
継続学習支援サービス　対象講座一覧 更新日 2018/8/1

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

北　海　道

札幌 土 10:00-17:00 2018/2/1 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

札幌 土 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

関　東　

東京 日 自 5,400 円

九段下
または
市ヶ谷

協 5,400 円

他 5,400 円

東京 火 19:00-21:00 受付中 自 3,080 円

丸の内
協 円

他 6,170 円 03-3591-3569

神奈川 2018/6/20 自 14,000 円

横浜
協 14,000 円

他 18,000 円 045-264-9521

東京 2018年
8/12・26

日 10：00～17：
00

受付中 自 60,000 円

渋谷・
八重洲

協 50,000 円

他 60,000 円 03-5402-5588

神奈川 2018/6/20 自 21,000 円

桜木町
協 21,000 円

他 27,000 円 045-264-9521

神奈川 金 14：00-17：00 2018/7/1 自 4,860 円

川崎
協 5,400 円

他 5,400 円 044-246-0910

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 13:30-16:00 受付中 自 円

市ヶ谷
協 4,000 円

他 4,000 円

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

東京 2018年
9/1・2

土・
日

9：30～18：00 受付中 自 60,000 円

八重洲
協 54,000 円

他 60,000 円 03-5402-5588

神奈川 土 9:30～16:30 2018/7/18 自 21,600 円

桜木町
協 27,000 円

他 27,000 円 045-264-9521

受講料　　　　　
　　*3

日本キャリア開発協
会

2018/9/29 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

18080101

2018/10/27 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

日本キャリア開発協
会

18080102

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

18080109

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

2018/8/25

18080111

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

2018
8/5・26

13：00～15：
00、15:30～
17:30
※1講座（2時
間）から
参加可能

受付中 内田クレペリン検査 ア
ドバイザー講習

内田クレペリン検査の結果を＜有効に使いこなす＞ 足掛かりとしていただくための内田クレペ
リン検査の基礎的な知識や活用のためのノウハウをお伝えします。
上司の部下理解や本人の自己理解を含む教育、フィードバック面談や相談室での利用、メンタ
ルヘルスや 安全管理、障がい者雇用へのお役立ちツールとしての内田クレペリン検査の利用
にご興味のある方、ぜひご参加ください。

通常、個人向けの内田クレペリン検査の販売はし
ておりませんが、この講習を受講されたコンサルタ
ント、カウンセラー等の方へは、ご自身の業務にお
ける使用に限り販売させていただきます。

24

http://www.ns
gk.co.jp/sv/ke
nsa/_kraepelin
/post_82.html

株式会社日本・精神
技術研究所

18080103

18080112

日本キャリア開発協
会

日本キャリア開発協
会

要望に応え、ベーシックコース(8/11)からアドバンス
コース(8/18)への受講がしやすいように日程を組み
かえました。

8/18、9/20・
27、9/23

金
、
土
、
木
、
日

１日コース
9:30～16:30
平日夜コース　
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
スコース】（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。直近の開催は、申
し込みは7/12まで延長。さらに１日で学ぶ集中コースを新設しました。

8/11、9/5・12 土
、
水

１日コース
9:30-16:30
平日夜コース　
18:30-21:30

【現役の人事担当】が
伝える、現場のキャリア
コンサルティング！　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　(ベーシッ
クコース)

制度の普及が加速している今、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
グ機会が増加しています。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道筋が問われています。本講座では、企業が実施する「セルフ・
キャリアドック制度」の内容と現状を実務環境に則して1日または夜間2日で学びます。8/11の講
師は、企業の人事本部にてキャリア形成支援に取り組み、2016年にはグッドキャリア企業ア
ワード大賞を受賞されました。

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

あり 18080107

30

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/
274/?utm_source=c
ml&utm_medium=cm
aga&utm_campaign=
v8b

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

あり 18080105

解決志向アプローチとは、クライエントのリソース（能力、強さ、可能性）に焦点をあて、それを有
効に活用するブリーフセラピーです。本講座では解決志向アプローチの理論（考え方）と実際の
面接の進め方について、ワークを交えた実習形式で基礎からわかりやすくお伝えします。また、
「外在化」というブリーフセラピーの技法についても学びます。きっと学んだその日から使える実
践的なものとなるでしょう。

