
・厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習の開催情報を一覧で提供いたします。
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。
・公開予定日に受付中またはこれから受付を開始するものの一覧で、すでに終了しているものや定員となり募集していないものは掲載していません。
・受付のステータスはリスト公開予定日時点のものですので、最新の募集状況については、各主催団体にお問い合わせください。

・データは全国を8の地域ごとに分け、地域内で日付順に掲載しています。
・知識講習については水色、技能講習については白色のセルで表示しています。
・複数日にまたがる講習については、初日の開催日の日付を基に掲載しています。
・同日に開催される講習については、主催団体名の五十音順に掲載しています。

厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

この一覧につきまして、ご不明な点がございましたら、

下記連絡先までお問い合わせください。

【お問い合わせ】

キャリアコンサルタント登録センター

E-mail: touroku@career-cc.org

TEL: 03-5402-5120  FAX:03-5402-3388

(9:30〜12:00、13：00〜17:00、土日祝日・夏期休

暇・年末年始休暇を除く)

※メールでのお問い合わせの際には、件名に【更新講習情報

についての問い合わせ】とご記入の上送信してください。



厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

北海道地区

技
ツールの

理解・活用
7 北海道 札幌 2018/2/24 土 9:30-17:30 受付中

ＣＭＣＡ更新講習（技能編）アセスメントツールに
ついての理解・伝え方

アセスメントツールは、自己理解の為のツールだけではなく、きっかけ作りや、クラ
イエントとの関係を深めるツールとしても有効です。15分ほどで出来るアセスメント
ツールを実際に受けてもらい、アセスメントツールの仕組みや伝え方を理解しワー
クを通して応用できるよう学んでいただきます。

キャリアコンサルタントとして自分の得意なツー
ルを持っていることは有用です。1つのアセスメン
トツールを例として、様々に応用が利く考え方・理
解を促します。

20 ¥26,000
http://www.cmcajap
an.net/renewal/inde
x.htm

特定非営利活動法人
日本キャリア・マネージメント・
カウンセラー協会
(03-3537-9600)

技 領域共通 7 北海道 2018/3/17 土 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 北海道 2018/3/17 土 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
特定層支

援
7 北海道 2018/3/25 日 13:30-17:00 2017/6/1

KT02 技能講習（対象者別キャリアコンサルティン
グ）②ミドルシニア

ミドル・シニア層のキャリア支援をする上で必要な、ミドル・シニア層のキャリア上の
特徴や課題などを講義により把握します。
その上で、同対象者に対する効果的な支援について、ワークシートを活用しながら
キャリアコンサルティングを行う演習を通じて習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KT
02.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

東北地区

技 事例検討 6 宮城 仙台 2018/2/11 日祝 9:30-17:00 2018/1/1
一般社団法人日本産業カウンセラー協会キャリア
コンサルティング事例検討「キャリアの転機」（技
能講習）

キャリアの転機を対象としたキャリアコンサルティングの場面での事例を検討する
ことにより、キャリアの転機に直面した相談者の抱える課題を理解し、キャリアコン
サルタントの専門家にふさわしい見識と実践的な力を身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.jaico.cc/
koushin/

（一社）日本産業カウンセラー協会
東北支部(022-715-8114)

技 領域共通 7 宮城 2018/2/25 日 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 宮城 2018/2/25 日 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 7 福島 2018/3/3 土 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 福島 2018/3/3 土 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

関東地区

技 領域共通 11 東京 新橋

2018/1/10-
3/14

※1/24、
1/31、2/28

は除く

水 19:00-20:30 受付中
【CCA】カウンセリング心理学に学ぶ基礎技能向
上講座

【平日（水曜日）夜　90分　7回シリーズ】
キャリアコンサルティングの源である「カウンセリング心理学」の歴史や現在に至る
潮流を第一人者である渡辺三枝子先生より学び、その中で学習する知識や理論を
活かして、キャリアコンサルタントとして自分らしく、主体的に判断ができるようにな
るための基礎を身に着けていただく講座です。

前半：「カウンセリング心理学の歴史、概念、理
念、キャリアカウンセラーならではの独自性（特
徴的な機能と働き方）、重要な理論」といった基
礎を講義形式で学びます。
後半：前半で学んだことを踏まえたケーススタ
ディの形式で学びます。

20 ¥86,250 自： ¥69,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/psychology.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/01/12 金 10:30-13:30 受付中
カウンセリング能力向上講座(入門編)クライアント
とのかかわり技法と 応答技法(技能講習)

面談導入部分での信頼関係構築の構造を徹底的に見直し、クライアントが安心し
て話せる5メッセージ理論を学びます。ロールプレイに重点を置き相談者に応じた
対応や応用ができ、コンサルタントとしての強み・特徴が活かせる技能を磨きま
す。関係構築力が弱いと思われている方にお薦めです。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中しロープレを最後まで経験し
ます。短時間で自己の弱点を見極め実践力を飛
躍的にあげます◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/01/12 金 14:30-17:30 受付中
カウンセリング能力向上講座(応用編)カウンセリン
グ課程における対決 技法と行動支援技法(技能
講習)

面談中盤からクライアントの潜在化している矛盾点を顕在化させ素直に自己と向
き合い、目標の設定・行動計画の作成・行動化への準備で行動変容を促す技法を
習得します。クライアントに応じた柔軟性と対応力を実践的 なロールプレイで習得
し、行動変容の技能向上につなげます。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中できます。ロープレは面接中
盤からの設定でCLの行動支援につなげ、実務経
験の少ない方にもすぐに役立つ実践力を習得し
ます。◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技 領域共通 7 栃木 2018/1/13 土 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 栃木 2018/1/13 土 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
https://www.career-npo.org/learning/lineup/psychology.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/psychology.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/psychology.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/psychology.html
http://www.pridelimited.com/koushin/
http://www.pridelimited.com/koushin/
mailto:info@pridelimited.com
mailto:info@pridelimited.com
mailto:info@pridelimited.com
mailto:info@pridelimited.com
http://www.pridelimited.com/koushin/
http://www.pridelimited.com/koushin/
mailto:info@pridelimited.com
mailto:info@pridelimited.com
mailto:info@pridelimited.com
mailto:info@pridelimited.com


厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

技 領域共通 12 東京 九段下
2018/1/14
2018/1/27

日
土

2018/1/14
（日）

10:00-17:30
2018/1/27

（土）
10:00-17:30

受付中
キャリアコンサルタントの基本技能と面接の進め
方（技能講習）

当社の技能講習の特徴は、長年、心理臨床の現場で40年以上、カウンセリング
ルームを運営してきたノウハウを最大限に活かし、 本当に実践の場で利用できる
技能を学べることです。
現場での面接の実践家を中心としたキャリア開発のプロによる講座で学ぶことで、 
自身のキャリアコンサルタントとしてのスキルアップに活用ください。 キャリアコン
サルタントに必要な「本格的なカウンセリング」を学ぶなら本講座をおススメしま
す。

講座のねらい
・キャリアコンサルタントとして必要なカウンセリン
グ技能の維持・向上
・ 基本的傾聴スキルの習得
・ 相談全体のマネジメントの向上
・ 実践スキルの習得
・ 面談技術の向上

18 ¥16,875 非： ¥18,225
http://www.nsgk.co.j
p/sv/kouza/cc/

株式会社
 日本・精神技術研究所
(03-3234-2965)
kouza@nsgk.co.jp

技
特定層支

援
6 東京 新宿 2018/1/20 土 10:30‐17:30 2017/11/27

ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-生活困窮者自立支援現場に学ぶ実践
カウンセリング講習-

講義を通して、生活困窮者を取り巻く現状、及び生活困窮者自立支援員に求めら
れる基本倫理、就労支援のあり方等を習得します。一方、事例問題を通してワーク
を行い、キャリアコンサルタントの陥りがちな思考・態度、キャリコンサルタントの視
点から見た相談者の就労阻害要因それらに対する方策のあり方などを検討しま
す。

生活保護受給者を含む生活困窮者自立支援を
行うために基礎的な視点や考え方を身につけ、
他の社会的弱者の自立支援に携わる可能性の
ある方にも有効です。全時間通学講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou2.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技 事例検討 6 神奈川 川崎 2018/1/20 土 10:00-17:00 受付中 事例の分析によるカウンセリング能力向上講座 

専門能力の向上のために事例を逐語制作し た上で講師から指導を受けます。　
グループで行うことによって、他のキャリアコンサルタントのあり様、応答の仕方、
問題のとらえ方、解決の方法あるいは介入の仕方、面談のマネジメントなどを学ぶ
ことができ、自身の面接の幅、力量をあげることができます。

対象者：キャリアコンサルティング実務の経験を
有し、また提出できる事例を持っていることが必
要です 6 ¥22,000 自： ¥19,800

http://www.tfcc.jp/t
c12h

(株)テクノファ
(044-246-0910)

技
ツールの

理解・活用
7 東京 2018/1/20 土 10:00-17:00 2017/6/1

KC09 技能講習（カウンセリング）
⑨自己理解支援ツールの体験とアプローチの習
得Ｂ＜すごろくゲーム・社会人版の活用＞

キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングにおいて重要な要素の一つであ
る、自己理解支援方法について、「人生すごろく『金の糸』」（社会人版）という自己
理解ツールを活用したアプローチを体験から学ぶプログラムです。

■通信講座※自宅学習(1時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(6時間) 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
09.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

知 - 8 東京 水道橋 2018/1/21 日 10:30‐15:45 2017/11/20
ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
知識講習

基本的に抑えておきたい事項とタイムリーな話題や新たに知っておくべき事柄など
を、ＤＶＤと通学講座の組合せで効率よく学習いただけます。法改正等があった場
合、既受講者の方へも資料をお届けするなど早めのご受講でも安心して取り組ん
でいただけます。

キャリア教育学校教育とメンタルヘルスは通学講
座で行います。当団体のＨＰでもご案内していま
すので、是非ご覧下さい。 30 ¥15,000

自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/index.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技 教育領域 6 東京 水道橋 2018/1/21 日 10:00-17:00 受付中
技能講習「就職活動支援のためのエントリーシー
ト活用」

企業の採用の実情を踏まえ、採用試験に通過するエントリーシートの構造を理解
し、その作成に必要なカウンセリングスキル、シート添削スキルを学びます。

20 ¥15,000

http://www.o-
hara.ac.jp/best/care
er-
consultant/course/u
pdate.html

大原学園　就職支援センター
（03-3237-7023）

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/01/22 月 10:30-13:30 受付中
カウンセリング能力向上講座(入門編)クライアント
とのかかわり技法と 応答技法(技能講習)

