

（動画）

03-3234-2965

全地域 190分 受付中

（動画）

03-3234-2965

全地域 346分 受付中

（動画）

03-3234-2965

全地域 256分 受付中

（動画）

03-3234-2965

全地域 114分 受付中

（動画）

03-3234-2965

https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

17101659

2018/1/20

SG01 スキルアップ研
修　面接官基礎訓練

人事採用の経験の浅い方や面接未経験者を対象に、「面接の基礎知識」から「実際の面接が
できるスキル」の向上を行います。学生さんへの面接トレーニングが的確にできるスキルの習
得を目指します。

面接未経験者、学生支援を目指している
方にお薦めです。

24

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SG01.
html

日本キャリア開発
協会

日本キャリア開発
協会

中央職業能力開発
協会

17101653

17101651

2018/1/28

ST03 スキルアップ研
修　
キャリアコンサルタン
トのためのアドラー心
理学

現在、「アドラー心理学」は、医療や教育、ビジネスやキャリア等、様々な分野において注目さ
れています。それは、理論よりも実践に重点を置き、単なる勉強の世界のものではなく、実生
活にとても役立つものであると考えます。今回は、日本に数人だけの「アドラー心理学大学院・
修士号取得者」である梶野先生をお招きし、アドラー心理学の基本を学びます。

アドラー心理学に興味がある方、アドラー
心理学の考え方を、キャリア支援の現場
で活かしたい方に、お薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_ST03.
html

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SG02.
html

17101652

2017/2/10

SG03 スキルアップ研
修　エントリーシート
作成・指導

本講座では、まず就職活動プロセスの解説からエントリーシートの使われ方、採用側の視点を
紹介します。さらにエントリーシートでよくある質問とその意図を解説することでエントリーシート
に関する理解を深め、就職活動を支援する上でのポイントを実践的に習得していただくことを
目的としています。

学生支援を目指す方、経験の浅い方、基
本に戻って学びたい方に、お薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SG03.
html

日本キャリア開発
協会

17101654

2018/2/11

学生支援を目指す方、経験の浅い方、基
本に戻って学びたい方 に、お薦めです。

日本キャリア開発
協会SG02 スキルアップ研

修　グループディス
カッション指導・実践

学生へのグループディスカッション対策セミナーや運営の、基本的な指導力の習得を目指しま
す。グループディスカッションが採用試験で取り入れられている背景や、企業側が何を見て選
考したいと思っているのかを理解したうえで、学生へのフィードバックのコツも身につけられる
ようロールプレイも行います。

2018/1/20

SG03 スキルアップ研
修　エントリーシート
作成・指導

本講座では、まず就職活動プロセスの解説からエントリーシートの使われ方、採用側の視点を
紹介します。さらにエントリーシートでよくある質問とその意図を解説することでエントリーシート
に関する理解を深め、就職活動を支援する上でのポイントを実践的に習得していただくことを
目的としています。

学生支援を目指す方、経験の浅い方、基
本に戻って学びたい方に、お薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SG03.
html

日本キャリア開発
協会

17101655

2018/1/21

SG02 スキルアップ研
修　グループディス
カッション指導・実践

学生へのグループディスカッション対策セミナーや運営の、基本的な指導力の習得を目指しま
す。グループディスカッションが採用試験で取り入れられている背景や、企業側が何を見て選
考したいと思っているのかを理解したうえで、学生へのフィードバックのコツも身につけられる
ようロールプレイも行います。

学生支援を目指す方、経験の浅い方、基
本に戻って学びたい方 に、お薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SG02.
html

日本キャリア開発
協会

17101656

180日間視聴
可能

【Web講座】
日精研クラウド学院
「カウンセリングとは
何か」

カウンセリングとは何か、どのような心理支援なのか。癒しからライフキャリア開発までの心理
的支援の幅と深み、カウンセリングと他の専門職（心理療法、キャリアコンサルタント等）の支
援との違い、21世紀のカウンセリング、カウンセラーに必須の4つの訓練などを、第一人者の平
木先生が事例を交え丁寧に解説します。

