
継続学習支援サービス　対象講座一覧 更新日 2019/2/18

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 2018/10/3 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

関　東　

東京 10:00～17：00 受付中 自 60,000 円

渋谷 協 60,000 円

他 70,000 円 03-5402-5588

神奈川 土 2018/11/1 自 11,664 円

川崎 協 12,960 円

他 12,960 円 044-246-0910

2019/2/23 土 14:00-17:00 2019/2/5 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円

新宿 日 10：00-16：00
＋16：00～
17：00（交流
会）

受付中 自 13,000 円

協 円

他 13,000 円 03-5368-3880

東京 土 12:30-17:30 2018/10/3 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

東京 土 13:00-17:00 2018/10/3 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

東京 自 36,000 円

池袋 協 36,000 円

他 36,000 円 03-3234-2965

東京 日 10:00-17:00 2018/10/3 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

2019/3/6 水 18:30-21:30 2019/2/5 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円

神奈川 土 2018/11/1 自 10,000 円

川崎

協 10,000 円

他 10,000 円 044-246-0910

東京 10:00～17：00 受付中 自 50,000 円

渋谷 協 50,000 円

他 60,000 円 03-5402-5588

新宿 2019/3/10 日 13：30～17：
30

受付中 職場におけるマイノリ
ティ（LGBT）の理解と支
援

もしも実際に職場にLGBTの人がいたら、一体どう対応したらいいのかわからない。
LGBTであることをわからずに、配慮のない言動で無意識に傷つけていなだろうか…。
就職支援している大学生が、会社の部下が同僚が上司がLGBTだったらどうする？　LGBTたち
は、どのような思いや体験をもって人生を生きてきたのか、今を生きているのか。ダイバーシティ
推進のためにも、まずはじめにLGBTの心の世界をよく知り、適切な理解と対応を学びましょう。

本講座は、LGBT支援のスペシャリストが（トランス
ジェンダー当事者）、自身や周囲のLGBTの思いや
体験を情感豊かに語ってくれるリアルな臨床エピ
ソードをふんだんに交えて提供する、非常に貴重な
学習機会です。

協 5,000 円

https://www.emca.or.jp/event/industrial_safety_health/

リカレント　03-5368-
3880

19021813

新宿 土 10：00-16：00
＋16：00～
17：00（交流
会）

受付中 自 24,840 円

協 円

他 24,840 円 03-5368-3880

19021802

2019/3/9.10 土・
日

宮城まり子先生による「 
キャリアコンサルティン
グにおけるスーパービ
ジョン講座 」
＜TV21＞

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）に分かれています。
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。
（この講座を受講された方には、宮城先生からさらに実践的なSVを学ぶ「SV実践講座」のご案
内を、講座が開催される際にはお送りいたします）

2級キャリアコンサルティング技能士、および同等の経験・
スキルをお持ちの方で、
・これからスーパービジョンについて勉強を始めようと考え
ている方
・スーパーバイザーを目指そうと考えている方
・これからスーパービジョンを受けようと考えている方
にお奨めの講座です
※弊会主催の宮城まり子先生の過去受講者は、5,000円
割引です！

20

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

あり 19021812

2019/2/23・
24

土・
日

宮城まり子道場シリー
ズ「カウンセリング道場
（２日間）」
＜TC23＞

キャリアコンサルティングにおける指導者（スーパーバイザー）を目指す方が、カウンセリングス
キルを向上させることで、指導者としての土台部分を固めることをねらいとしています。
少人数で実施する為、宮城先生から受講者全員に対して「厳しくかつ優しく」コメントいただくこと
が出来る貴重な講座です。まさに「道場」です。

講師メッセージ：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？勉強はむしろ資格取得後が
大切です。カウンセリングスキルは筋肉と同じ。絶えず鍛
えないとどんどん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め
ざします。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。
※弊会主催の宮城まり子先生の過去受講者は、10,000円
割引です！

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

あり

19021803

2019/3/9 10：00-17：00 修復的対話の進行役
養成セミナー(SC16B)

2019/2/24 文川　実先生のカウン
セリングのスーパービ
ジョン講座

逐語記録をベースに、関係構築や情報収集、仮説生成や見立てが的確か、目標設定や介入は
適切かなど、きめ細やかな指導を受けることができます。また、自分のカウンセリングに不足し
ているもの、自分のクセや傾向、課題や強みなどが明確になったり、自己の気づきがもたらされ
たり、客観的な視点から、さまざまな学びを得ることができます。 
キャリアガイダンスでなければどのようなケース（困難事例も）もOK。ケース提供者1～2名とグ
ループ参加者を12名まで募集いたします。