面談導入部分での信頼関係構築の構造を徹底的に見直し、クライアントが安心し
て話せる5メッセージ理論を学びます。ロールプレイに重点を置き相談者に応じた
対応や応用ができ、コンサルタントとしての強み・特徴が活かせる技能を磨きま
す。関係構築力が弱いと思われている方にお薦めです。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中しロープレを最後まで経験し
ます。短時間で自己の弱点を見極め実践力を飛
躍的にあげます◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/01/22 月 14:30-17:30 受付中
カウンセリング能力向上講座(応用編)カウンセリン
グ課程における対決 技法と行動支援技法(技能
講習)

面談中盤からクライアントの潜在化している矛盾点を顕在化させ素直に自己と向
き合い、目標の設定・行動計画の作成・行動化への準備で行動変容を促す技法を
習得します。クライアントに応じた柔軟性と対応力を実践的 なロールプレイで習得
し、行動変容の技能向上につなげます。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中できます。ロープレは面接中
盤からの設定でCLの行動支援につなげ、実務経
験の少ない方にもすぐに役立つ実践力を習得し
ます。◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技
ツールの

理解・活用
3 東京 新橋 2018/1/25 木 19:00-22:00 11月下旬 【CCA】ビジネススキルチェックシート活用セミナー

当協会にて開発された「ビジネススキルチェックシート」は、興味・関心・価値観など
の自己理解に加えて、能力・適性の自己認識を促進できる新しい切り口のツール
です。講習では、シートの活用を目標に、講義の他、受講者自身がセルフチェック
を行い、結果を元にペアセッションを体験します。

社会人経験3年以上の方の支援を行っている方
または行いたい方、自己理解を促進する活用
ツールを増やしたい方、ツールを使って社内キャ
リア相談等を実施したい方におすすめです。

20 ¥5,750 自： ¥4,600

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/bskill.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 17 東京 新橋
2018/1/27
2018/1/28

土
日

9:30-18:30 11月下旬
【CCA】キャリアコンサルティング実践講座
（総合編）

キャリアコンサルティングの関係構築から面接終了までの全プロセスにおいて、熟
練レベルの実践技能を磨きます。
● 相談者との関係構築 ● 相談者の抱えている問題の把握 ● 問題に対する目
標設定 　● 方策の具体的な提示  を実践できるようになる事を目標とした２日間
の講座です。

18 ¥30,000 自： ¥24,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/practice3.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 特定技法 6 神奈川 川崎 2018/1/27 土 10:00-16:00 受付中 ストレスコーピングを活用した面接実技講習

ストレスの理解、ストレスコーピングの具体的な方法など、　いま求められている現
場に即した知識と対応を学びます。 　キャリアコンサルティングの面接でクライエン
トのストレス状態を理解すること、　ストレス状態の解消に寄与することで、クライエ
ントの仕事生活の向上に貢献します。

講師は小澤康司、立正大学心理学部教授/日本
産業カウンセリング学会会長、日本キャリア・カ
ウンセリング研究会会長が直接指導します。 20 ¥18,000 自： ¥16,200

http://www.tfcc.jp/tc1
4

(株)テクノファ
(044-246-0910)

技 企業等 6 東京 水道橋 2018/1/28 日 10:30‐17:30 2017/11/20
ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-企業内キャリア形成支援の為の実践カ
ウンセリング 講習-

中小企業内キャリア形成支援のためのカウンセリングの実情と特性を理解し、事
例検討を通して、基本的な視点と面接応答力を習得し、中小企業内キャリアコンサ
ルティングに必要な実践的面接力をオリジナルロールプレイングを通して磨きま
す。

中小企業内キャリアコンサルティングの環境、諸
条件に柔軟に対応し、円滑な面接と相談者の支
援を目指す方にお薦めの講習です。全時間通学
講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou1.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技
特定層支

援
7 東京 2018/2/1 木 14:00-17:30 2017/6/1

KT02 技能講習（対象者別キャリアコンサルティン
グ）②ミドルシニア

ミドル・シニア層のキャリア支援をする上で必要な、ミドル・シニア層のキャリア上の
特徴や課題などを講義により把握します。
その上で、同対象者に対する効果的な支援について、ワークシートを活用しながら
キャリアコンサルティングを行う演習を通じて習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KT
02.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 教育領域 6 神奈川 横浜 2018/2/3 土 10:00-17:00 受付中
技能講習「就職活動支援のためのエントリーシー
ト活用」

企業の採用の実情を踏まえ、採用試験に通過するエントリーシートの構造を理解
し、その作成に必要なカウンセリングスキル、シート添削スキルを学びます。

20 ¥15,000

http://www.o-
hara.ac.jp/best/care
er-
consultant/course/u
pdate.html

大原学園　就職支援センター
（03-3237-7023）

技 特定技法 4 東京 九段下 2018/2/3 土 13:00-17:30 受付中
【日精研】演習で学ぶキャリア・ストーリーインタ
ビューの実践（技能講習）

サビカス理論（ナラティブ・キャリア・カウンセリング）の基礎を学びながら、 キャリ
ア・ストーリーインタビューの実践方法を学べる講座です。
インタビューでは人生のテーマや現在の転機について意思決定できるような情報
を与える トピックについて深く聴いていきます。過去の体験と現在の状況をつな
げ、より深く人生を見直すような体験を カウンセラーとクライエントで作り上げてい
きます。 

講座のねらい
・サビカス理論（ナラティブ・キャリア・カウンセリ
ングの理論）の基礎を学ぶ
・ペアワークなどを通じて、サビカス理論の実践
法を学ぶ
・ 自分自身のキャリア・ストーリーを描く

20 ¥15,000 非： ¥16,200
http://www.nsgk.co.j
p/sv/kouza/cc/

株式会社
 日本・精神技術研究所
(03-3234-2965)
kouza@nsgk.co.jp
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厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/02/10 土 10:30-13:30
開催２ヶ月前

から受付
カウンセリング能力向上講座(入門編)クライアント
とのかかわり技法と 応答技法(技能講習)

面談導入部分での信頼関係構築の構造を徹底的に見直し、クライアントが安心し
て話せる5メッセージ理論を学びます。ロールプレイに重点を置き相談者に応じた
対応や応用ができ、コンサルタントとしての強み・特徴が活かせる技能を磨きま
す。関係構築力が弱いと思われている方にお薦めです。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中しロープレを最後まで経験し
ます。短時間で自己の弱点を見極め実践力を飛
躍的にあげます◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/02/10 土 14:30-17:30
開催２ヶ月前

から受付

カウンセリング能力向上講座(応用編)カウンセリン
グ課程における対決 技法と行動支援技法(技能
講習)

面談中盤からクライアントの潜在化している矛盾点を顕在化させ素直に自己と向
き合い、目標の設定・行動計画の作成・行動化への準備で行動変容を促す技法を
習得します。クライアントに応じた柔軟性と対応力を実践的 なロールプレイで習得
し、行動変容の技能向上につなげます。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中できます。ロープレは面接中
盤からの設定でCLの行動支援につなげ、実務経
験の少ない方にもすぐに役立つ実践力を習得し
ます。◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技 特定技法 7 東京 2018/2/11 日 13:30-17:00 2017/6/1
KC06 技能講習（カウンセリング）⑥ナラティブ・
キャリアカウンセリング

ナラティブ・アプローチを取り入れたキャリアカウンセリング、「ナラティブ キャリアカ
ウンセリング」について解説。
理論の背景や手法、サビカスのキャリア構築理論を学びます。
学んだことを参考に、キャリアストーリーインタビューやライフラインチャートを活用
し、ワークを実施。キャリアコンサルティングに活用する視点を習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
06.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 特定技法 7 東京 九段下 2018/2/17 土 9:00-17:30 受付中 【日精研】アサーション・トレーニング（技能講習）

キャリアコンサルタントの相談現場で「対人関係上のこと」を悩みとして聴くことはあ
りませんか。キャリアコンサルタントにとって、このような対人関係上の悩みを持つ
クライエントにどのように関わるかはとても重要なことです。 また、その支援自体に
高度なコミュニケーションスキルを求められます。
本講座ではそういった場面でのキャリアコンサルタントのコミュニケーションスキル
の向上を目指す講座です。

講座特徴
当社のアサーション・トレーニングは、平木典子
氏と共に開発し、35年以上にわたり、延べ10,000
人以上が受講している歴史のある講座です。日
本で唯一当社のみで受けられる講座です。

20 ¥23,000 非： ¥24,840
http://www.nsgk.co.j
p/sv/kouza/cc/

株式会社
 日本・精神技術研究所
(03-3234-2965)
kouza@nsgk.co.jp

技 特定技法 5 神奈川 川崎 2018/2/17 土 10:00-16:00 受付中 面接に活かすアンガ-マネジメント

キャリアコンサルタントがクライエントの怒りなどの感情に寄り添うこと、または、問
題解決に介入することによって、クライエント人間関係の不全の状態や、精神的な
不健康状態になることを未然に防ぐことができます。クライエントは生活の質、仕事
の質の向上あるいは維持をすることができます。講義の形式がレクチャーとグルー
プワークを交互に合わせた形式であるので、他者の怒りに対する認識を理解する
ことができます。

キャリアコンサルタント資格者、およびキャリアコ
ンサルタントの訓練を受けた同等レベル以上の
もの、社会人一般も可。

20 ¥17,000 自： ¥15,300
http://www.tfcc.jp/t
c15

(株)テクノファ
(044-246-0910)

知 - 8 東京 中央区 2018/2/17 土 9:00-18:00 受付中 ＣＭＣＡ更新講習（知識編）

改正が多い労働関係法令や、その他、キャリアコンサルタントがブラッシュアップに
必要な最近の内容について講義し議論する。

８時間の講習となっていますので、受講すること
で、知識講習の更新の為の受講要件を満たすこ
とが出来ます。 30 ¥23,000

http://www.cmcajap
an.net/renewal/inde
x.htm

特定非営利活動法人
日本キャリア・マネージメント・
カウンセラー協会
(03-3537-9600)

知 - 8 東京 池袋 2018/2/18 日 10:30‐15:45 2017/12/11
ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
知識講習

基本的に抑えておきたい事項とタイムリーな話題や新たに知っておくべき事柄など
を、ＤＶＤと通学講座の組合せで効率よく学習いただけます。法改正等があった場
合、既受講者の方へも資料をお届けするなど早めのご受講でも安心して取り組ん
でいただけます。

キャリア教育学校教育とメンタルヘルスは通学講
座で行います。当団体のＨＰでもご案内していま
すので、是非ご覧下さい。 30 ¥15,000

自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/index.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技 領域共通 6 東京 2018/2/18 日 10:00-16:00 受付中 キャリアコンサルタント技能更新講習