カウンセラーに必須な訓練が何か、また
なぜ必要なのかがわかります。
担当講師：平木典子先生

自
協
他

3000+K
32:O34

円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

17101657

180日間視聴
可能

【Web講座】
日精研クラウド学院
「社会構成主義とア
サーション」

今世紀に入り俄かに脚光を浴びて来た社会構成主義がアサーショントレーニングとどう関連し
ているのか。この講座はアサーションの開発者の平木先生が、社会構成主義の考え方を分か
りやすく説く一方、アサーションの考え方とどのように深く関連しているか明らかにしようと試み
たものである。

アサーションの考え方の理解を深めたい
方、とりわけアサーションを伝える立場の
人にはぜひお勧めいたします。
担当講師：平木典子先生

円
自
協
他

5,000 17101658

180日間視聴
可能

【Web講座】
日精研クラウド学院
「ＰＣＡＧＩＰ法とは何
か」

PCAGIP法とは、対人援助職者の中で注目されている新しい事例検討法。PCAの考え方を
ベースに、「批判しない」「メモをとらない」ルールのもと、守られた空間でグループの相互作用
から問題解決に役立つヒントを生み出し、事例提供者の心理的成長を目指します。講座では
開発の経緯や概要、手順を事例とともにわかりやすくお伝えします。

対人援助職者として大事な「あり方」を体
感できることでしょう。
担当講師：村山正治先生

自
協
他

3,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

180日間視聴
可能

【Web講座】
日精研クラウド学院
「うつ病（気分障害）
の知識と対応法」

メンタルヘルス不全の代表である、うつ病の理解と対応について学びます。
典型的なうつ病と、昨今増えたといわれる最近のうつ病がどのように違うのか、またどのような
対応が必要かを学び、実践に活かすことを目指します。講師は医療・心理ともに豊富な臨床経
験をもつ尾久先生。産業医の経験、職場における支援の経験も豊富です。

うつ病のアセスメントに非常に役立つ内
容となっています。
担当講師：尾久裕紀先生

自
協
他

3,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

17101660

180日間視聴
可能

 【Web講座】
日精研クラウド学院
「事例検討　～キャリ
ア開発のための心理
学～」

事例の検討を中心に、成人が働くこと、キャリアを発達させること、そして生涯発達することに
焦点を当てながら、実際の面接場面で見立てを行ったり、仮説を立てる際の視点の持ち方を訓
練します。
葛藤状況におかれたクライエントの状況をどのように理解するか、カウンセラーとしてどのよう
な関わり方ができるのかを多面的に考えることで、 様々な理論やアプローチを概観するととも
に、その関係を統合的にとらえる視点を学んでいきます。
キャリアの理論を単なる理論ではなく、実践につなげていきたい方におすすめです。

キャリア・カウンセリングの事例検討の映
像教材は大変珍しいのではないでしょう
か。キャリアの諸理論と実践を結ぶのに
最適な内容となっています。

担当講師：岡田 昌毅

自
協
他

12,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

17101661

180日間視聴
可能

 【Web講座】
日精研クラウド学院
「ナラティヴ・セラピー
入門 」

本講座では、ナラティヴ・セラピーを支える基本的な概念やその方法をできるだけ専門用語を
使うことなく説明します。そのうえで、カウンセリングのデモンストレーションを通じてナラティヴ・
セラピーのイメージをつかんでもらい、より具体的に理解することができます。「面接映像」で
は、どのような意図でカウンセラー、クライアントがその発言をしたのか、そのときどのようなこ
とを考えていたのかを映像にあわせてコメントを挿入しています。映像を一時停止しながら、両
者のコメントにご注目ください。カウンセラーとクライアントの心境を確認しながら、面談を理解
することによって、別の角度から理解することができます。

ナラティヴ・セラピー発祥の地ニュージー
ランド。そのワイカト大学カウンセリング大
学院を修了した講師から学ぶ貴重な講座
となります。国重先生の実際の面談も収
録。その態度や姿勢にもご注目ください。

担当講師：国重　浩一

自
協
他

12,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

17101662

180日間視聴
可能

 【Web講座】
日精研クラウド学院
「ナラティヴ・セラピー
の会話法（思想的背
景、外在化、そして訓
練） 」

前作「ナラティヴ・セラピー入門」では、基本的な概念やその方法を講義形式で伝えた後に、カ
ウンセリングのデモンストレーションを見せることによって、ナラティヴ・セラピーのイメージをつ
かんでいただきました。今回の講座では、次のステップとして、ナラティヴ・セラピーの技術を向
上させるための「外在化する会話法のワーク」と「質問術を磨くワーク」をご紹介します。理解を
より豊かなものとするために、セッションのあとで、その場を観察していたカウンセラーのグルー
プ、クライアント、カウンセラーが振り返りをする場面も収録しています。他のカウンセラーがカ
ウンセリングセッションをどのように理解したのか、クライアントがセッションを振り返って何を感
じたのか、また、カウンセラーは何を意図していたのかについてみることによって、より多面的
な理解を提供してくれるでしょう。