講師は日本産業カウンセリング学会理事、日本キャ
リア開発研究センターJICD）理事で、グループやア
サーションの指導でも名高い実務の
スペシャリスト文川先です。

https://emca.or.jp/career/contents/contents01_group_sv

リカレント

19021805

2019/3/16 著者の渡辺昌平准教
授による『実践家のた
めのナラティブ／社会
構成主義キャリア・カウ
ンセリング クライエント
とともに〈望ましい状
況〉を構築する技法』講
座

「語ることで未来を変えていく」「語りが新たな未来を創造する」そんなアプローチがナラティブ・
キャリアカウンセリングです。対話を通して「自己の経験をなりたい自分に向けて意味づけ直す」
ことで、人生の物語を自分が願うように再構築していく。
学生支援・企業・受給者調整などあらゆる領域で効果を上げるナラティブ/社会構成主義キャリ
ア・カウンセリングの理論的背景と実践ノウハウを本書のエッセンスを援用しながら教えます。
キャリア支援界でナラティブ・アプローチの牽引者である渡部昌平先生を編者とし、法政大学
キャリアデザイン学部教授の廣川進先生ほか高名な先生方による共著。発刊以来、キャリアコ
ンサルタントの間で大評判、今やナラティブ・アプローチはキャリアコンサルタント必須のアプ
ローチともいえるでしょう。

『実践家のためのナラティブ／社会構成主義キャリ
ア・カウンセリング クライエントとともに〈望ましい状
況〉を構築する技法』の著者である、秋田県立大学
総合科学教育研究センターの渡部昌平准教授によ
るプレミア講座です。受講費には本書（3,240円）が
教材代として含まれます。5時間の講座の後は受講
者たちの交流会を開催。現場の支援活動について
情報や意見交換をし、ネットワーク形成のお手伝い
をします。

https://www.emca.or.jp/event/industrial_safety_health/

リカレント

19021814

2019
3/2・3
4/20・21
6/22・23
8/10・11

1日目：10:00
～18:00／2日
目： 10：00～
17：30

受付中 アサーション＜自己表
現＞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？

ハラスメントって何だろう？その予防と法的リスクどのような言動がハラスメントになるのでしょ
う。それを放置すると、どんな法的リスクが起きるのでしょう。修復的司法とは？対話の会とは？
修復的司法の考え方と対話の会の進め方をＤＶＤやパワーポイント、事例を通じてわかりやすく
学びます。

修復的対話とは、職場・家庭・学校・地域などで起き
る様々な人間関係のトラブルを、進行役の介在のも
と、 上からの強制ではなく、当事者ひとりひとりの
自主性と問題解決能力で予防・克服しようと するこ
とを「修復的司法（対話）（Restorative Justice）」と
いいます。

18

https://www.tf
cc.jp/shuufuku

株式会社テクノファ

19021811

 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

19021808

19021809

（土・
日）

2019/2/23 10：00-17：00 不安、焦り、怒りなどを
解消する感情解放のテ
クニックEFT体験セミ
ナー

感情解放のテクニックEFT（イー・エフ・ティ－）は、安全・安心でなおかつ効果が高い心理療法
（セラピー）です。英国政府からは、「最も先端的な経絡セラピーの一つ」として認められているも
のです。　クライアントの悩みの仕組み「思考・感情・感覚」をひも解きながら、効果を体験・体感
します。

キャリアコンサルタントの方には、是非とも体験・体
感されることをお勧めします。認知行動療法との違
いを体感できます。今最先端のテクニックです。

18

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

(株)テクノファ

2019/3/2 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

東京
市ヶ谷

対話の学校　グルー
プ・ファシリテーション入
門

この講座は、米国のグループワークの専門家と日本のファシリテーションの専門家のコラボレー
ション企画です。グループワークの体験を通して、グループの中で「何が起きているのか」をしっ
かりと見る観察する力と「なぜ起きているのか？」を分析する力に焦点を当てて、グループの効
果を最大限活かすファシリテーションに必要な基本的かつ重要な理論の背景や技法、全体像を
学びます。

グループファシリテーションを新しく学びたいといっ
た方や、キャリア研修、大学のキャリア関連ワーク
ショップ,少人数のロープレの指導で参加者の反応
が鈍い、想定していた効果がみられないなど、どう
したらよいのか疑問に感じている方におススメで
す。

