
・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。
・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　開催情報一覧について

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　(～4月開催分、2017年2月23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 *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
知識講習は水色で表示 　　　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
グループ

アプローチ
6 北海道 札幌 2017/3/20 月 10:00-17:00 2016/9/1

KG03 技能講習（グループ）
③組織内キャリア形成

組織（企業）を取り巻く環境の変化がますます激しく、早くなった今、組織内キャリ
ア形成に関する企業のニーズを知ることにより、自らの意思で作るキャリアの必要
性、重要性を再認識し、キャリアマネジメント研修の具体的なコンテンツを体験する
ことにより、その理解を深め、キャリアマネジメント事例からその現状を知ることを
狙いとします。

組織内キャリアデザインに関して知識を深めた
い方、キャリア形成の研修企画に必要な知識を
得たい方に、お薦めです。 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KG03.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

東北地区

技 領域共通 7 宮城 仙台 2017/2/25 土 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

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 仙台 2017/3/12 日 10:00-17：00 2016/10/1

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＞

本講習は、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。 体
験から自己理解支援の効果や方法を、背景となる理論からキャリアコンサルティン
グを応用するための考え方を学びましょう。

自分の人生での自己概念の発達・成長を考えた
い方、自己理解の効果的な支援方法を学びたい
方に、お薦めです。 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC09.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ジョブ・
カード

6 福島 郡山 2017/3/19 日 13:00-17:00 2016/10/1 技能研鑽コースＥ（キャリアシート活用）

事前にジョブカードを作成していただき（２ｈ分の通信課題）、持参いただいたもの
を題材に、キャリアの棚卸、職業生活設計、今後の目標設定、方策の実行支援等
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じて実践的なスキルを身に
つけます。

企業内の人材開発等に活動領域を拡大したい
方、キャリアコンサルタント資格取得後、３年以
上の経験を有する方（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)

関東地区

知 - 8 東京 水道橋 2017/2/26 日 10:30‐15:45 2016/12/20
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。 20 ¥15,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/koushin
/

ＮＰＯ生涯学習
(03-5913-6416)

技 領域共通 7 東京 2017/2/26 日 10:00-18：00 2016/9/1
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。

キャリアカウンセラーの資格試験へのチャレンジ
を考えている方、転職や就職支援に携わってい
る方、組織内の人材教育に携わっている方にお
薦めです。

18 ¥26,000 自： ¥18,600

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC02.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 教育 13 東京 渋谷
2017/2/26
2017/3/12
2017/3/26

日 10:00-17:00 2016/11/15 大学キャリア・アドバイザー養成講座

本講座は、大学でキャリア支援に携わっている方、これから携わりたいという方に
向けたプログラムです。　企業の採用動向など就職にまつわる環境が毎年、大きく
変化する今日、大学のキャリア支援では、常に新しい情報を入手し、専門的な知
識、スキルをもって学生に対応することが求められます。「自身の過去の体験」や
「キャリア・コンサルタントのスキル」だけでは、質の高いキャリア支援を行うのは難
しくなってきているといえるかもしれません。そこで、本講座では、【最新の情報】、
【専門知識】、【実践スキル】の３つの理解、習得を目指します。

2日間のプログラムでは、採用動向の講義や模
擬面接、添削指導など学生支援に関わるポイン
トを学習します。本プログラムを修了し、登録試
験に合格すると「登録証」を発行します。また、学
生支援の機会、情報の提供を行います。

20 ¥48,600 自： ¥48,600
http://seminar.jpc-
net.jp/detail/lrw/semin
ar008738.html

（公財）日本生産性本部
(03-3409-1121)

知 - 8 東京 九段下

2017/3/1
2017/3/8
2017/3/15
2017/3/22

水 19:00-21:10 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」

本講座は、職業能力開発促進法に基づく、「キャリアコンサルタント」の資格の更
新を受けるために必要な 知識の維持を図るための講習（以下知識講習）として厚
生労働大臣が指定するものです。
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。