30

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/
103/?utm_source=c
ml&utm_medium=cm
aga&utm_campaign=
v8b#page103_1425_
2348

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 【ベーシックコース】の修了者を受講対象
としております。要望に応え、ベーシックコース
(8/11)からアドバンスコース(8/18)への受講がしや
すいように日程を組みかえました。

30

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/
274/?utm_source=c
ml&utm_medium=cm
aga&utm_campaign=
v8b

18080114

9/15・10/13・
11/10

学んだその日から面談
に活きる、解決志向ア
プローチ　ブリーフセラ
ピー基礎　３日間コー
ス

2018/8/24 セカンドライフセミナー　
~人生100年時代を、自
分らしく生きる、働く~

本ワークショップでは、個人に焦点を当てながら、今までの先進的と言われる企業研修でも余り
触れられてこなかった社会の視点から、一人ひとりの経験、働く意味や意義、コミュニティの再
確認など、参加者が新たな一歩を踏み出すための、具体的な新たな視点の人生設計（ライフデ
ザイン）を目指します。

3部構成されるセミナーの内の最初の導入セミ
ナー。セカンドライフを、考えるきっかけに働きかけ
ます。　キャリアコンサルタントがシニア層との面接
のヒントも得られます。

18

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

あり 18080106

あり 18080113

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

株式会社テクノファ

18080108

2018/8/7 【CCA】高橋俊介先生
特別セミナー「キーフ
レーズで考えるキャリ
ア」

今までのキャリアに関する数々のインタビュー調査や、自分自身のキャリアを振り返って考えた
ことを、定量的分析ではなく、キーフレーズという形でお伝えしたいと思います。例えば私がよく
使うものの一つに、「好きなことと向いていることは違う」というのがあります。このような私が
作ったキーフレーズをご紹介し、キャリア形成上の意味を考えたいと思います。

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

宮城まり子道場シリー
ズ
「カウンセリング道場2
日間」　
＜東京TC21＞

■特別企画■
先生とランチタイム！

スキルのさらなる向上をめざし、質の高いキャリアコンサルタントになろう。
そして今後、指導者になれる真の実力をつけよう。
カリキュラム（予定）
・ロールプレイ・カウンセリング振返り・事例の概念化・講師による事例説明とコメント・ロールプ
レイ（2回目）・カウンセリングの振返り・講師の講義と総合コメント
※再受講割引あり　
※ランチタイムは宮城先生とお弁当を！

講師宮城まり子先生からのメッセージ★資格取得
後も継続して学び、質の向上のための努力をして
いますか。勉強はむしろここからが大切です。カウ
ンセリングスキルは筋肉と同じ。絶えず鍛えないと
力が萎えてしまいます。道場では、再度原点に戻っ
てスキルの学び直し、さらなる質的な向上を目指し
ます。そして今後は、スーパーバイザーとしての学
びにもつなげていただきたいと考えています。

20

https://www.c
areer-

cc.org/event/
event000276.h

tml

キャリアコンサルティ
ング協議会

18080104

「指導スキルアップ研
修」
＜東京TS1＞

既に指導の実践に取り組んでいる方が、より高いレベルを目指す2日間の講座です。
相談者の前向きな変化（向上）のために、指導者として相談場面における真の問題を明確にと
らえる力を学びます
 ・ケース記録の理解から、相談者の課題と指導の方向性を見極め、指導計画を立てるまでの
一連の流れを習得することを目指します
 ・ケース記録を使って指導計画を立てる演習を繰り返し行います。

■講師
　田中 春秋 先生
　※1級技能士割引、再受講割引あり

20

https://www.care
er-

cc.org/event/eve
nt000118.html

キャリアコンサルティ
ング協議会

http://c-
mind.jp/体験：
グループスー
パービジョン/

有限会社Cマインド

18080110

2018/8/26 体験：グループスー
パービジョン

Cマインドでは月１回、グループスーパービジョンを開催しています。固定メンバーで継続的に
行っていますが、若干名お席に空きがあります。守秘義務を厳守し、数ヶ月に１回、ご自身の
ケース（ロープレでなく、現場でのキャリアコンサルティングケース）を提出できる方、ご一緒に勉
強しませんか？「参加してみたいけれど、自分に合うだろうか？」「一度参加してみてから考えた
い」という方のために、オブザーブできる機会を作りました。自身のキャリアコンサルティングを
見つめ直し、一緒に成長しましょう。指導者は１級キャリアコンサルティング技能士です。