18

https://peatix.
com/event/59
0396

有限会社Cマインド

2019/3/3 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

東京
市ヶ谷

対話の学校　グルー
プ・ファシリテーション入
門

この講座は、米国のグループワークの専門家と日本のファシリテーションの専門家のコラボレー
ション企画です。グループワークの体験を通して、グループの中で「何が起きているのか」をしっ
かりと見る観察する力と「なぜ起きているのか？」を分析する力に焦点を当てて、グループの効
果を最大限活かすファシリテーションに必要な基本的かつ重要な理論の背景や技法、全体像を
学びます。

グループファシリテーションを新しく学びたいといっ
た方や、キャリア研修、大学のキャリア関連ワーク
ショップ,少人数のロープレの指導で参加者の反応
が鈍い、想定していた効果がみられないなど、どう
したらよいのか疑問に感じている方におススメで
す。

18

https://peatix.com/
event/591839　

有限会社Cマインド

19021810

19021804

19021807

2019/3/2 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

19021806

受講料　　　　　　　
*3

日本キャリア開発協
会

2019/3/16 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

19021801

 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。 
    https://www.career-cc.org/event/ 
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神奈川 土 2018/11/1 自 11,664 円

川崎 協 12,960 円

他 12,960 円 044-246-0910

東京 土 9:30-16:30 2019/1/15 自 12,690 円

代々木

他 17,770 円 03-6434-9130

東京 日 10:00-17:30 2018/10/3 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

神奈川 日 9:30-16:30 2019/1/10 自 14,000 円

桜木町
協 14,000 円

他 18,000 円 045-264-9521

神奈川 日 9:30-16:30 2019/1/10 自 21,000 円

桜木町
協 21,000 円

他 27,000 円 045-264-9521

東京 土・
日

10:00-17:00 2019/1/15 自 25,380 円

代々木

他 35,540 円 03-6434-9130

自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円

東京 （土・
日）

自 45,000 円

池袋 （月・
火）

協 45,000 円

他 45,000 円 03-3234-2965

東京 (日） 自 26,000 円

池袋 協 26,000 円

他 26,000 円 03-3234-2965

東京 2019/5/18 土 9:30-18:30 受付中 自 54,000 円

新橋 2019/6/1 土 9:30-18:30 協 円

他 67,500 円 03-3591-3569

関　西

大阪 土 10:00-17:00 2018/10/3 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

大阪 土 10:00-17:00 2018/10/3 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

大阪 日 10:00-17:00 2018/10/3 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

大阪 日 12:30-17:30 2018/10/3 自 6,100 円

協 8,500 円

他 8,500 円 03-6661-6222

大阪市 日 13:30-16:30 2019/1/14 自 2,000 円

中央区  協 3,000 円

産創館  他 3,000 円 06-4963-2357

19021822

2019
5/26

1日目：10:00
～17:00

受付中 アサーション＜自己表
現＞トレーニング　アド
バンスコース

日精研のアサーション＜自己表現＞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。そして自分の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」について、そして、それらのセッションをふまえてDESCを使いこなす練習をします。

 こんな方におすすめします
・DESCの考え方を身につけたい方
・より深くアサーションを学びたい方
・アサーティブな表現をさらに身につけたい方
・聴くということがどういうことか知りたい方
・自分の感情を確認し、アサーティブな表現に活か
したい方

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

19021823

2019
4/27・28
8/12・13

1日目：10:00
～18:30／2日
目： 9：30～
17：30

受付中 アサーション＜自己表
現＞トレーニング　実践
コース

日精研のアサーション＜自己表現＞トレーニング　ベーシックコース受講後に、「実践的な場面
（日常生活、職場等）でアサーションを実現する為の講座です。
日常生活でアサーティブに表現したいのにそれができないと感じている場面について、ロールプ
レイを行います。6人前後のグループになり、メンバー間でロール（役割）を決め、自分の課題に
納得できるまで取り組みます。

 こんな方におすすめします
・安全な場でアサーションの練習をしたい方
・苦手な場面を克服したい方
・ベーシックコースの学びを行動に結びつけたい方
・アサーティブな表現をもっと増やしたい方
・自分のコミュニケーションをよくしたい方