キャリアコンサルティングの現場を持ち、主に熟練レベルを目指して力をつけた
い！という方を対象にしたロープレ中心の内容です。ご自身の強みと課題を明確
にし、良い所は伸ばし、課題を克服するにはどうしたら良いかを具体的にアドバイ
スします。一歩ずつ成長し、現場でクライアントにより質の高い支援を提供できるよ
う、ご指導させて頂きます。チカラがつけば、現場で役立ち、試験結果は自然に後
からついてくるはずです。 すで２級を取得済みの方も、ご参加下さい。ご自身の癖
や日頃の面談の流れを見直しましょう。

４名の受講者に１名の指導者がつき、丁寧に
フィードバック致します。
事前学習が１時間あります。

4 ¥15,000 info@c-mind.jp
有限会社Cマインド
info@c-mind.jp

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/02/21 水 10:30-13:30
開催２ヶ月前

から受付
カウンセリング能力向上講座(入門編)クライアント
とのかかわり技法と 応答技法(技能講習)

面談導入部分での信頼関係構築の構造を徹底的に見直し、クライアントが安心し
て話せる5メッセージ理論を学びます。ロールプレイに重点を置き相談者に応じた
対応や応用ができ、コンサルタントとしての強み・特徴が活かせる技能を磨きま
す。関係構築力が弱いと思われている方にお薦めです。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中しロープレを最後まで経験し
ます。短時間で自己の弱点を見極め実践力を飛
躍的にあげます◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/02/21 水 14:30-17:30
開催２ヶ月前

から受付

カウンセリング能力向上講座(応用編)カウンセリン
グ課程における対決 技法と行動支援技法(技能
講習)

面談中盤からクライアントの潜在化している矛盾点を顕在化させ素直に自己と向
き合い、目標の設定・行動計画の作成・行動化への準備で行動変容を促す技法を
習得します。クライアントに応じた柔軟性と対応力を実践的 なロールプレイで習得
し、行動変容の技能向上につなげます。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中できます。ロープレは面接中
盤からの設定でCLの行動支援につなげ、実務経
験の少ない方にもすぐに役立つ実践力を習得し
ます。◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技
特定層支

援
6 東京 水道橋 2018/2/24 土 10:30‐17:30 2017/12/25

ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-生活困窮者自立支援現場に学ぶ実践
カウンセリング講習-

講義を通して、生活困窮者を取り巻く現状、及び生活困窮者自立支援員に求めら
れる基本倫理、就労支援のあり方等を習得します。一方、事例問題を通してワーク
を行い、キャリアコンサルタントの陥りがちな思考・態度、キャリコンサルタントの視
点から見た相談者の就労阻害要因それらに対する方策のあり方などを検討しま
す。

生活保護受給者を含む生活困窮者自立支援を
行うために基礎的な視点や考え方を身につけ、
他の社会的弱者の自立支援に携わる可能性の
ある方にも有効です。全時間通学講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou2.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技 教育領域 6 東京 立川 2018/2/24 土 10:00-17:00 受付中
技能講習「就職活動支援のためのエントリーシー
ト活用」

企業の採用の実情を踏まえ、採用試験に通過するエントリーシートの構造を理解
し、その作成に必要なカウンセリングスキル、シート添削スキルを学びます。

20 ¥15,000

http://www.o-
hara.ac.jp/best/care
er-
consultant/course/u
pdate.html

大原学園　就職支援センター
（03-3237-7023）

技 領域共通 7 東京 2018/3/3 土 10:00-18:00 2017/6/1
KC02 技能講習（カウンセリング）②（中級編）キャ
リアコンサルタントの意図性

キャリアコンサルティングの目的や心がけ・意図性といったそもそもの大前提に注
目します。
キャリアコンサルティングで陥りがちなやりとりが何故起こるのか。
会話の記録と音声によるケースを通じて具体的に学び、ロールプレイにより個別に
フィードバックを受けられます。

■通学講座

18 ¥26,000 自： ¥18,600

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
02.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/03/07 水 10:30-13:30
開催２ヶ月前

から受付
カウンセリング能力向上講座(入門編)クライアント
とのかかわり技法と 応答技法(技能講習)

面談導入部分での信頼関係構築の構造を徹底的に見直し、クライアントが安心し
て話せる5メッセージ理論を学びます。ロールプレイに重点を置き相談者に応じた
対応や応用ができ、コンサルタントとしての強み・特徴が活かせる技能を磨きま
す。関係構築力が弱いと思われている方にお薦めです。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中しロープレを最後まで経験し
ます。短時間で自己の弱点を見極め実践力を飛
躍的にあげます◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/03/07 水 14:30-17:30
開催２ヶ月前

から受付

カウンセリング能力向上講座(応用編)カウンセリン
グ課程における対決 技法と行動支援技法(技能
講習)

面談中盤からクライアントの潜在化している矛盾点を顕在化させ素直に自己と向
き合い、目標の設定・行動計画の作成・行動化への準備で行動変容を促す技法を
習得します。クライアントに応じた柔軟性と対応力を実践的 なロールプレイで習得
し、行動変容の技能向上につなげます。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中できます。ロープレは面接中
盤からの設定でCLの行動支援につなげ、実務経
験の少ない方にもすぐに役立つ実践力を習得し
ます。◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)
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厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

技 特定技法 5 東京 池袋 2018/3/10 土 13:00-18:30 受付中
【日精研】クライエント中心療法を活用した共感的
応答スキルの向上（技能講習）

キャリアコンサルタントにとって、より深いクライエント理解につながる クライエント
中心療法、共感的応答を基礎から学べる講座です。
クライエントが自ら成長していく能力や可能性を信じること、それぞれのパーソナリ
ティに関するより深い理解、 これらをキャリアコンサルタントがそのクライエントとの
かかわりの中で実現していくには具体的にどうやればよいのかを学べます。

講座のねらい
・キャリアコンサルタントとして求められるカウン
セリング技術の向上
・ クライエント中心療法を学ぶ
・ 共感的応答のスキルアップ

20 ¥15,000 非： ¥16,200
http://www.nsgk.co.j
p/sv/kouza/cc/

株式会社
 日本・精神技術研究所
(03-3234-2965)
kouza@nsgk.co.jp

技 企業等 6 東京 水道橋 2018/3/11 日 10:30‐17:30 2018/1/29
ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-企業内キャリア形成支援の為の実践カ
ウンセリング 講習-

中小企業内キャリア形成支援のためのカウンセリングの実情と特性を理解し、事
例検討を通して、基本的な視点と面接応答力を習得し、中小企業内キャリアコンサ
ルティングに必要な実践的面接力をオリジナルロールプレイングを通して磨きま
す。

中小企業内キャリアコンサルティングの環境、諸
条件に柔軟に対応し、円滑な面接と相談者の支
援を目指す方にお薦めの講習です。全時間通学
講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou1.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技 領域共通 6 東京 代々木 2018/3/17 土 9:30-16:30 2017/12/15
一般社団法人日本産業カウンセラー協会キャリア
コンサルティングの「事例の書き方・記録の取り
方」（技能講習）

キャリアコンサルティングの面接記録及び事例の書き方をロールプレイやグループ
ワークで身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.jaico.cc/
koushin/

（一社）日本産業カウンセラー協会
東京支部(03-6434-9130)

知 - 8 東京 池袋
2018/3/17
2018/3/18

土
日

2018/3/17
（土）

14:00-17:30
2018/3/18

（日）

受付中
株式会社日本・精神技術研究所キャリアコンサル
タント更新知識講習

当社の知識講習の特徴は、心理臨床教育を40年以上実施してきたノウハウを最
大限に活かし、 刻一刻と変化する時代に合わせた、本当に実践の場で生きる知
識を学べることです。
現場での面接の実践家を中心としたキャリア開発のプロによる講座で学ぶことで、 
より自身のキャリアコンサルタントとしてのスキルアップに活用ください。

講座のねらい
・ キャリアコンサルタントとして必要な知識の維
持
・  現在の環境に合わせた最新知識の習得
・  その他、関連する周辺知識の理解

30 ¥15,000 非： ¥16,200
http://www.nsgk.co.j
p/sv/kouza/cc/

株式会社
 日本・精神技術研究所
(03-3234-2965)
kouza@nsgk.co.jp

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/03/20 火 10:30-13:30
開催２ヶ月前

から受付
カウンセリング能力向上講座(入門編)クライアント
とのかかわり技法と 応答技法(技能講習)

面談導入部分での信頼関係構築の構造を徹底的に見直し、クライアントが安心し
て話せる5メッセージ理論を学びます。ロールプレイに重点を置き相談者に応じた
対応や応用ができ、コンサルタントとしての強み・特徴が活かせる技能を磨きま
す。関係構築力が弱いと思われている方にお薦めです。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中しロープレを最後まで経験し
ます。短時間で自己の弱点を見極め実践力を飛
躍的にあげます◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技 領域共通 3 東京 中央区 2018/03/20 火 14:30-17:30
開催２ヶ月前

から受付

カウンセリング能力向上講座(応用編)カウンセリン
グ課程における対決 技法と行動支援技法(技能
講習)

面談中盤からクライアントの潜在化している矛盾点を顕在化させ素直に自己と向
き合い、目標の設定・行動計画の作成・行動化への準備で行動変容を促す技法を
習得します。クライアントに応じた柔軟性と対応力を実践的 なロールプレイで習得
し、行動変容の技能向上につなげます。

受講者４名に対しCLは講師が担当。キャリアコン
サルタント役に集中できます。ロープレは面接中
盤からの設定でCLの行動支援につなげ、実務経
験の少ない方にもすぐに役立つ実践力を習得し
ます。◼◼通学３時間

8 ¥20,000
http://www.pridelimi
ted.com/koushin/

株式会社プライド
(info@pridelimited.com)

技
特定層支

援
6 東京 渋谷 2018/3/21 水祝 10:30‐17:30 2018/1/22

ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-生活困窮者自立支援現場に学ぶ実践
カウンセリング講習-

講義を通して、生活困窮者を取り巻く現状、及び生活困窮者自立支援員に求めら
れる基本倫理、就労支援のあり方等を習得します。一方、事例問題を通してワーク
を行い、キャリアコンサルタントの陥りがちな思考・態度、キャリコンサルタントの視
点から見た相談者の就労阻害要因それらに対する方策のあり方などを検討しま
す。

生活保護受給者を含む生活困窮者自立支援を
行うために基礎的な視点や考え方を身につけ、
他の社会的弱者の自立支援に携わる可能性の
ある方にも有効です。全時間通学講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou2.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技
特定層支

