
継続学習支援サービス　対象講座一覧 更新日 2018/4/16

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 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

北　海　道
札幌 日 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

関　東　
永田町 通年 19:00-21:00 2018/3/15 自 15,000 円

協 20,000 円

他 20,000 円 03-3511-4041

神奈川 日 9:30-16:30 2018/3/13 自 7,000 円

桜木町
協 9,000 円

他 9,000 円 045-264-9521

東京 日 12:30-17:30 2018/2/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

東京 火 2018/4/2 自 5,400 円

代々木
協 円

他 7,560 円 03-6434-9130

東京 土 2018/3/15 自 3,000 円

代々木
協 円

他 3,000 円 03-6434-9130

東京 土 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 土日
祝

9:30-18:30 受付中 自 464,400 円

茗荷谷
協 円

他 540,000 円 03-3591-3569

神奈川 2018/4/12 自 14,000 円

桜木町
協 18,000 円

他 18,000 円 045-264-9521

東京 日 10:00-16:30 2018/3/15 自 9,310 円

代々木

他 13,030 円 03-6434-9130

東京 水 19:00-21:00 受付中 自 3,080 円

丸の内
協 円

他 6,170 円 03-3591-3569

東京 金 9:30-16:30 2018/4/1 自 63,000 円

日本橋
土 協 70,000 円

他 70,000 円 044-246-0910

東京 自 36,000 円

池袋
協 36,000 円

他 36,000 円 03-3234-2965

神奈川 土 9:30-16:30 2018/4/4 自 7,000 円

桜木町
協 10,000 円

他 10,000 円 045-264-9521

東京 日 10:00-16:30 2018/3/15 自 9,310 円

代々木

他 13,030 円 03-6434-9130

東京 土 13:00-17:00 2018/2/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

東京 土 13:00-17:00 2018/2/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

東京 土 10:00-17:00 2018/3/15 自 10,150 円

23区内

他 14,210 円 03-6434-9130

80
https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/20180519_u
901-2

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 18041606

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/20180520_u
201

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 18041610

25
https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/20180526-
u-202

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 18041615

25

(株)テクノファ24

http://www.tfc
c.jp/senioradvi
ser

18041612

16
https://www.c
areer-
npo.org/learnin
g/lineup/super
visor.html

キャリアカウンセリン
グ協会

18041602

2018/5/19 13:00-17:00
（17:00～
19:00　懇親
会・名刺交換
会　無料）

キャリアコンサルティン
グ情報交換会

キャリアコンサルタント有資格者及びキャリアコンサルタントを目指している方、キャリアに興味のあ
る方たちの交流と学びを促進することを目的に、キャリアコンサルタントとして働いている方たちから
実際の仕事内容等をお話しを頂き、キャリアコンサルタントがどのように自己研鑽していくべきかを考
えていきたいと思います。

(1)各キャリアコンサルタントからの活動内
容説明　
(2)グループ内での情報交換
(3)質疑応答
終了後、懇親会・名刺交換会(無料)

2018/5/15

一般社団法人 日本産
業ジェロントロジー協会
認定　「産業ジェロント
ロジーシニアアドバイ
ザー」養成講座

企業の全従業員が、定年やエイジズム（年齢による差別）に脅かされることなく、 心身・経済ともに健
康で楽しく働き続けることができるようにするためのアドバイザー養成です。スキルと考え方を、ワー
クショップや講義を通じて学びます。(2日目に認定試験あり)企業組織に、全く新しい視点で人事・労
務及び働く社員（シニア・ミドル層を問わず）に、チェンジエージェント（変革の担い手として）として、俯
瞰して提案する能力を持つ専門家です。

受講資格として、国家資格キャリアコンサ
ルタント以上の資格を有するあるいは、産
業ジェロントロジーアドバイザー通信講座を
受講された方に限ります。

2018/5/25
5/26

2018/5/19
（土）～10/7
（日）
全14日間

第９期 【CCA】スーパー
バイザー養成・認定プ
ログラム

筑波大学とキャリアカウンセリング協会が共同研究して作ったプログラムです。
キャリアコンサルタントの質を高め、社会で活躍するためには指導者の力が必須です。今後のス
テージとして指導者（スーパーバイザー）を目指そうとお考えの方は、この養成講座をご受講くださ
い。

キャリアコンサルタントを指導するスーパー
バイザーに必要な教育（１４日間）と、スー
パーバイザー自身の質の確保のための認
定試験で構成されています。
※ご受講に際して条件がございます。詳し
くは当協会HPにてご確認ください。