オブザーバー参加は4,000円、ケースを提出場合は
8,000円となります。基本的に、土曜日または日曜
日に月１回、開催します。

2
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東京 木 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 土・
日

自 36,000 円

池袋
協 36,000 円

8/16・17 木・
金

他 36,000 円 03-3234-2965

東京 土 2018/7/15 自 10,150 円

23区内
円

他 14,210 円 03-6434-9130

東京 月 12:30-17:30 2018/2/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

神奈川 土 9:30～16:30 2018/8/7 自 8,000 円

桜木町
協 8,000 円

他 10,000 円 045-264-9521

神奈川 日 9:30～16:30 2018/8/7 自 8,000 円

協 8,000 円

桜木町
他 15,000 円 045-264-9521

東京 日 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 土 13:00-17:00 受付中 自 円

市ヶ谷
協 64,800 円

他 64,800 円

東京 13:00-17:30 受付中 自 円

市ヶ谷
協 81,000 円

他 81,000 円

神奈川 水 18:30～21:30 2018/8/18 自 15,000 円

桜木町
協 15,000 円

他 18,000 円 045-264-9521

東京 土 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 2018年
10/13・14
10/27・28

土・
日

9：30～17：30 受付中 自 110,000 円

渋谷
協 95,000 円

他 110,000 円 03-5402-5588

東京 金 9:30-16:30 受付中 自 7,600 円

飯田橋
協 7,600 円

他 9,500 円 03-6758-2895

東京 土 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 土 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

東京 日 10:00-17:30 2018/7/4 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 土 自 26,000 円

池袋
協 26,000 円

他 26,000 円 03-3234-2965

東京 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

18080118

2018/9/24 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

2018/9/30 SS07 スキルアップ研
修
キャリアカウンセリング
における社会正義の視
点

社会正義の視点やその背景について学ぶと共に、キャリアカウンセリングを進めていく専門家と
して、社会的問題を背景においた支援の在り方について学びます。

社会正義について興味のある方、学びたい方
、社会正義の視点を日常業務や活動領域に活かし
たい方に、お薦めです。

30

https://www.j-
cda.jp/seminar
/detail/semina
r_review_SS07.
html

18080126

日本キャリア開発協
会

18080121

2018/10/6 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

18080125

2018/10/20 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/seminar
/detail/semina
r_review_SS02
-3.html

日本キャリア開発協
会

あり

18080128

2018/10/27 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/seminar
/detail/semina
r_review_SS02
-3.html

日本キャリア開発協
会

18080129

2018/11/11
2018/11/25

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

18080130

「指導者入門研修」
＜東京TN2＞

キャリアコンサルティングにおける指導者に求められる能力について確認し理解する4日間の講
座です。
・ケース記録の書き方を習得するとともに、様々な指導場面に対応できるよう見識を広げること
を目指します
・どのような指導をすれば効果が上がり、指導実務の汎用性を持たせられるのか
・企業組織や関係各所と連携するコーディネートとはどのように行うのか
・前半の2日間は指導についての知的理解を深めます。後半の2日間は知的理解を実践できる
ようになることを目指します。

2018
9/22・23
10/27・28

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

何をどう表現するか（あるいはしないか）を自分で決め、それに責任を持つ自己表現を重ねるこ
とは、自分らしい生き方の選択につながります。
アサーションの考え方を知ることは、クライエントの大きな助けになる可能性がありますが、キャ
リアコンサルタント自身がアサーティブになることは、コンサルタントの「自己一致」「純粋性」とも
関連し、面接に欠かせないスキルのひとつです。
まずは、自分のこととして、自分も相手も大切にする自己表現について学んでみませんか？（製
作・監修：日精研・平木典子先生。大阪、福岡、名古屋でも開催)

日本キャリア開発協
会

■講師
　田中 春秋 先生
※1級技能士割引、再受講割引あり

20

https://www.care
er-

cc.org/event/eve
nt000117.html

キャリアコンサルティ
ング協議会

18080116

参加条件：
アサーション・ベーシックコース（旧基礎理論コース）
受講済みの方、又はビジネス版アサーション〈自己
表現〉トレーニング受講済みの方 
全日程参加出来ること（途中参加不可）