ナラティヴ・セラピーの概念、方法、技術
をみにつけることはキャリアコンサルティ
ングを行ううえで大変有益で実践的な学
びとなることが期待できます。本作は「ナ
ラティヴ・セラピー入門」のあとに学ぶこと
をおすすめします。

担当講師：国重　浩一

自
協
他

12,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

17101663

180日間視聴
可能  【Web講座】

日精研クラウド学院
「関係をつなぐコミュ
ニケーション　～ア
サーションを知ろう～ 
」

アサーションの第一人者である平木先生がアサーション〈自己表現〉トレーニングを日精研とと
もに開始したのが1982年。
数回の改良や変更を経て現在のトレーニングの形態ができました。数十年の間に、参加者の
年齢も背景も多様になり、子ども、父母、学生、教師、看護師、カウンセラーをはじめ、近年で
は企業にも導入されています。
この講座では、平木先生がアサーションとどのように出会い、歩んできたのか。
その時々の時代背景によって平木先生がアサーションで大事にしてきたこと、そして今思うこと
をお伝えします。

アサーションを他の人々に伝える立場の
方に向けたお話、キャリアコンサルタント
になぜアサーションが必要なのかといっ
た お話もあるので、将来トレーニングを
やりたい方、キャリアコンサルタントの方
にもおすすめです。

担当講師:平木　典子

自
協
他

3,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

17101664

2018/1/19 受付中

キャリア形成支援
ツール
「CADS&CADI」を使っ
た従業員のキャリア
形成支援セミナー

企業が人材育成を行う意味や社会労働環境について理解するとともに、キャリア形成支援
ツール「ＣＡＤＳ＆ＣＡＤＩ」を効果的に使ったキャリア面談やキャリア研修の体験を行います。
講師：泉田　洋一 氏

30

http://www.jav
ada.or.jp/jigyo
u/jinzai/cads_
cadi.html

中央職業能力開発
協会

17101650

20

http://www.jav
ada.or.jp/care
er/change/wo
rkshop.html

2018/1/18 受付中

キャリア・シフトチェン
ジのためのワーク
ショップ

シニアになっても活き活き働き続けるために必要な能力（プラットフォーム能力）を理解するた
めの研修です。
本研修を社内で実施するインストラクターを養成している中央職業能力開発協会が直接研修
を実施します。
講師：泉田　洋一 氏

40代以降のビジネスパーソンならどなた
でも受講できますが、特に、以下の方に
お勧めしております。
・再雇用制度を利用して社内及びグルー
プ企業等で働き続けることを希望される
方
・自社の研修を企画される人事・総務ご
担当者

17101649
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全地域 ２．５時間

（動画） 協 3,240 円

03-5402-5588

全地域 ３時間

（動画） 協 4,320 円

03-5402-5588

全地域 １．５時間

（動画） 協 3,240 円

03-5402-5588

全地域 ５時間

（動画） 協 12,960 円

03-5402-5588

全地域 ２．５時間

（動画） 協 6,480 円

03-5402-5588

全地域 ２時間

（動画） 協 6,480 円

03-5402-5588

全地域 ２．５時間

（動画） 協 3,240 円

03-5402-5588

17101665

担当講師
宮城まり子先生

担当講師
高橋浩先生

キャリアコンサル
ティング協議会

https://career-
cc.emanabu.jp/

https://career-
cc.emanabu.jp/

17101670

17101666

キャリアコンサル
ティング協議会

17101667

キャリアコンサル
ティング協議会

17101669

キャリアコンサル
ティング協議会

https://career-
cc.emanabu.jp/

https://career-
cc.emanabu.jp/

https://career-
cc.emanabu.jp/

キャリアコンサル
ティング協議会

キャリアコンサル
ティング協議会

<e-Program>
労働法・社会保障制
度の実務知識＜社会
保障制度編＞

担当講師
山田省三先生

担当講師
田中春秋先生

この講座は、高齢化社会から高齢社会という社会保障制度を取り巻く状況を理解していただ
き、キャリア・コンサルティングの現場で求められる最近の社会保障制度のポイントをおさえて
日々の活動の中に活かしていただくことを目的としています。
１．社会を取り巻く状況　２．社会保障制度　３．社会手当　４．社会保険