『キャリア・クロス会』 キャリアコンサルタント資格の取得後に、さらなる質の向上を目指すための集いです。
２ヶ月に1回(年間６回)開催する月例会に無料にてご参加いただけます。
動画も配信しておりますので、当日参加出来なくてもご自宅などで月例会のセミナーを視聴できま
す。又、キャリアコンサルタント更新研修については、技能講習は無料受講、技能講習は優待割引で
受講頂くことが出来ます。
詳細はURL(申込先)をご覧下さい。

■5月月例会
5月30日(木)　『ケースカンファレンス』

■講師：宮城　まり子氏
（キャリア心理学研究所　代表）

10

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

er-cross/

（公財）
日本生産性本部

18041608

2018/5/23 【CCA】渡辺三枝子先
生・田中勝男先生特別
セミナー「キャリアカウ
ンセラーの学び直し」

今般、渡辺三枝子先生監修による「キャリアの心理学」が改定されます。今回のセミナーの前半で
は、キャリア支援者はなぜ理論を学ぶ必要があるのかについても考察を深めていただきます。そして
後半では、執筆者のお一人でもある田中勝男先生から、キャリアカウンセラーの今後の活動につい
ての示唆をいただきます。

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。

300

https://www.career
-
npo.org/learning/lin
eup/special.html

キャリアカウンセリン
グ協会

18041611

2018/5/6 「初めての２級キャリア
コンサルティング技能
士挑戦講座」 試験対
策講座　論述・ケース・
面接対策　1日コース

初めてCC2級技能士に挑戦する方を対象に試験までにどの様な試験準備や対策すれば良いかを1
日かけて学びます。ケース・面接対策、論述試験対策など幅広くカバーします。

24

http://kanaga
wa-
c.jp/publics/in
dex/294/

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

18041603

5/20、6/14・
21、7/11・
18、8/18、
9/5・12

水、
木、
土、
日

平日夜コース　
18:30-21:30
１日コース
9:30-16:30

企業で活躍するキャリ
アコンサルタント！　セ
ルフ・キャリアドック　実
践キャリアコンサルタン
ト育成講座

施行から 2年が経ち、企業が本格的に取り組みだす今、必要な技能と知識を身につける講座です。　
「働き方改革」とキャリアコンサルティングの関係性と、その将来像を理解し、企業が実施する「セル
フ・キャリアドック制度」の内容と現状を学びながら企業領域で活躍するキャリアコンサルタントのある
べき姿を検討します。　実務環境に則した内容の講座を夜間2回、または昼間１日で学びます。

24～
30

http://kanaga
wa-
c.jp/publics/in
dex/294/

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

18041609

2018/5/26 キャリアコンサルタント
としてクライアントを元
気づけ一歩前進する 
「SFAコーチングスキ
ル」速習セミナー

キャリアコンサルタントが今後さらにクライアントの自律的・主体的なキャリア形成支援を求められる
中で、クライアントの抱えている課題から解決志向で「ありたい姿」を描き、前向きな行動化に繋がる
支援スキルを学びます。
講師は株式会社ソリューションフォーカス実践コースで学んだSFコーチングを活かし、社内外におい
てコーチング研修インストラクターを担当するなど現場に即した実用的な解説を行います。

24

http://kanaga
wa-
c.jp/publics/in
dex/294/

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

18041614

2018
5/26・27
6/23・6/24
7/21・7/22

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。)

 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

18041613

（土・
日）

18041617

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/20180623_u
-241

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 18041618

SS06 スキルアップ研
修　メタファー

メタファー(Metaphor)は比喩の一種で、「暗喩・隠喩」と訳されます。「直喩・明喩」とは似ていますが、
直接的に例えないという点が大きく違う点です。本講座では、キャリアカウンセリング場面や集団を対
象にしたワークショップで活用できるメタファー技法について体験的に学んでいただきます。

クライエントを理解することや、気づきを促
すための“引き出し”を増やしたい方、個人
や集団のキャリアカウンセリングおよびキャ
リア開発に携わっている方に、お薦めで
す。

30
https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SS06.
html

日本キャリア開発協
会

18041607

2018/5/26 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
https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SC02.
html

日本キャリア開発協
会

18041616

2018/5/26 前期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。5月20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。

2018/5/20 前期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)

18041604

2018/5/19 ST02 スキルアップ研
修　
サビカスの理論

キャリア構築理論および最新のライフデザインカウンセリングの概要の理解とともにサビカス独自の
「キャリアコンストラクションインタビュー」の進め方をデモンストレーションにて解説します。また参加
者自らがクライエント役、キャリアコンサルタント役となって体得していただきます。インタビュー後の
「ライフポートレート」の作成のガイドラインも学習することができます。※事前学習あり

「キャリアコンストラクションインタビュー」に
興味があり、そのプロセスを自らが体験し
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