 こんな方におすすめします
・自分自身のコミュニケーションについて、考えたい
方
・自分らしいコンサルタントになりたい方
・自己表現という観点から、自分らしい生き方につ
いて考えたい方
・クライエントにアサーションについて情報提供をし
たい方

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

日本キャリア開発協
会

日本キャリア開発協
会

2018
11/17

10：00～17：
30

受付中 アサーション・トレーニ
ング　アドバンスコース

アサーション・トレーニング　ベーシックコース受講後に、「聴くこと」と「伝えること」をより深く学び
たい方のための講座です。アサーションとは「聴くこと」と「伝えること」の統合です。そして感情を
自分らしく適切に表現することだとも言えます。このコースでは、ベーシックコースで詳しく扱わな
い「聴くこと」と「感情」をまず取り上げます。

24

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

株式会社日本・精神
技術研究所

18080131

2018/10/19 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現在の社会労働環境について考えるとともに、「ＣＡＤＳ＆ＣＡＤＩ」
を効果的に使った企業における従業員のキャリア支援の方法を学びます。
ＣＡＤＳの一部は、厚生労働省、文部科学省及び経済産業省が推進している「ジョブ・カード」の
資料に採用されています。
従業員とのキャリア面談を行う管理職の方や、従業員のキャリア研修を開催する人事・人材育
成担当者の方にお勧めです。
講師：安部　博枝　氏（株式会社abilight代表取締役）

以下の方は割引料金でご受講いただけます。中央
職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協
会会員企業・団体所属の方　キャリアコンサルティ
ング技能士の方又はキャリアコンサルタントの国家
資格をお持ちの方　公益財団法人関西カウンセリン
グセンター友の会会員の方　都道府県社会保険労
務士会会員の方　一つの企業や事業所から、同一
回に２名以上のお申込をされた場合

30

http://www.java
da.or.jp/cads-
cadi/seminar.ht
ml

中央職業能力開発
協会キャリア形成支
援課

あり 18080127

2018/12/6・
12/7

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

ミドル期後半の社員が、将来定年再雇用となっても会社の戦力であり続けるために必要な能力
（プラットフォーム能力）を理解するとともに、現状の水準を認識するための研修を自社内や顧
客先で実施するインストラクターを養成するための研修です。人事・人材育成担当者の方やコン
サルタントの方にお勧めしております。
講師：山﨑　京子 氏（学習院大学特別客員教授／アテナHROD代表）

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。
以下の方は割引料金でご受講いただけます。
中央職業能力開発協会会員企業・団体所属の方
又は特定非営利活動法人日本人材マネジメント協
会（JSHRM）会員の方

20

18080132

木・
金

http://www.java
da.or.jp/shift/in
structor.html

中央職業能力開発
協会キャリア形成支
援課

2018/9/29 アドバンスド講座シリー
ズ　アセスメントＡ

VPI・ＧＡＴＢ・田中ビネー・エゴグラムなどフォーマル・アセスメントを中心に、演習と結果の見方・
活かし方を学ぶ講座です。9/30(日)開催のアセスメントＢ講座と合わせた、お得な２日間コース
もございます。

24

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/
294/?utm_source=c
ml&utm_medium=cm
aga&utm_campaign=
v8b

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

あり 18080119

2018/9/30 アドバンスド講座シリー
ズ　アセスメントＢ

キャリアコラージュ、キャリア志向性チェック、職業興味、適正チェック等のインフォーマル・アセ
スメントを中心に、演習と結果の見方・活かし方を学ぶ講座です。9/29(土)開催のアセスメントＡ
講座と合わせた、お得な２日間コースもございます。

24

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/
294/?utm_source=c
ml&utm_medium=cm
aga&utm_campaign=
v8b

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

あり

18080124

有限会社Cマインド

18080123

18080122

有限会社Cマインド

http://c-mind.jp/指
導者育成講座/

18080120

10/3・11/7・
12/5

技能士１級を目指す方
へ、 グループスーパー
ビジョンブラッシュアッ
プ講座

スーパービジョンの経験のある方を対象に、事例や逐語記録、更にはCC1級技能士試験過去
問題を用いることでスーパービジョンスキルの更なるブラッシュアップを図ります。全３回の夜間
の講座で、ＣＣ技能士1級を目指す方にも大変お勧めの講座です。