援
6 埼玉

さいた
ま

2018/3/21 水祝 9:30-16:30 2017/12/10
一般社団法人日本産業カウンセラー協会事例に
学ぶ女性へのキャリアコンサルティング基礎編（技能講
習）

女性のキャリアコンサルティングの基本的な支援（姿勢とスキル）の特徴と留意点
を事例ワークやロールプレイを通じて身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.jaico.cc/
koushin/

（一社）日本産業カウンセラー協会
北関東支部支部(048-823-7801)

技 事例検討 6 東京 代々木 2018/3/21 水祝 9:30-16:30 2017/12/15
一般社団法人日本産業カウンセラー協会キャリア
コンサルティング事例検討「若年層」（技能講習）

若年層を対象としたキャリアコンサルティングの場面での事例を検討することによ
り、若年層の抱える課題を理解し、キャリアコンサルタントの専門家にふさわしい見
識と実践的な力を身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.jaico.cc/
koushin/

（一社）日本産業カウンセラー協会
東京支部(03-6434-9130)

技 事例検討 6 群馬 高崎 2018/3/24 土 10:00-17:00 受付中
一般社団法人日本産業カウンセラー協会キャリア
コンサルティング事例検討「女性」実践編（技能講
習）

女性を対象としたキャリアコンサルティングの場面での事例を検討することにより、
女性の抱える課題をより深く理解し、キャリアコンサルタントの専門家にふさわしい
見識と実践的な力を身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.jaico-
jse.jp/lecture/4/353
/

（一社）日本産業カウンセラー協会
上信越支部(027-365-2575)

技 事例検討 6 神奈川 横浜 2018/ 3/25 日 9:30-16:30 2018/1/1
一般社団法人日本産業カウンセラー協会キャリア
コンサルティング事例検討「若年層」（技能講習）

若年層を対象としたキャリアコンサルティングの場面での事例を検討することによ
り、若年層の抱える課題を理解し、キャリアコンサルタントの専門家にふさわしい見
識と実践的な力を身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://kanagawa-
c.jp/publics/index/4
04/

（一社）日本産業カウンセラー協会
神奈川支部(045-264-9521)

技
特定層支

援
6 神奈川 横浜 2018/ 3/31 土 9:30-16:30 2018/1/1

一般社団法人日本産業カウンセラー協会事例に
学ぶ女性へのキャリアコンサルティング基礎編（技能講
習）

女性のキャリアコンサルティングの基本的な支援（姿勢とスキル）の特徴と留意点
を事例ワークやロールプレイを通じて身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://kanagawa-
c.jp/publics/index/4
04/

（一社）日本産業カウンセラー協会
神奈川支部(045-264-9521)

技
グループア
プローチ

6 東京 池袋 2018/3/31 土 10:00-17:30 受付中
【日精研】キャリアコンサルティングの現場で使え
るグループワーク（技能講習）

本講座は、キャリアコンサルタントが職場でファシリテーションをする力、グループ
ワークを行うスキルを 一から体系的に学べる講座です。グループワークを生かし
た組織活性化の手法を学べます。実際に講座で学んだグループワークはそのまま
職場で利用いただけるものをご紹介しています。キャリアコンサルタントとして、より
活性化された組織へ導くためのアプローチを学びたい方におススメです。

講座のねらい
• グループワークを実践するためのファシリテー
ション・スキルの向上
• グループワークにおける学習の原理を理解する
• 実際に現場（学校、企業、就職支援機関など）
で使えるグループワークの素材を持ち帰る

20 ¥21,000 非： ¥22,680
http://www.nsgk.co.j
p/sv/kouza/cc/

株式会社
 日本・精神技術研究所
(03-3234-2965)
kouza@nsgk.co.jp

技 領域共通 5 東京 新橋

2月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

月祝 13:00-18:00
12月中旬

予定
【CCA】キャリアコンサルタントとしての
セルフモニタリング力向上講座

本講座では、面談場面における自らの応答の根拠を明らかにした上で、クライエン
トの反応を通じてその応答の適切さを確認するプロセスを体験的に学びます。この
ことを通して、キャリアカウンセラーとしてカウンセリングを振り返る力の基礎を身に
つけることを目的にしています。

この講座は『クライアントの問題解決を支援する
為の技能講習体系』の１つです。HPに体系図が
ございますのでご確認ください。 18 ¥15,000 自： ¥12,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/smonitoring.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 8 東京 新橋

2月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

9:30-18:30
12月中旬

予定
【CCA】ケースによる問題解決基礎講座

クライアントの相談ケースを題材にして、クライアントに役に立つ問題解決を考える
ための思考技術の習得に焦点を当てています。
当協会で準備いたします２つのケースに取り組んで頂き、ご提供する視点に照らし
て自分の問題解決の特徴に気づき、自ら最適な問題解決プロセスを再構築してい
くという研修です。個人ワークに加え、グループで検討することにより視点を広げ、
カウンセリングに役立てられることを目指します。

知識やノウハウを一方的にお教えする研修では
ありません。
この講座は『クライアントの問題解決を支援する
為の技能講習体系』の１つです。HPに体系図が
ございますのでご確認ください。

18 ¥32,500 自： ¥26,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/problem.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)
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厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

技
ツールの

理解・活用
3 東京 新橋

2月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

火 19:00-22:00 12月下旬
【CCA】個別カウンセリング場面のためのカード
ソート活用セミナー

ホランドのパーソナリティと環境タイプ論（RIASEC）を元に当協会で開発した「パー
ソナリティ・タイプ・カード」。このカードを実際のカウンセリング場面で活用すること
を目標に、受講者自身がロールプレイングを通じて学ぶプログラムです。

クライアントの自己理解を促進する活用ツールを
増やしたい方、ツールを活用したカウンセリング
スキルを向上させたい方におすすめです。 20 ¥5,750 自： ¥4,600

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/pcard.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 17 東京 新橋

2月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

土
日

9:30-18:30
12月中旬

予定
【CCA】キャリアカウンセラー　エキスパート・トレー
ニング　課題認識コース

ご自身の課題を発見する「課題認識コース」です。
キャリアカウンセリングのプロセスにそって、ご自身の課題を認識します。
実践経験とロールプレイングから、問題把握の技能を磨くと同時に、キャリアカウン
セラーとしての自分の課題を明確にします。

「課題認識コース」と「個別課題克服コース」の2
コースセット（4日間）でお申込みの場合、セット割
引料金があります。詳しくはHPでご確認くださ
い。

18 ¥66,250 自： ¥53,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/expert1.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 18 東京 新橋

3月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

土
日

9:30-18:30
12月中旬

予定
【CCA】キャリアカウンセラー　エキスパート・トレー
ニング　個別課題克服コース

ご自身の認識した課題の克服を目指す「個別課題克服コース」です。
ご自身のケース記録を題材に、グループでケースコンサルテーションを受け、キャ
リアカウンセラーとしてのご自分の課題を克服する道筋をつけます。

【CCA】キャリアカウンセラー　エキスパート・ト
レーニング　課題認識コースをご受講済みの方
を対象としています。
★「課題認識コース」とのセット割引あります。是
非2コースセットでご受講ください。

18 ¥106,250 自： ¥85,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/expert1.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技
ツールの

理解・活用
7 東京 新橋

3月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

日 10:00-18:00
1月上旬

予定
【CCA】グループファシリテーションのためのカード
ソート活用セミナー

ホランドのパーソナリティと環境タイプ論（RIASEC）を元に、当協会で開発した
「パーソナリティ・タイプ・カード」。このカードを活用したグループファシリテーション
を体験し、ファシリテーション技法を学ぶプログラムです。

講習ではカードソート体験の後、グループファシ
リテーションの進行イメージ作成から実施までを
行います。受講後は企業研修や学生向けワーク
ショップなどでも活用できます。

20 ¥12,500 自： ¥10,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/gcard.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技
ツールの

理解・活用
3 東京 新橋

3月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

木 19:00-22:00
1月中旬

予定
【CCA】ビジネススキルチェックシート活用セミナー

当協会にて開発された「ビジネススキルチェックシート」は、興味・関心・価値観など
の自己理解に加えて、能力・適性の自己認識を促進できる新しい切り口のツール
です。講習では、シートの活用を目標に、講義の他、受講者自身がセルフチェック
を行い、結果を元にペアセッションを体験します。

社会人経験3年以上の方の支援を行っている方
または行いたい方、自己理解を促進する活用
ツールを増やしたい方、ツールを使って社内キャ
リア相談等を実施したい方におすすめです。

20 ¥5,750 自： ¥4,600

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/bskill.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 35 東京 新橋

3月-4月開
催

（日程確定
次第ご案内
いたします）

土
日

9:30-18:30
1月上旬

予定
【CCA】キャリアカウンセラー　アドバンス・トレーニ
ング

キャリアカウンセリングの全プロセス（関係構築～終了）を１つずつ手順を踏んで確
実かつ実践的に身に付ける４日間のプログラム。プロセスを意識したロープレを何
度もすることによって、プロセスに沿った進め方を学び、カウンセリングの最中にプ
ロセスが意識できるようになるまでを目指します。

カウンセリング経験がない方、これから経験を積
んでいこうとお考えの方、カウンセリングの基本
をもう一度学びなおしたい方、にお勧めの講座で
す。

18 ¥130,000 自： ¥104,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/advanced.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

東海地区

技 特定技法 7 愛知 2018/1/21 日 13:30-17:00 2017/6/1
KC04 技能講習（カウンセリング）④ドナルド・E・
スーパーの理論を活用したアプローチ

スーパーの理論を講義により学びます。今回は特に、スーパーが歩んできた歴史
を振り返りながら、職業心理学者としての業績を再度見直していきます。
ライフロール・キャリア成熟の考え方や、ライフスパン・ライフステージ理論について
も学びます。演習では、ライフロールを中心としたワークとロールプレイを通じて、
キャリアコンサルティングに活かせる視点を習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
04.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

知 - 8 愛知 東海市 2018/1/21 日 9:00-18:00 受付中 悠久の風キャリアコンサルタント知識講習

キャリアコンサルタントとして知っておくべき最近変更になった法令、メンタルヘルス
の知識など現場で役立つ知識です

日曜の時間を勉強にじっくりあてることで、キャリ
アの知識が身につきます

30 ¥21,000
https://www.yuukyu.
jp/seminar/

悠久の風株式会社（075-231-
1603）

技
ツールの

理解・活用
7 愛知 2018/1/28 日 10:00-17:00 2017/6/1

KC09 技能講習（カウンセリング）
⑨自己理解支援ツールの体験とアプローチの習
得Ｂ＜すごろくゲーム・社会人版の活用＞

キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングにおいて重要な要素の一つであ
る、自己理解支援方法について、「人生すごろく『金の糸』」（社会人版）という自己
理解ツールを活用したアプローチを体験から学ぶプログラムです。