18

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

株式会社日本・精神
技術研究所

2019/3/17 ロゴセラピーを学ぶ～
フランクルの創設したロ
ゴセラピー～

ビクトール・フランクルの著書「夜と霧」を通じて多くの人に知られているロゴセラピーの入門講座
です。ロゴセラピーの理論に基づくPIL(いきがい)テストも体験しながら、ロゴセラピーを学びま
す。

参加費の他に、PIL（いきがい）テストの料金が別途
216円かかります。

180

http://jica-
kansai.jp/blog/
dept/members
/

一般社団法人日本
産業カウンセラー協
会関西支部

19021829

【CCA】キャリアカウン
セラーのための組織開
発講座（入門編）

キャリアコンサルタント資格を取得され、1対1の面接に加えて組織へのアプローチについても学
びたいと考える方を対象にした、「組織開発の基本と代表的な手法」を学習するための入門編で
す。いくつかのツールや個人ワーク、グループワークを通じて組織開発の基礎を学ぶことで、ご
自身をとりまく環境に合わせて「自分なりの組織開発ノウハウを創造するための扉を開く」ことが
目的です。（全2日間）

ツールの一つとして学んでいただく「キャリア風土診
断サーベイ」は、必要に応じて現場で自由に活用・
応用頂ける仕様になっています。

18

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

キャリアカウンセリン
グ協会

19021824

19021815

2019/3/16
10：30-17：30 人生100年 セカンドライ

フのデザイン－60才以
降の働き方と自分の出
番を今から作る－

セカンドライフセミナー導入編に続く、基本編の開催です。1日かけてキャリア開発、環境理解、
自己理解、シニアとしての自己の再定義への気づきと方向性を探ります。今の私の肯定的理解
を中心に、コミュニティへの気づきを深め、全体を通し、対話による、安全で安心な、進め方を行
います。

キャリアコンサルタントが将来に自信を持ってロー
ルモデルとなることが、いま求められている中、キャ
リアコンサルタント自身のセカンドライフを考えま
す。

18

https://www.tf
cc.jp/secondlif
ebasic

株式会社テクノファ

東京
市ヶ谷

対話の学校　グルー
プ・ファシリテーション入
門

この講座は、米国のグループワークの専門家と日本のファシリテーションの専門家のコラボレー
ション企画です。グループワークの体験を通して、グループの中で「何が起きているのか」をしっ
かりと見る観察する力と「なぜ起きているのか？」を分析する力に焦点を当てて、グループの効
果を最大限活かすファシリテーションに必要な基本的かつ重要な理論の背景や技法、全体像を
学びます。

グループファシリテーションを新しく学びたいといっ
た方や、キャリア研修、大学のキャリア関連ワーク
ショップ,少人数のロープレの指導で参加者の反応
が鈍い、想定していた効果がみられないなど、どう
したらよいのか疑問に感じている方におススメで
す。

18

https://peatix.
com/event/59
1844

有限会社Cマインド

19021821

2019/4/20 土 14:00-17:00 2019/2/5

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

日本キャリア開発協
会

19021817

あり 19021818

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。１日で学ぶ集中コース
です。

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。

15名

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/2
74/?utm_source=cm
l&utm_medium=cmag
a&utm_campaign=v2
a

2019/3/30-
31

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。

24

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/20190330_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

19021820

2019/3/16 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、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/20190316_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

19021816

2019/3/17 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

2018/3/17 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

19021828

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

19021826

2018/3/3 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

19021827

2019/3/2 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

19021825

2018/3/2 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。

2019/3/17 【個人と企業を活か
す】、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日で学びます。講師は、航空会社にて
新規プロジェクト立ち上げ、人材育成に取り組まれた講師や、企業の人事本部にてキャリア形
成支援に取り組み、グッドキャリア企業アワード大賞を受賞された講師など豊富な講師陣です。

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

2019/3/24 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）

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/2
74/?utm_source=cm
l&utm_medium=cmag
a&utm_campaign=v2
a

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

あり 19021819

15名
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九　州

福岡 土 10:00-17:00 2018/10/3 自 15,500 円

協 21,700 円

他 21,700 円 03-6661-6222

福岡 2019/6/15 土 9:30-18:30 受付中 自 54,000 円

博多

2019/6/16 日 9:30-18:30 協 円

他 67,500 円 03-3591-3569

全　国

全国 【映像版】
120日間視
聴可能

300分（5時
間）

受付中 著者の杉山崇教授によ
る『キャリア心理学ライ
フデザイン・ワークブッ
ク』講座【映像版】

動機づけが低い、主体性がない、不安で焦るばかり、他罰的で自分の問題として
人生に向き合えない…そんなクライエントの対応に困った経験はありませんか？
実は心理学の「動機づけの方程式」に基づいて面接を行えば、誰にでも効果的な
支援ができるようになります。動機づけの方程式は日本のキャリア支援ではほと
んど活用されていません。しかし、キャリア・アンカー、RIASECモデル、計画さ
れた偶発性…等など、実はほぼすべてのキャリア理論はこの方程式に対応してい
るのです。『キャリア心理学ライフデザイン・ワークブック』を教材に、レクチャ
ーと実践ワークで、支援が難しいクライエントを上手に導く方法を身につけます。