10

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/
294/?utm_source=c
ml&utm_medium=cm
aga&utm_campaign=
v8b

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

あり

１級を目指す方、すでに１級は取得したが指導力を
高めたいという方に最適です。

2018/10/13・
10/27・
11/10・11/24

指導者育成講座　（４
日間）

指導者になるには、キャリアコンサルティングのスキルとは別に、指導のための理論・技術が必
要です。本講座では、アメリカでスーパーバイザー育成の博士号を取得した三好真先生から、
少人数で指導理論を学び、ロールプレイングを行います。

6

希望者は、ご自身のキャリアコンストラクションイン
タビューのケースを出して、講習の中で水野先生に
よるグループスーパービジョンを受けることができま
す。

日 8

https://ito367.
wixsite.com/c
-mind/blank-6

2018/10/21・
11/11・12/2・
2019/1/20・
2/17

ライフデザインカウンセ
リング特別講座　（５日
間）

ライフデザインカウンセリングの第一人者、水野修次郎先生からサビカスのキャリア構成インタ
ビュー(CCI)の基礎から実践までを少人数で学びます。実際にCCIを行い、ライフポートレートを
作成します。後半はケースを元にスーパービジョンを行います。

2018/9/22 10:00-17:00 実践で活かすキャリア
理論～事例を使って、
キャリア理論を楽しく学
ぼう～

理論をどうやって実践で活用すれば良いのかわからない方や理論に苦手意識を持たれている
方たちのために、理論と実践を結びつけることを学ぶ講座です。事例をとおして、理論をどのよ
うに活用することができるかをグループワークと講義で学ぶとともに、自分自身の転機を理論を
活用して整理してみる体験をしていただきます。

実践経験が浅く、自分が経験した事例をお持ちでな
い方、キャリアの理論を現場でどう活用するかを難
しいと感じている方を対象としています。

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/u-541

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

18080117

2018/9/20 【CCA】Jリーグチェアマ
ン 村井満氏特別セミ
ナー「Jリーグと人材育
成」

Jリーグ25周年の節目に立ち、次の四半世紀に向け、すぐには結果の出ない人材育成の分野
においても、策を講じ、次世代にバトンを渡すことが、組織を預かるチェアマンの役割だと考え
る。Jリーグの中長期の展望をお伝えしながら、肌身で感じてきたスポーツ業界の人材育成につ
いてお話ししたい。

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/special2.html

キャリアカウンセリン
グ協会

18080115
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東京 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　海

愛知 自 36,000 円

名古屋
協 36,000 円

他 36,000 円 03-3234-2965

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

関　西

大阪 日 12:30-17:30 2018/2/1 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

大阪 日 9:30～16:30 受付中 自 13,000 円

天満橋
協 15,000 円

エル・お
おさか
（大阪府

他 15,000 円 06-4963-2357

大阪 金 9:30-16:30 自 7,600 円

天満橋
協 7,600 円

他 9,500 円 03-6758-2895

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 2018/
10/6・7
10/27・28

土・
日

9：30～17：30 受付中 自 110,000 円

梅田
協 95,000 円

他 110,000 円 03-5402-5588

大阪 木・
金

10:00-17:30 自 40,000 円

梅田
9:30-17:00 協 50,000 円

他 50,000 円 03-6758-2895

大阪 日 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

大阪 土 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

大阪 日 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

大阪 土 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

大阪 2018年
11/17・18

土・
日

9：30～18：00 受付中 自 60,000 円

本町
協 54,000 円

他 60,000 円 03-5402-5588

18080135

日本キャリア開発協
会

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

何をどう表現するか（あるいはしないか）を自分で決め、それに責任を持つ自己表現を重ねるこ
とは、自分らしい生き方の選択につながります。
アサーションの考え方を知ることは、クライエントの大きな助けになる可能性がありますが、キャ
リアコンサルタント自身がアサーティブになることは、コンサルタントの「自己一致」「純粋性」とも
関連し、面接に欠かせないスキルのひとつです。
まずは、自分のこととして、自分も相手も大切にする自己表現について学んでみませんか？（製
作・監修：日精研・平木典子先生。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
・自分自身のコミュニケーションについて、考えたい
方
・自分らしいコンサルタントになりたい方
・自己表現という観点から、自分らしい生き方につ
いて考えたい方
・クライエントにアサーションについて情報提供をし
たい方