■通信講座※自宅学習(1時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(6時間) 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
09.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 特定技法 7 愛知 2018/2/4 日 13:30-17:00 2017/6/1
KC05 技能講習（カウンセリング）⑤ジョン・D・クル
ンボルツの理論を活用したアプローチ

クルンボルツの理論、主にハプンスタンス学習理論の観点を、講義・クルンボルツ
博士のロールプレイの動画を通じて学びます。
その上で、学んだ理論を使って、キャリアコンサルティングのロールプレイを実施。
キャリアコンサルティングに活かせる視点を習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
05.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 6 愛知 名古屋 2018/2/10 土 9:30-16:30 受付中
一般社団法人日本産業カウンセラー協会環境との
統合キャリア形成-環境へ働きかける力/導入編-（技
能講習）

キャリアコンサルタントは、クライエントの自己理解・自己像探索を支援すると同様
に、クライエント自身が組織・環境からの、変化する多様な期待・役割に応えること
ができるよう支援していく必要があります。クライエントの内的側面と外的側面の統
合・調整による、キャリア形成を促す方法・スキルについて学びます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.counsel
or-
chubu.jp/?p=4691

（一社）日本産業カウンセラー協会
中部支部(052-618-7830)

技
グループア
プローチ

6 愛知 名古屋 2018/2/12 月 9:30-16:30 受付中
ICDSキャリアコンサルタント更新講習[技能研鑽
コースD（グループアプローチ）]

構成的なグループワークの基本から具体的なワークの運営方法について、ロール
プレイやワークショップ運営と参加を通じて、ファシリテーションスキルの向上を図り
ます。

企業内の人材開発や学生・若年者支援等に活
動領域を拡大したい方、もしくは、資格取得後、
実践経験3年未満の方(初級)に特にお勧め致し
ます。

20 ¥11,500
http://career.icds.jp/u
pdate.html

NPO法人ICDS　(052-848-9618)

技
特定層支

援
7 愛知 2018/2/18 日 13:30-17:00 2017/6/1

KT02 技能講習（対象者別キャリアコンサルティン
グ）②ミドルシニア

ミドル・シニア層のキャリア支援をする上で必要な、ミドル・シニア層のキャリア上の
特徴や課題などを講義により把握します。
その上で、同対象者に対する効果的な支援について、ワークシートを活用しながら
キャリアコンサルティングを行う演習を通じて習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KT
02.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 教育領域 7 愛知 東海市 2018/3/4 日 10:00-18:00 受付中 キャリアコンサルタント技能講習 大学生支援

大学でキャリアコンサルティングを実施する技能の向上 大学生支援キャリアコンサルタントおよび、大学
生支援キャリアコンサルタントを目指す人向けで
す 20 ¥18,800

https://www.yuukyu.jp
/seminar/

悠久の風株式会社（075-231-
1603）

技 特定技法 6 愛知 名古屋 2018/3/17 土 9:30-16:30 受付中
ICDSキャリアコンサルタント更新講習[技能研鑽
コースA（認知行動療法的アプローチ）]

認知行動療法の基本となる、思考・感情・身体・行動の相互作用について学び、職
務遂行のモチベーション向上を支援するスキルを身につけます。

キャリアコンサルタント資格取得後、実践経験3
年未満の方(初級）に特にお勧め致します。

20 ¥9,500
http://career.icds.jp/u
pdate.html

NPO法人ICDS　(052-848-9618)
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厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

技
ツールの

理解・活用
7 愛知 名古屋 2018/3/18 日 9:30-16:30 受付中

ICDSキャリアコンサルタント更新講習[技能研鑽
コースF（自己理解・仕事理解支援の実際）]

相談過程において必要な技能の一つである、自己理解支援ツールを活用し、その
解釈や検討方法を学び、面談ロールプレイ等を通して、自己理解支援の実践スキ
ルを身につけます。（事前に1時間分の通信課題として、VPI職業興味検査を受検
しワークシート作成を行っていただきます。）

学生や若年者支援等に活動領域を拡大したい
方、もしくは、実践経験3年未満の方(初級)に特
にお勧め致します。 20 ¥9,500

http://career.icds.jp/u
pdate.html

NPO法人ICDS　(052-848-9618)

技
ツールの

理解・活用
3 愛知 名古屋

2月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

土 14:00-17:00
12月下旬

予定
【CCA】ビジネススキルチェックシート活用セミナー

当協会にて開発された「ビジネススキルチェックシート」は、興味・関心・価値観など
の自己理解に加えて、能力・適性の自己認識を促進できる新しい切り口のツール
です。講習では、シートの活用を目標に、講義の他、受講者自身がセルフチェック
を行い、結果を元にペアセッションを体験します。

社会人経験3年以上の方の支援を行っている方
または行いたい方、自己理解を促進する活用
ツールを増やしたい方、ツールを使って社内キャ
リア相談等を実施したい方におすすめです。

20 ¥5,750 自： ¥4,600

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/bskill.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

信越・北陸地区

技
特定層支

援
6 新潟 新潟 2018/1/14 日 10:00-17:00 受付中

一般社団法人日本産業カウンセラー協会事例に
学ぶ女性へのキャリアコンサルティング基礎編（技能講
習）

女性のキャリアコンサルティングの基本的な支援（姿勢とスキル）の特徴と留意点
を事例ワークやロールプレイを通じて身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.jaico-
jse.jp/lecture/4/352
/

（一社）日本産業カウンセラー協会
上信越支部(027-365-2575)

技
ツールの

理解・活用
7 石川 2018/1/27 土 10:00-17:00 2017/6/1

KC09 技能講習（カウンセリング）
⑨自己理解支援ツールの体験とアプローチの習
得Ｂ＜すごろくゲーム・社会人版の活用＞

キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングにおいて重要な要素の一つであ
る、自己理解支援方法について、「人生すごろく『金の糸』」（社会人版）という自己
理解ツールを活用したアプローチを体験から学ぶプログラムです。

■通信講座※自宅学習(1時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(6時間) 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
09.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
特定層支

援
6 長野 長野 2018/2/24 土 10:00-17:00 受付中

一般社団法人日本産業カウンセラー協会事例に
学ぶ女性へのキャリアコンサルティング基礎編（技能講
習）

女性のキャリアコンサルティングの基本的な支援（姿勢とスキル）の特徴と留意点
を事例ワークやロールプレイを通じて身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.jaico-
jse.jp/lecture/4/351
/

（一社）日本産業カウンセラー協会
上信越支部(027-365-2575)

近畿地区

技
特定層支

援
6 大阪 梅田 2018/1/14 日 10:30‐17:30 2017/11/27

ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-生活困窮者自立支援現場に学ぶ実践
カウンセリング講習-

講義を通して、生活困窮者を取り巻く現状、及び生活困窮者自立支援員に求めら
れる基本倫理、就労支援のあり方等を習得します。一方、事例問題を通してワーク
を行い、キャリアコンサルタントの陥りがちな思考・態度、キャリコンサルタントの視
点から見た相談者の就労阻害要因それらに対する方策のあり方などを検討しま
す。

生活保護受給者を含む生活困窮者自立支援を
行うために基礎的な視点や考え方を身につけ、
他の社会的弱者の自立支援に携わる可能性の
ある方にも有効です。全時間通学講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou2.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技
ツールの

理解・活用
3 大阪 梅田 2018/1/20 土 14:00-17:00 受付中 【CCA】ビジネススキルチェックシート活用セミナー

当協会にて開発された「ビジネススキルチェックシート」は、興味・関心・価値観など
の自己理解に加えて、能力・適性の自己認識を促進できる新しい切り口のツール
です。講習では、シートの活用を目標に、講義の他、受講者自身がセルフチェック
を行い、結果を元にペアセッションを体験します。

社会人経験3年以上の方の支援を行っている方
または行いたい方、自己理解を促進する活用
ツールを増やしたい方、ツールを使って社内キャ
リア相談等を実施したい方におすすめです。

20 ¥5,750 自： ¥4,600

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/bskill.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 7 兵庫 2018/1/20 土 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 兵庫 2018/1/20 土 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
6 大阪 大阪市 2018/1/20 土 9:30-16:30 2017/11/20

一般社団法人日本産業カウンセラー協会アセスメ
ント活用のキャリアコンサルティング（技能講習）

 アセスメントツールの全般的な体系を知り、相談者の自己理解や仕事理解の支援
において、適切なアセスメントツールが選択できるように、その特徴と留意点を、事
例ワークやロールプレイを通じて身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://jica-
kansai.jp/lecture/de
pt/cc-corce-kosyu

（一社）日本産業カウンセラー協会
関西支部(06-4963-2357)

技 企業等 6 大阪 梅田 2018/1/21 日 10:30‐17:30 2017/11/20
ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-企業内キャリア形成支援の為の実践カ
ウンセリング 講習-

中小企業内キャリア形成支援のためのカウンセリングの実情と特性を理解し、事
例検討を通して、基本的な視点と面接応答力を習得し、中小企業内キャリアコンサ
ルティングに必要な実践的面接力をオリジナルロールプレイングを通して磨きま
す。

中小企業内キャリアコンサルティングの環境、諸
条件に柔軟に対応し、円滑な面接と相談者の支
援を目指す方にお薦めの講習です。全時間通学
講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou1.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技
ツールの

理解・活用
7 大阪 梅田 2018/1/21 日 10:00-18:00 受付中

【CCA】グループファシリテーションのためのカード
ソート活用セミナー

ホランドのパーソナリティと環境タイプ論（RIASEC）を元に、当協会で開発した
「パーソナリティ・タイプ・カード」。このカードを活用したグループファシリテーション
を体験し、ファシリテーション技法を学ぶプログラムです。

講習ではカードソート体験の後、グループファシ
リテーションの進行イメージ作成から実施までを
行います。受講後は企業研修や学生向けワーク
ショップなどでも活用できます。

20 ¥12,500 自： ¥10,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/gcard.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 企業等 8 大阪 大阪市 2018/1/21 日 9:30-17:30 2017/11/20
一般社団法人日本産業カウンセラー協会技能講
習・企業領域編

企業内では職場適応、能力開発、異動・昇進、ワークライフバランス、キャリアの節
目、キャリアの転機、キャリア の再構築、メンタルヘルス、職場復職、セカンドキャ
リア、定年退職など、多岐に渡るキャリア相談に対応し支援できること が求められ
ます。本講習では6人の受講生に一人の指導者がつき、キャリアコンサルタントの
姿勢やスキル、特徴と 留意点を、事例やロールプレイを通じて丁寧に指導します。

