
継続学習支援サービス　対象講座一覧 更新日 2017/12/1

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 講座概要 講座補足・備考
定
員
*2

申込先
主催団体＆

主催団体Tel番号

技能士

会会員

割引

 CCC
管理 番号

関　東　
東京 （土・

日）
自 36,000 円

九段下
協 36,000 円

他 36,000 円 03-3234-2965

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

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 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 10:00-18:00 2017/10/2 自 11,840 円

代々木
円

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

川崎 土 2017/11/1 自 17,496 円

日 協 19,440 円

他 19,440 円 044-246-0910

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

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 日 10:00-17:30 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

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 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 日 12:30-17:30 2017/6/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

受講料　　　　
　　　*3

日本キャリア開発協
会

17120120

24 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SC0
1.html

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

2018/3/4 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。

日本キャリア開発協
会

17120119

日本キャリア開発協
会

16 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SM0
1.html

17120112

17120115

2018/3/3 SU02 スキルアップ研
修　発達障害を抱える
若者への就労支援

当講座では、発達障害を抱える若者への就労支援について皆様と一緒に考えていきます。まず
は、発達障害とは？というテーマで、概論について学んでいきます。後半は、就労支援の流れを、
ロールプレーやワークを中心に学んでいきます。支援現場での実際の事例を通して、発達障害を
抱える若者への就労支援について理解を深めていきましょう。

若者支援を目指す方、大学、専門学校、ハ
ローワークなど若者の就職相談を受けてい
る方、カウンセリング経験があり、更にスキ
ルアップをしたい方に、お薦めです。

17120108

30 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SU0
2.html

 「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。

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/semina
r/detail/semin
ar_review_SU0
3.html

日本キャリア開発協
会

2018/2/3

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/semina
r/detail/semin
ar_review_ST0
1.html

日本キャリア開発協
会

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～

30 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SY0
1.html

17120111

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。

日本キャリア開発協
会

17120113

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

30

17120117

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

（木・
金）

12/21
・22

https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SC0
1.html

日本キャリア開発協
会

https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SU0
1.html

日本キャリア開発協
会

2018/1/28

2018/1/25・
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（１級キャリアコンサルティング技能士）

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

http://www.ja
vada.or.jp/car
eer/change/in
structor.html

中央職業能力開発
協会

17120110

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（１級キャリアコンサルティング技能士）

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

20

http://www.ja
vada.or.jp/car
eer/change/w
orkshop.html

中央職業能力開発
協会

17120114

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（株式会社アビライト代表取締役）

30

http://www.ja
vada.or.jp/jigy
ou/jinzai/cads
_cadi.html

中央職業能力開発
協会

17120116

2017/12/16 13：00-17：00 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

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。

24

http://www.tf
cc.jp/design

(株)テクノファ

　 17120103

2018/1/20
1/21

10：00-17：00 キャリアコンサルティン
グ国家資格試験 筆記
試験対策（TC31A、
TC31B）

【国家資格】キャリアコンサルタント合格を目指す方へ、筆記試験直前対策の勉強会！
分野別解説と過去の問題研究と、新情報提供
講師は、国家資格１級キャリアコンサルティング技能士　文川 実

2日間で全体を学ぶことができます。1日で
の単独講座申込も可能です。

http://www.tf
cc.jp/tc31a-
tc31b

(株)テクノファ

17120109

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。

20

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

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 17120104

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。

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

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 17120105

2018/1/6 キャリア理論を実践に
役立てる　～事例で学
ぶ～

 新版『キャリアの心理学』を使って大庭さよ先生がとても分かりやすく解説してくださいます。また、
実際の事例をもとに事例検討をおこない、理論からの見立てや支援の方法を模索します。「そー
か、そういうことだったんだ」と腑に落ちて、理論を自分のものにできます。是非、実践に役立てて
いきましょう。

「実際の相談場面で理論をどう活用すれば
良いのかわからない」、「キャリア理論を
色々学んだが、分かっているようでわから
ない」そんな方におすすめの講座です。

24

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-501

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 17120106

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

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 17120107

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 17120118

2017
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/
index.html

株式会社日本・精神
技術研究所

17120101

2017
12/16・17

9:30～17:00 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。

15

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

株式会社 日本・精
神技術研究所

17120102

 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 日 10:00-17:00 2017/9/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

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 日 9:30-16:30 2017/12/1 自 10,150 円

23区内

他 12,180 円 03-6434-9130

関　西
大阪 （土・

日）
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 協 45,000 円

新大阪 他 60,000 円

03-5402-5588

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

大阪 土 12:30-17:30 2017/6/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 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 10:00-17:00 2017/6/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

大阪 水 10:00-17:00 2017/6/1 自 4,200 円

協 5,900 円

他 5,900 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

日本キャリア開発協
会

日本キャリア開発協
会

17120121

17120122

日本キャリア開発協
会

17120132

日本キャリア開発協
会

「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/semina
r/detail/semin
ar_review_SC0
1.html

2017/3/17 SS05 スキルアップ研
修　NLP

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。

日本キャリア開発協
会

2017/3/11 SY02 スキルアップ研
修　
若者（10代後半～30
代）支援実践編～複数
専門家からノウハウを
学ぶ～

若者支援の現場で活躍する臨床心理士、精神保健福祉士・家族相談士、社会福祉士から若者支
援に求められる重要知識・スキルについてピンポイントで学びます。日々の若者支援の現場が少
ない、ほとんどない方でも、講師が豊富な現場経験をもとに講義を進めますので関心を持って参
加いただける講座です。