キャリアコンサルティ
ング協議会

あり 18080140

「指導者入門研修」
＜大阪ON1＞

キャリアコンサルティングにおける指導者に求められる能力について確認し理解する4日間の講
座です。
・ケース記録の書き方を習得するとともに、様々な指導場面に対応できるよう見識を広げること
を目指します
・どのような指導をすれば効果が上がり、指導実務の汎用性を持たせられるのか
・企業組織や関係各所と連携するコーディネートとはどのように行うのか
・前半の2日間は指導についての知的理解を深めます。後半の2日間は知的理解を実践できる
ようになることを目指します。

■講師
　大槻 富士恵先生
※再受講割引あり
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https://www.care
er-

cc.org/event/eve
nt000117.html

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

18080134

あり 18080146

2018/9/2 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

18080136

2018/9/22 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

日本キャリア開発協
会

18080139

2018/10/21 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

2018/10/27 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

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

18080142

日本キャリア開発協
会

18080143

18080144

2018/11/10 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

2018/10/28

既に指導の実践に取り組んでいる方が、より高いレベルを目指す2日間の講座です。
相談者の前向きな変化（向上）のために、指導者として相談場面における真の問題を明確にと
らえる力を学びます
 ・ケース記録の理解から、相談者の課題と指導の方向性を見極め、指導計画を立てるまでの
一連の流れを習得することを目指します
 ・ケース記録を使って指導計画を立てる演習を繰り返し行います。

■講師
　大槻 富士恵 先生
　※1級技能士割引、再受講割引あり

20

https://www.care
er-

cc.org/event/eve
nt000118.html

キャリアコンサルティ
ング協議会

日本キャリア開発協
会

18080145

「指導スキルアップ研
修」
＜大阪OS1＞

（土
・

日）

2018
9/1・2

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

2018/9/7 受付中
(残席わず

か)

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現在の社会労働環境について考えるとともに、「ＣＡＤＳ＆ＣＡＤＩ」
を効果的に使った企業における従業員のキャリア支援の方法を学びます。
ＣＡＤＳの一部は、厚生労働省、文部科学省及び経済産業省が推進している「ジョブ・カード」の
資料に採用されています。
従業員とのキャリア面談を行う管理職の方や、従業員のキャリア研修を開催する人事・人材育
成担当者の方にお勧めです。
講師：安部　博枝　氏（株式会社abilight代表取締役）

以下の方は割引料金でご受講いただけます。中央
職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協
会会員企業・団体所属の方　キャリアコンサルティ
ング技能士の方又はキャリアコンサルタントの国家
資格をお持ちの方　公益財団法人関西カウンセリン
グセンター友の会会員の方　都道府県社会保険労
務士会会員の方　一つの企業や事業所から、同一
回に２名以上のお申込をされた場合

30

http://www.java
da.or.jp/cads-
cadi/seminar.ht
ml

中央職業能力開発
協会キャリア形成支
援課

あり 18080138

2018/10/11・
10/12

受付中
(残席わず

か)

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

ミドル期後半の社員が、将来定年再雇用となっても会社の戦力であり続けるために必要な能力
（プラットフォーム能力）を理解するとともに、現状の水準を認識するための研修を自社内や顧
客先で実施するインストラクターを養成するための研修です。人事・人材育成担当者の方やコン
サルタントの方にお勧めしております。
今年度唯一の大阪開催です。
講師：山﨑　京子 氏（学習院大学特別客員教授／アテナHROD代表）

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。以下の方は割引料金でご
受講いただけます。中央職業能力開発協会会員企
業・団体所属の方又は特定非営利活動法人日本
人材マネジメント協会（JSHRM）会員の方