『キャリア心理学ライフデザイン・ワークブック』の著
者である、神奈川大学人間科学部教授である杉山
教授によるプレミア講座です。受講費には本書　
(2,160円）が教材代として含まれます。

自 24,840 円

https://emca.or.jp/career/contents/contents03_special_seminor

リカレント　03-5368-
3880

19021832

全国

120分 受付中 自 10,000 円

協 円

他 12,000 円 03-5368-3880

全国

240分 受付中 自 20,000 円

協 円

他 24,000 円 03-5368-3880

全国

240分 受付中 自 20,000 円

協 円

他 24,000 円 03-5368-3880

全国

240分 受付中 自 20,000 円

協 円

他 24,000 円 03-5368-3880

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 246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

【CCA】キャリアカウン
セラーのための組織開
発講座（入門編）

キャリアコンサルタント資格を取得され、1対1の面接に加えて組織へのアプローチについても学
びたいと考える方を対象にした、「組織開発の基本と代表的な手法」を学習するための入門編で
す。いくつかのツールや個人ワーク、グループワークを通じて組織開発の基礎を学ぶことで、ご
自身をとりまく環境に合わせて「自分なりの組織開発ノウハウを創造するための扉を開く」ことが
目的です。（全2日間）

ツールの一つとして学んでいただく「キャリア風土診
断サーベイ」は、必要に応じて現場で自由に活用・
応用頂ける仕様になっています。
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https://www.career
-
npo.org/learning/lin
eup/odtraining.html

キャリアカウンセリン
グ協会

19021831

19021830

【映像版】
120日間視
聴可能

クライエントの無限の可
能性を最大限に引き出
すコーチングアプロー
チ①②【映像版】

もっと自分にはできることがあるはずだ、と思っている人や、支援者として今、力が発揮できずに
いる人や、今までいろいろな手立てを打ったけれど、症状や状況が改善しないクライエントのた
めに。最新の認知科学を利用し、成功している世界のトップたちが実践している上手なマインド
（脳と心）の使い方を身につける。カウンセリングの中でいかにコーチングエッセンスを取り入れ
るかもお伝えする。 ① 過去はいらない。スコトマを外す ② エフィカシーを上げる【映像版で都合
に合わせて①②いつでも視聴可能】

支援者としてクライエントに、自分の可能性を拓き、
なりたい自分へなっていただくために。そしてご自身
もそうであるように。担当講師：上杉絵理香先生（苫
米地式コーチング・プロフェッショナルコーチ）　

https://www.recurre
nt.co.jp/growup/ent
ry/

リカレント

19021836

リカレント【映像版】
120日間視
聴可能

主訴の本質に迫るカウ
ンセリングメソッド　－
事例とロールプレイで 
学ぶ具体的展開へのプ
ロセス①②【映像版】

キャリアコンサルタントにありがちなカウンセリングの失敗（中断）事例を素材に、カウンセラーが
どのようにズレて しまったのか、どこで何に気づき、どうすればよかったか、ロールプレイも含め
て展開する。 クライエントの物語を科学的に読み解き、包括的に アプローチするための「パーソ
ナリティの3次元モデル」と「カウンセリングの３steps」のノウハウを実践に落とし込んで、2回シ
リーズで展開。受講者の相談力30%upが目標。【映像版で都合に合わせて①②いつでも視聴可
能】