18:30-21:30 キャリアコンサルティン
グ技能向上講座<<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)キャリアコンサルタント論述試験の概要と解答のしかた
を理解する。(2)過去問を解くことで実際の試験に備える。(3)解答例の提示と講師からの解説を聞
き、理解度を深める。等

講師は、協会会員講師、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
キャリアコンサルタント試験を受験予定の
方等としています。

25
https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/20180506-
u-051

2018/5/6 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

2018/6/16

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

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。5月26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。

2018/7/29 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

2018/6/23 前期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。

30
https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SU03.
html

25

日本キャリア開発協
会

受講料　　　　　
　　*3

18041601

18041605

 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。 
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https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180519_u901-2
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180519_u901-2
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180519_u901-2
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180519_u901-2
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180519_u901-2
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180520_u201
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180520_u201
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180520_u201
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180520_u201
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180520_u201
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180526-u-202
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180526-u-202
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180526-u-202
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180526-u-202
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180526-u-202
http://www.tfcc.jp/senioradviser
http://www.tfcc.jp/senioradviser
http://www.tfcc.jp/senioradviser
https://www.career-npo.org/learning/lineup/supervisor.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/supervisor.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/supervisor.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/supervisor.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/supervisor.html
http://www.js-career.jp/career-cross/
http://www.js-career.jp/career-cross/
http://www.js-career.jp/career-cross/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://kanagawa-c.jp/publics/index/294/
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/at/basic/index.html
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/at/basic/index.html
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/at/basic/index.html
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/at/basic/index.html
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180623_u-241
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180623_u-241
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180623_u-241
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180623_u-241
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180623_u-241
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SS06.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SS06.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SS06.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SS06.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SS06.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC02.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC02.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC02.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC02.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC02.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_ST02.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_ST02.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_ST02.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_ST02.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_ST02.html
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180506-u-051
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180506-u-051
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180506-u-051
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180506-u-051
https://www.counselor-tokyo.jp/course/20180506-u-051
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC01.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC01.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC01.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC01.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SC01.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SU03.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SU03.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SU03.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SU03.html
https://www.j-cda.jp/seminar/detail/seminar_review_SU03.html


東京 日 10:00-17:30 2018/3/15 自 11,020 円

23区内

他 15,420 円 03-6434-9130

東京 日 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 土 13:00-17:00 2018/2/1 自 10,300 円

協 14,400 円

他 14,400 円 03-6661-6222

東京 日 10:00-17:30 2018/3/15 自 11,020 円

23区内

他 15,420 円 03-6434-9130

東京 日 2018/3/15 自 12,690 円

23区内
協 円

他 17,770 円 03-6434-9130

東京 土 12:30-17:30 2018/2/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

東京 日 10:00-17:30 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 土 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 土 13:30-17:00 2018/2/1 自 4,200 円

協 5,900 円

他 5,900 円 03-6661-6222

神奈川 2018/5/23 自 14,000 円

桜木町
協 18,000 円

他 18,000 円 045-264-9521

永田町 木 19:00-20:00 2018/4/1 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円 03-3511-4041

東京 土 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 土 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 日 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 土 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東　海
名古屋 日 13:00-17:00 2018/2/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

名古屋 日 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

名古屋 土 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

18041622

30
https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/20180701_u
-641

2018/7/1 前期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/20180701_u
-262

2018/7/1 10:00-17:00 <産業カウンセラー必須
>キャリアカウンセリン
グ事例を通して学ぶ問
題解決支援(基礎編)

すでにキャリアコンサルタントの資格を取得した方、これから取得したい方で、これまでキャリア支援
経験の少ない方、キャリア支援のステップアップを目指す方に適した内容です。具体的な事例をグ
ループで検討し、ロールプレイを行っていただきます。真摯な傾聴と問題解決支援スキルを身に着け
ることを目指します。

講師は、臨床心理士、キャリアカウンセラー
として多くのクライエント支援をされている
法政大学の宮城まり子先生です。

18041629

2018/7/26 『企業内におけるキャリ
ア開発支援の展開』

最近の企業内におけるキャリア開発支援の施策・取り組み事例のご紹介します。そこから企業内に
おいて個人と組織が共生する、そして働きがいのある組織にするためにキャリアコンサルタントが出
来ることについて解説します。

■会場：生産性本部ビル（永田町4分）
■講師：大山　雅嗣氏
（公益財団法人日本生産性本部　主任講
師　） 
　　
　　
　　
　　

10

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

er-cross/

（公財）
日本生産性本部

2018/9/1 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。

30
https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SU02.
html

18041632

2018/9/1 SS01 スキルアップ研
修　ソリューション
フォーカス(解決志向)を
用いたキャリアカウンセ
リング

ソリューション・フォーカスとは、できるだけ短期間に問題解決を行う手法として発展してきたブリーフ
セラピーの流れを組むアプローチです。本講座では、ソリューション・フォーカスのアプローチをグ
ループワークを通じて体験的に習得し、キャリアカウンセリングにおいて応用するためのヒントを得る
ことを目的とします。