講座の特性上、最少催行人数12名以上での開
催となります。
通信（事前学習、1時間）、通学（7時間）です。 30 ¥22,000 自： ¥20,000

http://jica-
kansai.jp/lecture/de
pt/cc-corce-kosyu

（一社）日本産業カウンセラー協会
関西支部(06-4963-2357)

知 - 8 大阪 大阪 2018/2/3 土 9:30-18:30 受付中
ICDSキャリアコンサルタント更新講習必修知識
アップデート講習

職業能力開発、人事労務、労働市場、労働関係法令及び社会保障制度、キャリア
教育に必要な学校制度、教育目標に関する最新知識を修得します。

本講習の受講を希望し、キャリアコンサルタント
として最新の知識を習得したい方にお勧め致し
ます。 30 ¥15,800

http://career.icds.jp
/update.html

NPO法人ICDS　(052-848-9618)

技 領域共通 12 大阪 大阪
2018/2/3
2018/2/4

土
日

10:00-17:00 受付中
［技能講習］キャリアコンサルタントのためのカウ
ンセリング基礎技能講座

キャリアコンサルティングにおいて重要なスキルである「カウンセリングの技能」に
ついて、あらためて「聴く」ことの基本を確認し、２日間の演習の積み重ねにより「聴
く力」の向上をはかる事を目的としています。

クライエントをいかに理解し、クライエントの抱え
る問題にアプローチするかについて、演習を通じ
て学びます。 20 ¥30,000 自： ¥24,000

http://www.kpcnet.o
r.jp/seminar/?mode
=show&seq=1764

(公財)関西生産性本部
(06-6444-6464)　
担当：堀越・上岡　 
hh1214@kpcnet.or.jp（堀越）
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厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

技 特定技法 7 大阪 2018/2/3 土 13:30-17:00 2017/6/1
KC06 技能講習（カウンセリング）⑥ナラティブ・
キャリアカウンセリング

ナラティブ・アプローチを取り入れたキャリアカウンセリング、「ナラティブ キャリアカ
ウンセリング」について解説。
理論の背景や手法、サビカスのキャリア構築理論を学びます。
学んだことを参考に、キャリアストーリーインタビューやライフラインチャートを活用
し、ワークを実施。キャリアコンサルティングに活用する視点を習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
06.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ジョブカー

ド
6 大阪 大阪 2018/2/4 日 13:00-17:00 受付中

ICDSキャリアコンサルタント更新講習[技能研鑽
コースE（キャリアシート活用）]

ジョブ・カードを活用したキャリアの棚卸、職業生活設計、目標設定についてロール
プレイングとケースカンファレンスを通して実践的なスキルを身につけます。（事前
に2時間分の通信課題として、ジョブ・カード作成を行なっていただきます。）

企業内の人材開発等に活動領域を拡大したい
方、もしくは、資格取得後実践経験3年以上の方
（上級）に特にお勧め致します。 20 ¥6,500

http://career.icds.jp/u
pdate.html

NPO法人ICDS　(052-848-9618)

技 領域共通 8 大阪 大阪市
2018/2/15・
2/22・3/1・

3/8
木 19:00-21:00 2017/10/10

キャリア支援に必要なカウンセリング技法
（2ｈ×4日間コース）

【キャリアコンサルタント更新講習対象講座】現場において欠かすことの出来ないク
ライエントとの関係構築について精神分析的側面、行動療法的側面、システム論
的側面から補強し、実習で強化する講座です。講師は、京都大学学生総合支援セ
ンター長、杉原保史先生。

CC更新講習対象講座です。詳しくはお問合せく
ださい。

20 ¥32,400 自： ¥30,240

https://www.kscc.or
.jp/ec/products/det
ail.php?product_id=1
059

公益財団法人関西カウンセリング
センター
06-6809-1225

技
特定層支

援
6 大阪 梅田 2018/2/17 土 10:30‐17:30 2017/12/25

ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-生活困窮者自立支援現場に学ぶ実践
カウンセリング講習-

講義を通して、生活困窮者を取り巻く現状、及び生活困窮者自立支援員に求めら
れる基本倫理、就労支援のあり方等を習得します。一方、事例問題を通してワーク
を行い、キャリアコンサルタントの陥りがちな思考・態度、キャリコンサルタントの視
点から見た相談者の就労阻害要因それらに対する方策のあり方などを検討しま
す。

生活保護受給者を含む生活困窮者自立支援を
行うために基礎的な視点や考え方を身につけ、
他の社会的弱者の自立支援に携わる可能性の
ある方にも有効です。全時間通学講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou2.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技 領域共通 16 大阪 大阪市
2018/2/17・
2/24・3/10・

3/24
土 13:30-17:30 2017/10/10

キャリア支援に必要なカウンセリングスキル
（4ｈ×4日間コース）

【キャリアコンサルタント更新講習対象講座】キャリアコンサルティングの現場にお
けるカウンセリングのスキルがいかに重要で必要なのかを認識し、よりよい支援の
ため、カウンセリングのできるキャリアコンサルタントの育成を目的とした講座で
す。講師は、追手門学院大学心理学部教授、三川俊樹先生。

CC更新講習対象講座です。詳しくはお問合せく
ださい。

20 ¥43,200 自： ¥37,800

https://www.kscc.or
.jp/ec/products/det
ail.php?product_id=1
058

公益財団法人関西カウンセリング
センター
06-6809-1225

技
ツールの

理解・活用
7 大阪 2018/2/17 土 10:00-17:00 2017/6/1

KC09 技能講習（カウンセリング）
⑨自己理解支援ツールの体験とアプローチの習
得Ｂ＜すごろくゲーム・社会人版の活用＞

キャリアコンサルティング・キャリアカウンセリングにおいて重要な要素の一つであ
る、自己理解支援方法について、「人生すごろく『金の糸』」（社会人版）という自己
理解ツールを活用したアプローチを体験から学ぶプログラムです。

■通信講座※自宅学習(1時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(6時間) 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
09.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

知 - 8 大阪 梅田 2018/2/18 日 10:30‐15:45 2017/12/1
ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
知識講習

基本的に抑えておきたい事項とタイムリーな話題や新たに知っておくべき事柄など
を、ＤＶＤと通学講座の組合せで効率よく学習いただけます。法改正等があった場
合、既受講者の方へも資料をお届けするなど早めのご受講でも安心して取り組ん
でいただけます。

キャリア教育学校教育とメンタルヘルスは通学講
座で行います。当団体のＨＰでもご案内していま
すので、是非ご覧下さい。 30 ¥15,000

自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/index.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技 企業等 7 大阪 大阪市 2018/2/18 日 10:00-18:00 受付中
悠久の風キャリアコンサルタント技能講習内的・
外的キャリア統合によるキャリア形成支援

キャリア支援を行っていくときに、クライアントの内的環境と外的環境を考えて支援
していく必要があります。働く人々にとっての外的環境というのは重要な要素でも
あるので、どのようにして支援していくと良いのかを、対応できるように学んでいき
ます。

「パーティシパント・ワークブックキャリア・マネジメ
ント変わり続ける「仕事とキャリア」E.H.シャイン著　
J.ヴァン=マーネン著　木村琢磨　監訳　尾川丈
一　訳　藤田廣志　訳　本体3000円+税が必要で
す。

20 ¥18,800
他書籍

代
https://www.yuukyu.jp
/seminar/

悠久の風株式会社（075-231-
1603）

技 領域共通 7 奈良 2018/2/24 土 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 奈良 2018/2/24 土 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 企業等 6 大阪 梅田 2018/2/25 日 10:30‐17:30 2017/12/25
ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-企業内キャリア形成支援の為の実践カ
ウンセリング 講習-

中小企業内キャリア形成支援のためのカウンセリングの実情と特性を理解し、事
例検討を通して、基本的な視点と面接応答力を習得し、中小企業内キャリアコンサ
ルティングに必要な実践的面接力をオリジナルロールプレイングを通して磨きま
す。

中小企業内キャリアコンサルティングの環境、諸
条件に柔軟に対応し、円滑な面接と相談者の支
援を目指す方にお薦めの講習です。全時間通学
講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou1.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技 領域共通 7 大阪 2018/3/4 日 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 大阪 2018/3/4 日 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 12 大阪 大阪
2018/3/10
2018/3/11

土
日

10:00-17:00 受付中
［技能講習］キャリアコンサルタントのためのキャリ
アコンサルティングプロセス講座

キャリアコンサルティングを実施していく上で、カウンセリングのプロセスを理解し、
意識する事は非常に重要です。この講習では、演習を通じてカウンセリングのプロ
セスを理解することで、相談過程において必要な技能を習得します。

演習を通じてキャリアコンサルティングの一つ一
つのプロセスをじっくり学び、理解することで、面
談の質を向上します。 20 ¥30,000 自： ¥24,000

http://www.kpcnet.o
r.jp/seminar/?mode
=show&seq=1764

(公財)関西生産性本部
(06-6444-6464)　
担当：堀越・上岡　 
hh1214@kpcnet.or.jp（堀越）

技
特定層支

援
6 大阪 梅田 2018/3/18 日 10:30‐17:30 2018/1/22

ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-生活困窮者自立支援現場に学ぶ実践
カウンセリング講習-

講義を通して、生活困窮者を取り巻く現状、及び生活困窮者自立支援員に求めら
れる基本倫理、就労支援のあり方等を習得します。一方、事例問題を通してワーク
を行い、キャリアコンサルタントの陥りがちな思考・態度、キャリコンサルタントの視
点から見た相談者の就労阻害要因それらに対する方策のあり方などを検討しま
す。

生活保護受給者を含む生活困窮者自立支援を
行うために基礎的な視点や考え方を身につけ、
他の社会的弱者の自立支援に携わる可能性の
ある方にも有効です。全時間通学講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou2.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技
ジョブカー

ド
7 大阪 2018/3/21 水 10:00-17:00 2017/6/1

KK01 技能講習(キャリアシート）ジョブ・カード作成
支援演習【社会人支援】

ジョブ・カードの作成支援を効果的に行うための技量を身に着けるため、実際に
ジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティングを行い、振り返りを通じて習得しま
す。

通信講座（自宅学習）後、通学講座に参加。
■通信講座：＜自宅学習＞：ジョブカードのシー
ト（職務経歴シート）記入＿1時間
■通学講座：・ジョブ・カードを使ったキャリア形
成支援の効果的なあり方を実習・体験＿6時間

