
継続学習支援サービス　対象講座一覧 更新日 2019/3/15

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 木 19:00-21:00 受付中 自 0 円

新橋

協 0 円

他 0 円 03-3591-3569

東京 （土
また
は
日）

自 5,400 円

市ヶ谷
飯田橋
九段下

協 5,400 円

他 5,400 円

神奈川 水 18:30-21:30 2019/3/1 自 14,000 円

桜木町

協 14,000 円

他 18,000 円 045-264-9521

土 14:00-17:00 受付中 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円

東京 自 36,000 円

池袋

協 36,000 円

他 36,000 円 03-3234-2965

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 9:30-16：30 2019/2/15 自 12,960 円

代々木

円

他 18,100 円 03-6434-9130

東京 9:30-16:30 2019/2/15 自 12,960 円

代々木

他 18,100 円 03-6434-9130

2019/5/13 月 18:30-21:30 ４月上旬 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円

神奈川 土 9:30-16:30 2019/3/1 自 14,000 円

桜木町
協 14,000 円

他

18000 円 045-264-9521

東京 2019/5/18 土 9:30-18:30 キャンセル待
ち

自 54,000 円

新橋

2019/6/1 土 9:30-18:30 協 円

他 67,500 円 03-3591-3569

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

東京 土 9:30-16:30 2019/2/15 自 14,260 円

23区内

他 18,500 円 03-6434-9130

東京 自 26,000 円

池袋

協 26,000 円

他 26,000 円 03-3234-2965

東京 土 9:30-16:30 2019/3/15 自 14,260 円

23区内

他 18,500 円 03-6434-9130

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

2019/5/18

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

19031506

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

19031514

(日）

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

月・
祝

2019/5/6 国家資格CC試験対策
講座<<面接実習>>1期
-1

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としての心構え、態度の習
得、(2)CC役、相談者役など様々な役割を体験し、キャリアコンサルティングのあり方の理解、
（3）ロールプレイを通して面談スキルの向上等。
※同講座を複数回開催しますが、ロールプレイケースはそれぞれ異なります。

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

19031502

（金）

2019
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？

 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

19031505

（土・
日）

2019/
3/30,31,
6/30,7/14　　
　　　
4/5,5/10,24,
31

土日：
13:00～
15:00/15:30～
17:30
金：
19:00～21:00
※1講座（2時
間）から
参加可能

受付中

2019/4/17・
24

【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。

30

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/2
74/?utm_source=cm
l&utm_medium=cmag
a&utm_campaign=v3
a

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

あり 19031503

【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。

30

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/2
74/?utm_source=cm
l&utm_medium=cmag
a&utm_campaign=v3
a

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

あり 19031510

2019/3/28 【無料説明会】
 【CCA】スーパーバイ
ザー養成・認定プログ
ラム

「【CCA】スーパーバイザー養成・認定プログラム」（筑波大学・キャリアカウンセリング協会の共
同研究による）の無料説明会です。
ゆくゆくは指導者になりたい方、キャリアコンサルティング技能士1級をお持ちの方もぜひお気軽
にご参加ください。「スーパービジョンとは？」やキャリアコンサルタントの国家資格化による社会
の動き、それに伴うスーパーバイザー（指導者）の今後の動向、ご受講までの流れやプログラム
内容等をご説明いたします。

当日は、プログラムにもご登壇いただく筑波大学 名
誉教授 渡辺三枝子先生に「スーパーバイザーの役
割について」を解説していただきます。ご不明点は
その場で直接ご質問していただけます。

https://www.c
areer-
npo.org/learni
ng/lineup/sup
ervisor.html

キャリアカウンセリン
グ協会

19031501

【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

19031511

2019/5/18
（土）～
10/13（日）
全14日間

 【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。

16

https://www.c
areer-
npo.org/learni
ng/lineup/sup
ervisor.html

キャリアカウンセリン
グ協会

19031512

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://www.f
acebook.com/
SchoolofDialog
ue/

有限会社Cマインド

19031509

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

19031504

2019/4/20

一般社団法人　日本
産業カウンセラー協
会　東京支部　キャ
リア関連講座部

19031515

受講料　　　　　　　
*3

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

2019/5/5 国家資格CC試験対策
講座<<論述実習>> 1期

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
※6月8日開催の同名講座と同じ内容です。

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/2019-u-011

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/2019-u-021

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

2019/5/25 2級CC試験対策講座 
論述実習 前期

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。6月1日開催と同内容。

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

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/2019-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

2019/6/1 2級CC試験対策講座 
論述実習 前期

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25日開催と同内容。

19031507

19031508

19031513

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/2019-u-202

 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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東京 土 9:30-16：30 2019/3/15 自 12,960 円