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

20
https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SS01.
html

日本キャリア開発協
会

18041633

18041631

2018/8/26 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/seminar
/detail/semina
r_review_SY02.
html

日本キャリア開発協
会

日本キャリア開発協
会

18041630

2018/8/25 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

日本キャリア開発協
会

2018/7/28 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。

30
https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SU02.
html

7/20・27、
9/20・27

金 18:30-21:30 実践から組織への提
案へ！　セルフ・キャリ
アドック実践　【アドバン
ス講座】（実践知識と組
織への提案）

セルフ・キャリアドックを、企業へ浸透させる導入方針の策定から企業への提案書の作成までを、研
修と面談事例を盛り込んで学びます。今年度はセルフ・キャリアドック普及が拡大、加速化が見込ま
れ、在職者に対する企業内外での専門的なキャリアコンサルティング機会の増加が見込まれます。
在職中の労働者が自身のキャリアを主体的に考えることを促し、その効果として企業における生産
性の向上に資するための道筋を実践的に学びます。

30

http://kanaga
wa-
c.jp/publics/in
dex/294/

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

18041626

2018/7/14 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/seminar
/detail/semina
r_review_SC04.
html

日本キャリア開発協
会

18041627

18041625

2018/7/14 SS05 スキルアップ研
修　NLP

 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/seminar
/detail/semina
r_review_SS05.
html

日本キャリア開発協
会

日本キャリア開発協
会

18041624

2018/7/8 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

30
https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SU01.
html

日本キャリア開発協
会

2018/7/7 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

18041628

18041620

2018/6/30 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

日本キャリア開発協
会

18041621

2018/6/24 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

日本キャリア開発協
会

2018/6/24 前期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。
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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・
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https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/20180624_u
-261

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

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

18041619

18041623

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

日本キャリア開発協
会

18041635

2018/6/17
https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SC02.
html

日本キャリア開発協
会

18041634

2018/7/8 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。
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日本キャリア開発協
会

18041636
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関　西
大阪 自 36,000 円

四ツ橋
協 36,000 円

他 36,000 円 03-3234-2965

大阪 土 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

大阪 土 13:00-17:00 2018/2/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 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

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

2018
5/19・20

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。
大阪開催は本年今回のみです。近畿方面の方はご参加をご検討ください。

 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
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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

（土・
日）

18041637

キャリアコンサルティ
ング協議会

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

株式会社 日本・精
神技術研究所

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・

<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

受付中

「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

担当講師
宮城まり子先生

SS01 スキルアップ研
修　ソリューション
フォーカス(解決志向)を
用いたキャリアカウンセ
リング

ソリューション・フォーカスとは、できるだけ短期間に問題解決を行う手法として発展してきたブリーフ
セラピーの流れを組むアプローチです。本講座では、ソリューション・フォーカスのアプローチをグ
ループワークを通じて体験的に習得し、キャリアカウンセリングにおいて応用するためのヒントを得る
ことを目的とします。

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

20
https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SS01.
html

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

担当講師
文川実先生

60日間視聴
可能

180日間視聴
可能

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

担当講師
山田省三先生

受付中

受付中

2018/6/30

2018/7/14

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

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

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
－

60日間視聴
可能

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

<e-Program>
労働法・社会保障制度
の実務知識＜労働法
編＞

日本キャリア開発協
会

日本キャリア開発協
会

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。

担当講師
文川実先生

【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

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

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

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

キャリアコンサルティ
ング協議会

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

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/

18041652

18041654

18041653

18041648

18041651

18041649

18041650

18041638

18041641

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。

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。
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ナラティヴ・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

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。

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

円

本講座では、ナラティヴ・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ヴ・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。

円
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180日間視聴
可能

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。

 【Web講座】
日精研クラウド学院
「ナラティヴ・セラピーの
会話法（思想的背景、
外在化、そして訓練） 」

前作「ナラティヴ・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、ナラティヴ・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、ナラティヴ・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。

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
～」

180日間視聴
可能

 【Web講座】
日精研クラウド学院
「ナラティヴ・セラピー入
門 」

180日間視聴
可能

円

18041647

12,000 円

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。
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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

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

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
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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

 【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～ 」

自
協
他

ナラティヴ・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「ナラティヴ・
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

180日間視聴
可能

180日間視聴
可能

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」

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

【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」

【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。

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」
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