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KK
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)
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厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

技 企業等 6 京都 京都 2018/3/24 土 10:30‐17:30 2018/1/29
ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
技能講習-企業内キャリア形成支援の為の実践カ
ウンセリング 講習-

中小企業内キャリア形成支援のためのカウンセリングの実情と特性を理解し、事
例検討を通して、基本的な視点と面接応答力を習得し、中小企業内キャリアコンサ
ルティングに必要な実践的面接力をオリジナルロールプレイングを通して磨きま
す。

中小企業内キャリアコンサルティングの環境、諸
条件に柔軟に対応し、円滑な面接と相談者の支
援を目指す方にお薦めの講習です。全時間通学
講座です。

20 ¥15,000
自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/ginou1.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技 領域共通 7 京都 2018/3/24 土 9:45-13:15 2017/6/30
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 京都 2018/3/24 土 14:30-18:00 2017/6/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

知 - 8 大阪 梅田 2018/3/25 日 10:30‐15:45 2018/1/22
ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習
知識講習

基本的に抑えておきたい事項とタイムリーな話題や新たに知っておくべき事柄など
を、ＤＶＤと通学講座の組合せで効率よく学習いただけます。法改正等があった場
合、既受講者の方へも資料をお届けするなど早めのご受講でも安心して取り組ん
でいただけます。

キャリア教育学校教育とメンタルヘルスは通学講
座で行います。当団体のＨＰでもご案内していま
すので、是非ご覧下さい。 30 ¥15,000

自：
自：

￥13,500
￥12,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/kous
hin/index.html

特定非営利活動法ＮＰＯ生涯学習
03－5913－6416

技
特定層支

援
6 大阪 大阪市 2018/3/25 日 9:30-16:30 2018/1/25

一般社団法人日本産業カウンセラー協会事例に
学ぶ女性へのキャリアコンサルティング基礎編（技能講
習）

女性のキャリアコンサルティングの基本的な支援（姿勢とスキル）の特徴と留意点
を事例ワークやロールプレイを通じて身につけます。

講座の特性上、最少催行人数10名以上での開
催となります。

20 ¥20,000 自： ¥16,000
http://jica-
kansai.jp/lecture/de
pt/cc-corce-kosyu

（一社）日本産業カウンセラー協会
関西支部(06-4963-2357)

技 領域共通 17 大阪 梅田

2月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

土
日

9:30-18:30
12月中旬

予定
【CCA】キャリアカウンセラー　エキスパート・トレー
ニング　課題認識コース

ご自身の課題を発見する「課題認識コース」です。
キャリアカウンセリングのプロセスにそって、ご自身の課題を認識します。
実践経験とロールプレイングから、問題把握の技能を磨くと同時に、キャリアカウン
セラーとしての自分の課題を明確にします。

「課題認識コース」と「個別課題克服コース」の2
コースセット（4日間）でお申込みの場合、セット割
引料金があります。詳しくはHPでご確認くださ
い。

18 ¥66,250 自： ¥53,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/expert1.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 8 大阪 梅田

3月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

土 9:30-18:30
1月上旬

予定
【CCA】キャリアコンサルティング実践講座
（関係構築編）

面接は「関係構築」から始まります。ただし、その関係は面接の間中続きますし、そ
の関係を保つことが、面接を進めることにつながります。
この講座では、カウンセリングプロセスの基盤である関係構築に焦点を当て、有効
なキャリアカウンセリングを行うための技能を磨きます。
「クライアントの問題把握」の観点からＣＬの話をきくことを意識した面接のロールプ
レイを行います。

ご自身の課題として、関係構築力が弱いとお感
じの方にお勧めの講座です。関係構築をするこ
との大事さをを学んで頂きたいと思います。

18 ¥15,600 自： ¥12,500

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/practice1.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 8 大阪 梅田

3月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

日 9:30-18:30
1月上旬

予定
【CCA】キャリアコンサルティング実践講座
（問題把握・具体的展開編）

問題把握・目標の明確化・具体的な方策の検討まで、カウンセリングの後半過程
に焦点を当て、熟練レベルの技能を磨きます。
問題把握から目標の明確化、具体的な方策の検討まで、特にカウンセリングプロ
セスの後半過程に焦点を当て、問題把握の方法・スキルを学んでいただきます。

面接は、「問題把握」することが重要なポイントに
なります。ご自身の課題として、問題把握力が弱
いとお感じの方にお勧めの講座です。 18 ¥15,600 自： ¥12,500

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/practice2.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 5 大阪 梅田

3月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

月祝 13:00-18:00
1月中旬

予定
【CCA】キャリアコンサルタントとしての
セルフモニタリング力向上講座

本講座では、面談場面における自らの応答の根拠を明らかにした上で、クライエン
トの反応を通じてその応答の適切さを確認するプロセスを体験的に学びます。この
ことを通して、キャリアカウンセラーとしてカウンセリングを振り返る力の基礎を身に
つけることを目的にしています。

この講座は『クライアントの問題解決を支援する
為の技能講習体系』の１つです。HPに体系図が
ございますのでご確認ください。 18 ¥15,000 自： ¥12,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/smonitoring.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技
ツールの

理解・活用
3 大阪 梅田

3月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

土 14:00-17:00
1月下旬

予定
【CCA】個別カウンセリング場面のためのカード
ソート活用セミナー

ホランドのパーソナリティと環境タイプ論（RIASEC）を元に当協会で開発した「パー
ソナリティ・タイプ・カード」。このカードを実際のカウンセリング場面で活用すること
を目標に、受講者自身がロールプレイングを通じて学ぶプログラムです。

クライアントの自己理解を促進する活用ツールを
増やしたい方、ツールを活用したカウンセリング
スキルを向上させたい方におすすめです。 20 ¥5,750 自： ¥4,600

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/pcard.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 17 大阪 梅田

3月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

土
日

9:30-18:30
12月中旬

予定
【CCA】キャリアコンサルティング実践講座
（総合編）

キャリアコンサルティングの関係構築から面接終了までの全プロセスにおいて、熟
練レベルの実践技能を磨きます。
● 相談者との関係構築 ● 相談者の抱えている問題の把握 ● 問題に対する目
標設定 ● 方策の具体的な提示  を実践できるようになる事を目標とした２日間の
講座です。

18 ¥30,000 自： ¥24,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/practice3.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

中国・四国地区

技 領域共通 7 広島 2018/1/8 月 10:00-18:00 2017/6/1
KC02 技能講習（カウンセリング）②（中級編）キャ
リアコンサルタントの意図性

キャリアコンサルティングの目的や心がけ・意図性といったそもそもの大前提に注
目します。
キャリアコンサルティングで陥りがちなやりとりが何故起こるのか。
会話の記録と音声によるケースを通じて具体的に学び、ロールプレイにより個別に
フィードバックを受けられます。

■通学講座

18 ¥26,000 自： ¥18,600

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
02.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 7 鳥取 2018/2/3 土 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 鳥取 2018/2/3 土 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 7 広島 2018/2/3 土 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)
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厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

技
ツールの

理解・活用
7 広島 2018/2/3 土 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
特定層支

援
7 岡山 2018/2/24 土 13:30-17:00 2017/6/1

KT02 技能講習（対象者別キャリアコンサルティン
グ）②ミドルシニア

ミドル・シニア層のキャリア支援をする上で必要な、ミドル・シニア層のキャリア上の
特徴や課題などを講義により把握します。
その上で、同対象者に対する効果的な支援について、ワークシートを活用しながら
キャリアコンサルティングを行う演習を通じて習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KT
02.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 7 高知 2018/2/25 日 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 高知 2018/2/25 日 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

九州・沖縄地区

技
ジョブカー

ド
7 福岡 2018/1/8 月 10:00-17:00 2017/6/1

KK01 技能講習(キャリアシート）ジョブ・カード作成
支援演習【社会人支援】

ジョブ・カードの作成支援を効果的に行うための技量を身に着けるため、実際に
ジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティングを行い、振り返りを通じて習得しま
す。

通信講座（自宅学習）後、通学講座に参加。
■通信講座：＜自宅学習＞：ジョブカードのシー
ト（職務経歴シート）記入＿1時間
■通学講座：・ジョブ・カードを使ったキャリア形
成支援の効果的なあり方を実習・体験＿6時間

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KK
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
特定層支

援
7 福岡 2018/1/14 日 13:30-17:00 2017/6/1

KT02 技能講習（対象者別キャリアコンサルティン
グ）②ミドルシニア

ミドル・シニア層のキャリア支援をする上で必要な、ミドル・シニア層のキャリア上の
特徴や課題などを講義により把握します。
その上で、同対象者に対する効果的な支援について、ワークシートを活用しながら
キャリアコンサルティングを行う演習を通じて習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KT
02.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 17 福岡 博多
2018/1/20
2018/1/27

土
土

10:00-18:00 受付中 【CCA】領域別技能講習（メンタルヘルス）

医療法人社団弘冨会 神田東クリニック と キャリアカウンセリング協会 による共同
開発キャリアコンサルタント/キャリアカウンセラーにとって必要なメンタルへルスの
基礎知識を学べ、専門家へのリファーまでをロールプレイングで体験できます。カ
ウンセリングの現場で活用できるWeb学習+集合研修2日間プログラムです。

事前のWeb学習にて精神障害（うつ病、適応障
害、統合失調症、発達障害など）の基礎知識を
学んでいただいた後、2日間の講習にてケース研
究やVTR視聴を行い、さらに理解を深めます。

20 ¥66,250 自： ¥53,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/mentalhealth.htm
l

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 7 熊本 2018/1/28 日 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 熊本 2018/1/28 日 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 特定技法 7 福岡 2018/2/3 土 13:30-17:00 2017/6/1
KC06 技能講習（カウンセリング）⑥ナラティブ・
キャリアカウンセリング

ナラティブ・アプローチを取り入れたキャリアカウンセリング、「ナラティブ キャリアカ
ウンセリング」について解説。
理論の背景や手法、サビカスのキャリア構築理論を学びます。
学んだことを参考に、キャリアストーリーインタビューやライフラインチャートを活用
し、ワークを実施。キャリアコンサルティングに活用する視点を習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
06.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 特定技法 7 宮崎 2018/2/3 土 13:30-17:00 2017/6/1
KC04 技能講習（カウンセリング）④ドナルド・E・
スーパーの理論を活用したアプローチ

スーパーの理論を講義により学びます。今回は特に、スーパーが歩んできた歴史
を振り返りながら、職業心理学者としての業績を再度見直していきます。
ライフロール・キャリア成熟の考え方や、ライフスパン・ライフステージ理論について
も学びます。演習では、ライフロールを中心としたワークとロールプレイを通じて、
キャリアコンサルティングに活かせる視点を習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
04.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 7 沖縄 2018/2/11 日 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 沖縄 2018/2/11 日 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