（一社）日本産業カ
ウンセラー協会　関
西支部

2018/9/2 アサーティブコミュニ
ケーション

http://jica-
kansai.jp/lectu
re

18080137　

人間関係の持ち方でコミュニケーションのあり方はとても大事な要素です。
この講座は、パメラ、バトラーの自己表現術を使います。パメラ、バトラーの師はウォルピ。ウォ
ルピの主張訓練は養成講座テキストにもでています。人は相手により場面や内容により、言え
たり言えなかったりします。まず、自分の特徴を知りましょう。そしてアサーティブになるとはの
「行動リハーサル」ワークをします。

担当講師
渋谷　武子
（臨床心理士　シニア産業カウンセラー）

80

20

http://www.java
da.or.jp/shift/in
structor.html

中央職業能力開発
協会キャリア形成支
援課

18080141

2019/1/24・
1/25

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

ミドル期後半の社員が、将来定年再雇用となっても会社の戦力であり続けるために必要な能力
（プラットフォーム能力）を理解するとともに、現状の水準を認識するための研修を自社内や顧
客先で実施するインストラクターを養成するための研修です。人事・人材育成担当者の方やコン
サルタントの方にお勧めしております。
講師：泉田　洋一 氏（For Next代表／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。以下の方は割引料金でご
受講いただけます。中央職業能力開発協会会員企
業・団体所属の方又は特定非営利活動法人日本
人材マネジメント協会（JSHRM）会員の方

20

http://www.java
da.or.jp/shift/in
structor.html

中央職業能力開発
協会キャリア形成支
援課

18080133

木・
金
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中　国・四　国
広島 土 13:00-17:00 2018/7/4 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

広島 土 10:00-17:00 2018/7/4 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

九州
福岡 （土

・
日）

自 36,000 円

博多
協 36,000 円

他 36,000 円 03-3234-2965

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

株式会社 日本・精
神技術研究所

3,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

18080157

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。

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

自
協
他

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

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
～」

1808015612,000 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
「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） 」

18080155

自
協
他

自
協
他

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 」

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。

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

12,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

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。

自
協
他

3,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

18080154

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 12,000 円
https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

株式会社 日本・精
神技術研究所

18080153

https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

18080152

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

18080151

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

18080150

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。この講座は、日本でアサーション・トレー
ニングを広めてきた平木先生が、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す。

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

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、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

18080158

18080161

18080159

18080160

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

株式会社 日本・精
神技術研究所

https://nsgk.e
manabu.jp/

株式会社 日本・精
神技術研究所

キャリアコンサルティ
ング協議会

90日間視聴
可能

担当講師
宮城まり子先生

<e-Program>
体験！グループスー
パービジョン

受付中

担当講師
田中春秋先生

受付中

担当講師
文川実先生

「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。

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。

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
－

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

<e-Program>
困難場面をのりきる支
援者の「あり方」とは

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
高橋浩先生

https://nsgk.e
manabu.jp/

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

受付中

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

3,000 円

2018
10/6・7

アサーション・トレーニ
ング　ベーシックコース

何をどう表現するか（あるいはしないか）を自分で決め、それに責任を持つ自己表現を重ねるこ
とは、自分らしい生き方の選択につながります。
アサーションの考え方を知ることは、クライエントの大きな助けになる可能性がありますが、キャ
リアコンサルタント自身がアサーティブになることは、コンサルタントの「自己一致」「純粋性」とも
関連し、面接に欠かせないスキルのひとつです。
まずは、自分のこととして、自分も相手も大切にする自己表現について学んでみませんか？（製
作・監修：日精研・平木典子先生。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
・自分自身のコミュニケーションについて、考えたい
方・自分らしいコンサルタントになりたい方・自己表
現という観点から、自分らしい生き方について考え
たい方・クライエントにアサーションについて情報提
供をしたい方

24 株式会社日本・精神
技術研究所

18080149

1日目：10:00
～18:00／2日
目： 10：00～
17：30

受付中

日本キャリア開発協
会

18080148

2018/10/13 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

2018/11/17 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

18080147

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

日本キャリア開発協
会

https://nsgk.emanabu.jp/
https://nsgk.emanabu.jp/
https://nsgk.emanabu.jp/
https://nsgk.emanabu.jp/
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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

18080162

18080164

18080163

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/

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

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

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

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＞

受付中

60日間視聴
可能

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

受付中

担当講師
山田省三先生

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

<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

60日間視聴
可能

60日間視聴
可能

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