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/semina
r/detail/semin
ar_review_SY0
2.html

https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SG0
2.html

日本キャリア開発協
会

17120131

2018/2/24

受付中

30 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_ST0
3.html

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

30 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SG0
3.html

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。

2018/2/11 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

17120124

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。

17120130

2018/3/3 SS02  スキルアップ研
修　キャリア形成に役
立つポジティブ心理学
①

ポジティブ心理学とは「人の最適機能、幸福度・強みに関する科学」。歴史の浅い分野ではある
が、人が幸せになる心の在り方について、教育・ビジネスシーンで大変興味深い研究結果が多々
出ている。応用範囲の広いポジティブ心理学を、キャリア形成・キャリア支援に重点を置き伝えて
いく。

2日間ありますが、1日目のみでも受講可能
です。※先に①を受講後、②を受講してくだ
さい。

20 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SS0
2-3.html

日本キャリア開発協
会

17120133

2018/3/4 SS03 スキルアップ研
修　キャリア形成に役
立つポジティブ心理学
②

ポジティブ心理学とは「人の最適機能、幸福度・強みに関する科学」。歴史の浅い分野ではある
が、人が幸せになる心の在り方について、教育・ビジネスシーンで大変興味深い研究結果が多々
出ている。応用範囲の広いポジティブ心理学を、キャリア形成・キャリア支援に重点を置き伝えて
いく。

2日間ありますが、1日目のみでも受講可能
です。※先に①を受講後、②を受講してくだ
さい。

20 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SS0
2-3.html

17120134

2018/3/21 SC04 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　CDA
の活躍と成長2“モモ”
から学んだ在り方 ～
「顧問CDA」としての職
業の確立 ～

資格を活かして仕事をしたい。活躍している人は、どうやってそこに辿り着いたのか知りたい。・・
そんなことを考えている方は多いのではないでしょうか。
●顧問CDAとして活躍されている黒木陽子氏のキャリアストーリー
今回は、【企業の顧問CDA】として活躍されている【黒木陽子氏】をお招きします。

資格を活かして仕事をしたいと考えている
方、活動するまでのプロセスを具体的に聞
いてみたい方に、お薦めです。

70 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SC0
4.html

日本キャリア開発協
会

17120135

日本キャリア開発協
会

17120137

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

17120136

https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SG0
3.html

日本キャリア開発協
会

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/semina
r/detail/semin
ar_review_SG0
2.html

 日本でポピュラーなコーチングの基となっている「NLP」（神経言語プログラミング）は、欧米で広く
普及している実用的なコミュニケーション心理学である。本講座では、奥の深い「NLP」の中からい
くつかの即効性のあるテクニックを体験により学び、キャリアカウンセリングに応用することを目指
しています。

キャリアカウンセリングに従事している方、
ＮＬＰに興味のある方、日常の面談に新た
な視点を加えたい方にお薦めです

24 https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SS0
5.html

日本キャリア開発協
会

17120128

17120129

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

株式会社日本・精神
技術研究所

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。

https://www.j
-
cda.jp/semina
r/detail/semin
ar_review_SG0
1.html

日本キャリア開発協
会

2018/1/20 24

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（１級キャリアコンサルティング技能士）

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

20

http://www.ja
vada.or.jp/car
eer/change/w
orkshop.html

中央職業能力開発
協会

17120126

2018/1/19 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（１級キャリアコンサルティング技能士）

30

http://www.ja
vada.or.jp/jigy
ou/jinzai/cads
_cadi.html

中央職業能力開発
協会

17120127

2018/3/18 学校におけるキャリア
ガイダンスの企画と
キャリア支援

グループワーク（アクティブラーニング）によるキャリアガイダンスの実践や学校教育における学級
活動、学習指導要領改訂の解説、ホームルーム活動でのキャリア形成支援の具体的な方法につ
いて学ぶ講座です。

午前:2種類のグループワーク、午後:進路学
習企画の講義とワークショッップを通して、
授業づくりの企画を体験することができま
す。

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-651

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 17120123

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

24

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

17120138

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

自
協
他

5,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

17120139

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

17120140

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

17120141

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。

30
～
40

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

17120125
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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

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

17120146

17120151

17120147

キャリアコンサルティ
ング協議会

17120148

担当講師
宮城まり子先生

キャリアコンサルティ
ング協議会

17120150

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

60日間視聴
可能

担当講師
山田省三先生

60日間視聴
可能

<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

担当講師
文川実先生

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

受付中

17120152

キャリアコンサルティ
ング協議会

17120149

受付中

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

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

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＞

<e-Program>
困難場面をのりきる支
援者の「あり方」とは

受付中

<e-Program>
体験！グループスー
パービジョン

「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？
実質的な考え方を基に、支援者自身の「在り方」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。

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/

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

17120142

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・セラピー入
門 」

本講座では、ナラティヴ・セラピ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
ピ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・セラピ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

17120143

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・セラピーの
会話法（思想的背景、
外在化、そして訓練） 」

前作「ナラティヴ・セラピー入門」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・セラピ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・セラピ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・セラピーの概念、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・
セラピー入門」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

17120144

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

17120145
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