知 - 8 沖縄 中頭郡 2018/2/17 土 9:30-18:30 受付中
ICDSキャリアコンサルタント更新講習必修知識
アップデート講習

職業能力開発、人事労務、労働市場、労働関係法令及び社会保障制度、キャリア
教育に必要な学校制度、教育目標に関する最新知識を修得します。

本講習の受講を希望し、キャリアコンサルタント
として最新の知識を習得したい方にお勧め致し
ます。 30 ¥15,800

http://career.icds.jp
/update.html

NPO法人ICDS　(052-848-9618)

技 領域共通 7 福岡 2018/2/17 土 10:15-13:45 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

https://www.career-npo.org/learning/lineup/mentalhealth.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/mentalhealth.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/mentalhealth.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/mentalhealth.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/mentalhealth.html
http://career.icds.jp/update.html
http://career.icds.jp/update.html


厚生労働大臣指定　キャリアコンサルタント更新講習　開催情報一覧　(2018年1月～3月開催分、2017年11月21日現在)

・追加・更新した情報は講習区分・分野をうす桃色で表示
・知識講習は水色で表示
・講習区分欄に★の印のあるものは、熟練（キャリアコンサルティング技能士2級 *2他料金設定がない場合は一律で左欄の料金となります。
　またはそれと同等以上のレベル）の方向けの講習です。 　　　　　*1　受付締切日は各主催団体にお問い合わせください。 他料金設定→ 自： 主催団体の所属会員・受講者割引等料金
・この表は、各更新講習主催団体からの情報提供に基づき作成されています。 　　　　　　　　また、すでに定員に達している場合もありますので、最新情報は主催団体のウェブサイト等をご確認ください。 非： キャリアコンサルタント以外の方の料金(課税)

講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員 申込先
主催団体名

お問い合わせ先

講習
区分

(知・技)

技能講習
分野

開催
都道府

県

開催
都市・
地区

開催日 (他料金設定
がある場合)

開催時間
講習
時間
数

受付
開始日*1

講習名

技
ツールの

理解・活用
7 福岡 2018/2/17 土 15:00-18:30 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ジョブカー

ド
6 沖縄 中頭郡 2018/2/18 日 13:00-17:00 受付中

ICDSキャリアコンサルタント更新講習[技能研鑽
コースE（キャリアシート活用）]

ジョブ・カードを活用したキャリアの棚卸、職業生活設計、目標設定についてロール
プレイングとケースカンファレンスを通して実践的なスキルを身につけます。（事前
に2時間分の通信課題として、ジョブ・カード作成を行なっていただきます。）

企業内の人材開発等に活動領域を拡大したい
方、もしくは、資格取得後実践経験3年以上の方
（上級）に特にお勧め致します。 20 ¥6,500

http://career.icds.jp/u
pdate.html

NPO法人ICDS　(052-848-9618)

技 教育領域 6 福岡 博多 2018/2/18 日 10:00-17:00 受付中
技能講習「就職活動支援のためのエントリーシー
ト活用」

企業の採用の実情を踏まえ、採用試験に通過するエントリーシートの構造を理解
し、その作成に必要なカウンセリングスキル、シート添削スキルを学びます。

20 ¥15,000

http://www.o-
hara.ac.jp/best/care
er-
consultant/course/u
pdate.html

大原学園　就職支援センター
（03-3237-7023）

技 企業等 6 福岡 2018/2/25 日 10:00-17:00 2017/6/1
KC11 技能講習（カウンセリング）⑪ケース演習＜
人事制度が個人に及ぼす影響＞

人事諸制度に焦点を当て、
「今の日本社会にはどのような人事制度があるのか」、
「個人にどのような影響を及ぼしているのか」、
「キャリアコンサルタントとして、どのような点に留意してクライエントに関わる必要
があるのか」を受講者の皆さんとの意見交換を通じて一緒に考えていきます。

 ■通学講座

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
11.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 特定技法 7 熊本 2018/3/3 土 13:30-17:00 2017/6/1
KC04 技能講習（カウンセリング）④ドナルド・E・
スーパーの理論を活用したアプローチ

スーパーの理論を講義により学びます。今回は特に、スーパーが歩んできた歴史
を振り返りながら、職業心理学者としての業績を再度見直していきます。
ライフロール・キャリア成熟の考え方や、ライフスパン・ライフステージ理論について
も学びます。演習では、ライフロールを中心としたワークとロールプレイを通じて、
キャリアコンサルティングに活かせる視点を習得します。

■講義動画視聴・事前課題実施（通信講座※自
宅学習＿3.5時間）
■理論を活用したアプローチの体験（通学講座
＿3.5時間）

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
04.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 7 大分 2018/3/17 土 9:45-13:15 2017/10/1
KC01 技能講習（カウンセリング）①（入門編）キャ
リアカウンセリングのメカニズムと条件

自己概念の成長モデルである「経験代謝」の理論を学ぶ入門編の講座。
自宅学習と通学講座での演習を通じて、キャリアカウンセリングのメカニズムと条
件を学びます。

■通信講座※自宅学習(3.5時間）
■通学講座※理論を活用したアプローチの体験
(3.5時間） 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
01.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
7 大分 2018/3/17 土 14:30-18:00 2017/10/1

KC08 技能講習（カウンセリング）⑧自己理解支援
ツールの体験とアプローチの習得A＜すごろく
ゲーム・学生版の活用＞

キャリア構成理論をベースに、自身の自己概念やキャリアテーマを明確にする演
習を通して、キャリアコンサルタントとしてクライエントの自己理解支援・自己啓発
支援を習得します。

■通信講座※自宅学習(3.5時間)
■通学講座※ツールを活用したアプローチの体
験(3.5時間) 20 ¥10,000 自： 無料

https://www.j-
cda.jp/seminar/detai
l/seminar_review_KC
08.html

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ツールの

理解・活用
3 福岡 博多

2月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

土 14:00-17:00
12月上旬

予定
【CCA】ビジネススキルチェックシート活用セミナー

当協会にて開発された「ビジネススキルチェックシート」は、興味・関心・価値観など
の自己理解に加えて、能力・適性の自己認識を促進できる新しい切り口のツール
です。講習では、シートの活用を目標に、講義の他、受講者自身がセルフチェック
を行い、結果を元にペアセッションを体験します。

社会人経験3年以上の方の支援を行っている方
または行いたい方、自己理解を促進する活用
ツールを増やしたい方、ツールを使って社内キャ
リア相談等を実施したい方におすすめです。

20 ¥5,750 自： ¥4,600

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/bskill.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技
ツールの

理解・活用
7 福岡 博多

2月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

日 10:00-18:00
12月上旬

予定
【CCA】グループファシリテーションのためのカード
ソート活用セミナー

ホランドのパーソナリティと環境タイプ論（RIASEC）を元に、当協会で開発した
「パーソナリティ・タイプ・カード」。このカードを活用したグループファシリテーション
を体験し、ファシリテーション技法を学ぶプログラムです。

講習ではカードソート体験の後、グループファシ
リテーションの進行イメージ作成から実施までを
行います。受講後は企業研修や学生向けワーク
ショップなどでも活用できます。

20 ¥12,500 自： ¥10,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/gcard.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 17 福岡 博多

2月開催
（日程確定
次第ご案内
いたします）

土
日

9:30-18:30
12月下旬

予定
【CCA】キャリアコンサルティング実践講座
（総合編）

キャリアコンサルティングの関係構築から面接終了までの全プロセスにおいて、熟
練レベルの実践技能を磨きます。
● 相談者との関係構築 ● 相談者の抱えている問題の把握 ● 問題に対する目
標設定 ● 方策の具体的な提示 を実践できるようになる事を目標とした２日間の
講座です。

18 ¥30,000 自： ¥24,000

https://www.career
-
npo.org/learning/line
up/practice3.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

全国(通信)

知 - 45
全国
(通信)

2018/4/1 2017/12/1
放送大学キャリアコンサルタント更新講習（知識
講習）

4科目をパッケージとして、テキスト（印刷教材）とテレビやインターネットで学んでい
きます。
①【多様なキャリアを考える】：最初に職業キャリアについて、なぜその発展が必要
なのかを、いくつかの観点から解説。次に職業キャリアの形成がどのように行われ
るか、職業訓練や企業内キャリア形成の現状を学習する。更に労働者の権利に関
して、法律論を展開する。更にライフコースの概念を紹介し、職業キャリア以外にも
「キャリア」があることを理解する。
②【社会保険のしくみと改革課題】：社会保険制度について社会保険の母国ドイツ
との比較を交えて、その基本的な概念や枠組み、歴史的な展開、特徴を学んだ上
で、それぞれの制度について、誰を対象とするか、誰が運営するか、費用負担の
ルール、給付の範囲・内容・水準等の基本的なしくみを解説する。
③【今日のメンタルヘルス】：メンタルヘルス（＝人の心の健康）を支える力は、ライ
フサイクルの中で養われ、人と人とのネットワークの中で維持されるものである。そ
のような健康な力を育むメカニズムを学ぶとともに、破綻の結果として生じる精神
疾患のあらましを知り、生活の場において生じるさまざまな問題の現状と対策を考
えていく。
④【教育学入門】：教育の歴史、教育思想・哲学、心理学、社会学など人文・社会・
自然の諸科学が蓄積してきた教育の理論を概説し、教育現象を科学的に捉えるた
めの基本的な知識と技術（方法）について講じる。

通学は試験の時のみで、授業はご自身のペース
で学ぶことができます。尚、キャリアコンサルタン
ト登録証の登録年月日以前に、左記4科目のうち
1科目でも合格（単位修得）している方は受講で
きません。
4科目合格（単位修得）で授業料（44,000円+入学
料）です。
※入学料は、全科履修生：24,000 円、選科履修
生： 9,000 円、科目履修生： 7,000 円。
※試験日時は、①多様なキャリアを考える（'15）：
2018年8月5日（日）11時35分～12時25分、②社
会保険のしくみと改革課題（'16）：2018年8月2日
（木）16時45分～17時35分、③今日のメンタルヘ
ルス（’15）：2018年7月31日（火）16時45分～17
時35分、④教育学入門（'15）：2018年7月29日
（日）17時55分～18時45分。

-

\44,000
+入学料

(講習補足・
備考欄参照)

http://www.ouj.ac.jp
/hp/purpose/sikaku
/consultant/

放送大学学園学務部連携教育課　
(043-298-4256)
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