田中春秋先生解説の「国家検定2級キャリア・コンサルティング技能検定<第二版>に掲載さ
れ、協議会主催講座の中で使われている『キャリアコンサルティングにおけるフレーム』を、さら
に深く理解していただくために、e-Program CC Studyとして開講いたしました。後半に『國分康
孝のロールプレイングに学ぶ実践キャリア・コンサルティング』の一部を収録し、國分先生の
ロールプレイからどのように問題把握の手がかりを学んだらよいのかについて田中先生がアド
バイスをしています。

この講座では、キャリア・コンサルティングの知識として欠かせない労働法の中から１０のポイ
ントについて法律の専門家の視点から判例を織り込みながら解説しています。
１．採用内定　２．有期労働契約　３． 就業規則　４．障がい者雇用　５．安全配慮義務　６． 解
雇　７． 期間の定めのある労働契約の更新拒否（雇止め）　８．賃金　９．労働時間　１０． 年次
有給休暇

https://career-
cc.emanabu.jp/

担当講師
文川実先生

60日間視聴
可能

https://career-
cc.emanabu.jp/

【カウンセリング、ガイダンス、コンサルティングの一体化を目指して】
キャリア・カウンセリングを学ぶ多くの人に読まれてきた木村周著『キャリア・コンサルティング
理論と実際』の３訂版を10回に分けてキャリア・コンサルティング協議会特任講師がさらにわか
りやすく解説しながら読み進めます。
＜第１回＞キャリアに関する諸概念の整理、 キャリア・ガイダンスの諸理論（ジラット他）

受付中

<e-Program>
キャリア・コンサルティ
ング理論と実際（3訂
版）①～⑩

担当講師
山田省三先生

60日間視聴
可能

17101671

キャリアコンサル
ティング協議会

17101668

受付中

受付中

担当講師
文川実先生

90日間視聴
可能

受付中

90日間視聴
可能 ビッグ３と言われる精神分析、クライエント中心療法、行動療法の３大心理療法をはじめとし

て、キャリア・コンサルティングの方に是非おさていただきたいカウンセイリングの主要な１２の
理論のうち、Part１.２で以下12の理論の概要をお伝えいたします
【Part１】１．精神分析　２．クラエント中心療法　３．行動療法　４．論理療法　５．認知療法、認
知行動療法　【Part２】１．特定因子理論　２．発達理論　３．交流分析　４．ゲシュタルト療法　
５．家族療法　６．ナラティブ・アプローチ

受付中

180日間視聴
可能

受付中 いきなりではなかなか参加する機会がないグループでの事例検討の勉強会の様子を、逐語の
読み合わせから概念化、事例の分析、全体の振り返りまで、一連の映像にしました。映像内で
使用している資料がダウンロードできるようになっていますので、それらを用いてご自身もその
グループに参加しているような疑似体験をしながら学習することができます。以下のようなキャ
リアコンサルタントの方に特におススメです。まずは５分の紹介動画をご覧ください。

・逐語記録の検討方法や検討の視点を学びたい
・指導者を目指す方でグループでの勉強の進め方を学びたい

<e-Program>
カウンセリング理論の
解説Part１-2

<e-Program>
困難場面をのりきる
支援者の「あり方」と
は

「クライエントがほとんど反応してくれない」「クライエントが支援者に不満や怒りを向けてきた」
「クライエントが泣き崩れてしまい対応に戸惑った」・・ みなさんは相談場面でこのような経験は
ありませんか？                                                                                                               
                 実存的な考え方を基に、支援者自身の「あり方」を事例やワークなどを交えながら
今一度皆さんと一緒に考えます。

60日間視聴
可能

60日間視聴
可能 <e-Program>

キャリアコンサルティ
ングにおけるフレーム
－キャリアコンサル
ティング能力（問題把
握力）をさらに高める
ために－

<e-Program>
労働法・社会保障制
度の実務知識＜労働
法編＞

受付中

<e-Program>
体験！グループスー
パービジョン
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