国も認める研究者・キャリア支援の実践者の、研究
知見とケースから事例を提示、ロールプレイを通し
て、具体的にカウンセリングをどう展開していくかの
プロセスを学べるプレミア講座です。　担当講師：杉
山　崇先生（神奈川大学教授） https://www.recurre

nt.co.jp/growup/ent
ry/

19021835

【映像版】
120日間視
聴可能

産業社会心理学で組
織・個人を診断する方
法　－やる気スイッチの
取説①②【映像版】

産業社会心理学は、組織や個人の生産性の向上、組織改革にも抜群の効力を発揮する、お宝
知識。　企業内コンサルティングには、組織を診る力と従業員のモチベーション向上スキル、
リーダーシップ論が必須＜1回目＞組織を診断する方法　＜2回目＞個人を診断する方法の２
回構成。２つの講座で「組織と個人を診断しながら、いかに従業員のやる気スイッチをＯＮにす
るか」を、取説のごとく詳しく解説、現場への柔軟な対応力を養う。【映像版で都合に合わせて①
②いつでも視聴可能】

国も認める心理学者・キャリア支援の実践者による
産業社会心理学。産業界での活動だけでなく、 個
人の業績アップにも役立つ、キャリアコンサルタント
には必須の知識・ノウハウです。　担当講師：杉山　
崇先生（神奈川大学教授） https://www.recurre

nt.co.jp/growup/ent
ry/

リカレント

19021834

【映像版】
120日間視
聴可能

産業医が語る「会社で
起こった困った出来事
をめぐって―職場の発
達障害やメンタル不
全、コンプライアンス…
組織と個人を活かすた
めの理解と対応【映像
版】

職場で起こるメンタルの困りごと、その理解と対応を精神科産業医が詳しく教える【テーマ】 ・
今、一番の困りごとである職場の発達障害-その理解と適切な対応とは？（本人のと職場の支
援の両面から）  ・健康経営の特効薬  ・医師の診断書の謎（他では絶対に聴けません）  ・優れ
た人材マネジメントの感性とは？ ・・・企業内キャリアコンサルティングを行う方々にぜひ学んで
ほしい、産業現場の対応スキルが格段アップすること間違いなしの実践講座。【映像版で都合
に合わせていつでも視聴可能／お申込後、視聴用URLをお知らせします。プリント教材は別途
送付】

これからのキャリアコンサルタントはメンタル問題
（精神疾患）が扱えないと、どの領域でも仕事になら
ない。企業を知り尽くした産業医による目からウロコ
の実践講座です。担当講師：精神科医産業医・Dr.
櫻小路岳文（日本最大手ファーストフード企業はじ
め6社もの産業医を務める）

https://www.recurre
nt.co.jp/growup/ent
ry/

リカレント

19021833

19021837

19021842

19021845

19021844

19021841

19021838

19021843

19021840

19021839

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。

自
協
他

3,000 円

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

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

https://nsgk.e
manabu.jp/

180日間視
聴可能

3,000 円

5,000
https://nsgk.e
manabu.jp/

自
協
他

3,000

180日間視
聴可能

180日間視
聴可能

https://nsgk.e
manabu.jp/

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

株式会社 日本・精
神技術研究所

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

株式会社 日本・精
神技術研究所

12,000 円

自
協
他

【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」

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。

 【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

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

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～ 」

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」

2019/3/16 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

株式会社 日本・精
神技術研究所

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

キャリアコンサルティ
ング協議会

90日間視聴
可能

受付中 <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

https://career-
cc.emanabu.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。

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。

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。

円

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。

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

株式会社 日本・精
神技術研究所

円

https://nsgk.e
manabu.jp/

12,000

自
協
他

12,000

株式会社 日本・精
神技術研究所

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。

自
協
他

https://nsgk.e
manabu.jp/

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

https://nsgk.e
manabu.jp/

自
協
他

円

自
協
他

円

https://nsgk.e
manabu.jp/

円

3,000

株式会社 日本・精
神技術研究所
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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

19021846

19021851

19021850

19021845

19021849

19021848

19021847

90日間視聴
可能

60日間視聴
可能

担当講師
田中春秋先生

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

キャリアコンサルティ
ング協議会

180日間視
聴可能

受付中 <e-Program>
体験！グループスー
パービジョン

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

担当講師
宮城まり子先生

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

キャリアコンサルティ
ング協議会

90日間視聴
可能

受付中 <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>
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
－

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。

「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

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

担当講師
文川実先生

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

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

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

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

担当講師
山田省三先生

60日間視聴
可能

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

【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）

担当講師
文川実先生

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

キャリアコンサルティ
ング協議会

60日間視聴
可能

受付中

60日間視聴
可能

受付中 <e-Program>
労働法・社会保障制度
の実務知識＜労働法
編＞

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
山田省三先生

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

キャリアコンサルティ
ング協議会

受付中 <e-Program>
カウンセリング理論の
解説Part１-2

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

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