代々木

円

他 18,100 円 03-6434-9130

東京 日 9:30-16:30 2019/3/15 自 12,960 円

代々木

他 18,100 円 03-6434-9130

日 14:00-17:00 ４月上旬 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円

神奈川 火 18:30-21:30 2019/4/1 自 21,000 円

桜木町 協 21,000 円

他

27000 円 045-264-9521

東京 土 9:30-17:00 2019/3/15 自 15,440 円

23区内

他 20,000 円 03-6434-9130

東京 日 9:30-17:00 2019/3/15 自 15,440 円

23区内

他 20,000 円 03-6434-9130

東京 土 9:30-17:00 2019/3/15 自 15,440 円

23区内

他 20,000 円 03-6434-9130

東京 日 9:30-16:30 2019/3/15 自 12,960 円

23区内

他 18,100 円 03-6434-9130

金 18:30-21:30 14:00-17:00 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円

土 14:00-17:00 14:00-17:00 自 5,000 円

協 5,000 円

他 5,000 円

関　西

大阪市 土 13:30-16:30 2019/2/14 自 2,000 円

中央区

 協 3,000 円

産創館

 他 3,000 円 06-4963-2357

九　州

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

19031525

2019/6/18・
25

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。夜間を利用して2回に分
けてじっくりと学ぶコースです。

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

http://kanagawa-
c.jp/publics/index/2
74/?utm_source=cm
l&utm_medium=cmag
a&utm_campaign=v3
a

一社）日本産業カウ
ンセラー協会神奈川
支部

あり 19031519

2019/4/13 知っておくべき雇用をめ
ぐる法律関係～近時の
判例、法改正を踏まえ
～

労働基準法、労働契約法、労災保険・・・等々。雇用に関する法律や制度は多岐にわたります。
これら法律と就業規則の関係は? 個別の雇用契約との関係は?分かるようで分かっていない雇
用をめぐる法関係を整理し、あわせて近時の法改正、判例の動向を解説します。講師は法円坂
法律事務所 弁護士 乕田喜代隆様・松山純子様です。

乕田先生は、身近な法律化としての幅広さを大事
に、役職を務めた経験を生かし中小企業の相談を
されています。

180

http://jica-
kansai.jp/lectu
re/dept/memb
ers

一般社団法人日本
産業カウンセラー協
会関西支部

19031526

東京
市ヶ谷

2019/8/17 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://www.f
acebook.com/
SchoolofDialog
ue/

有限会社Cマインド

19031518

東京
市ヶ谷

2019/7/12 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://www.f
acebook.com/
SchoolofDialog
ue/

有限会社Cマインド

19031524

東京
市ヶ谷

2019/6/9 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://www.f
acebook.com/
SchoolofDialog
ue/

有限会社Cマインド

2019/6/30 国家資格CC試験対策
講座<<面接実習>>1期
-3

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としての心構え、態度の習
得、(2)CC役、相談者役など様々な役割を体験し、キャリアコンサルティングのあり方の理解、
（3）ロールプレイを通して面談スキルの向上等。
※同講座を複数回開催しますが、ロールプレイケースはそれぞれ異なります。

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/2019-u-023

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

19031523

2019/6/29 2級CC試験対策講座 
面接実習 前期-2

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。6月23日開催と同内容。

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

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/2019-u-262

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

19031522

2019/6/23 2級CC試験対策講座 
面接実習 前期-1

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。6月29日開催と同内容。

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

25

https://www.c
ounselor-
tokyo.jp/cours
e/2019-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

19031521

2019/6/22 2級CC試験対策講座 
面接試験 ケース（事
例）検討 前期

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/2019-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

19031520

2019/6/9 国家資格CC試験対策
講座<<面接実習>>1期
-2

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としての心構え、態度の習
得、(2)CC役、相談者役など様々な役割を体験し、キャリアコンサルティングのあり方の理解、
（3）ロールプレイを通して面談スキルの向上等。
※同講座を複数回開催しますが、ロールプレイケースはそれぞれ異なります。

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/2019-u-022

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

19031517

2019/6/8 国家資格CC試験対策
講座<<論述実習>> 1期

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
※5月5日開催の同名講座と同じ内容です。

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/2019-u-012

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

19031516

19031529

https://nsgk.e
manabu.jp/

180日間視
聴可能

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

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

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」

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

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
自
協
他

株式会社 日本・精
神技術研究所

【Web講座】
日精研クラウド学院
「カウンセリングとは何
か」

株式会社 日本・精
神技術研究所

【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

19031527

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

19031528
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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

19031533

19031535

19031532

19031534

19031531

19031530

https://nsgk.e
manabu.jp/

180日間視
聴可能

https://nsgk.e
manabu.jp/

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
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【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
「ＰＣＡＧＩＰ法とは何か」

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

円

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

180日間視
聴可能

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。

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

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。
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