下記をの知識を身に付けられます。
・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.jp/
schedule/kouza/cc/00
2212.html

株式会社
 日本・精神技術研究所
(03-3234-2965)

技 領域共通 7 山梨 2017/3/4 土 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 14 東京
2017/3/4
2017/3/5

土
日

10:00-18：30
9:30-17：00

2016/9/1
KC03　技能講習（カウンセリング）③（応用編)
クライエント体験によるケース概念化

全員が自分自身の相談をするクライエント、そしてキャリアコンサルタント・オブ
ザーブも含め、それぞれの体験を通して、その場で起こる変化を実感し、その変化
を理論に当てはめて考えることにより、キャリアカウンセリング・キャリアコンサル
ティングの効果とクライエントに起こる変化のメカニズムを学びます。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方、キャリアコンサルティングの本質を実
感し、現場に活用したい方に、お薦めです。

10 ¥54,700 自： ¥39,100

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC03.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 17 東京 新橋
2017/3/4
2017/3/5

土
日

9:30-18:30 受付中

【技能講習】
【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。

2級技能検定試験の能力要件に合った内容と
なっています。ご受検をお考えの方には、この
「課題認識コース」と4月開催「個別課題克服コー
ス」をセットでご受講後、技能検定で求められて
いるレベルを目指して頂けます。
★2コースご受講の場合、セット割引あります。

18 ¥66,250 自： ¥53,000
https://www.career-
npo.org/learning/lineu
p/expert1.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 企業等 6 東京 2017/3/5 日 10:00-17:00 2016/9/1
KC13 技能講習（カウンセリング）⑬ケース演習＜
働く人の心理学＞

働くこと、キャリア発達、生涯発達に関連する理論・アプローチの理解を深めるとと
もに、 実践に応用する力を習得し、キャリアコンサルタントとして、様々なキャリア
発達段階にいるクライエントへの支援の幅を広げ、対応する力を強化することを目
的としています。具体的には、講義と複数の事例検討を通じて、以下のような点を
実践的に習得することを目指します。

人事・教育研修などを担当されている方、キャリ
ア理論の実践について知りたい方に、お薦めで
す。 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC13.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

講習名 講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員

*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。
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主催団体名
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講習
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(知・技)

技能講習
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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
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数
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開始日*1
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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　(～4月開催分、2017年2月23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 *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
知識講習は水色で表示 　　　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)

講習名 講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員

*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。

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

技 領域共通 7 埼玉 2017/3/5 日 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 教育 7 東京 神保町 2017/3/5 日 9:30-17:30 受付中
「ＣＭＣＡ更新講習（技能編） 学生に対する就職
活動支援の キャリアコンサルティング」

学生の就職支援がテーマとなるキャリアコンサルティングの概要や留意する点な
どを学習し、事例を使ってロールプレイ・グループワークを行う。グループごとに補
助者を配置し、助言を行う。

学生対象のキャリアコンサルティングを行うため
に有効な視点や就職支援スキルを身に付けるこ
とや、ご自身のスキルの見直しに有効であると
思います。

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
(03-5211-6860)

技 領域共通 7 東京 2017/3/9 木 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 ツール 7 東京 神保町 2017/3/11 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、クライエントの自己理解の為のツールだけではなく、キャリ
アコンサルティングのきっかけ作りや、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。今回は1つのツールの例を通して、アセスメントツールの考え方・使い
方を理解し、クライエントへの伝え方について習得します。

アセスメントツールを使用して、自分で実際に受
けてもらい、仕組みを理解するとともに、結果の
見方、結果をどの様に読み取り、ワークを通して
学びます。

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
(03-5211-6860)

技 特定技法 7 東京 2017/3/12 日 13:30-17:00 2016/9/1
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

スーパーの理論を自宅で映像を視聴して学習し、理論の中でも主にライフロール
に焦点を当てて集合研修形式でワークを実施します。人生における役割を複数の
観点から見つめることにより、クライエントのキャリア形成を豊かで満足できるもの
にするためのアプローチを学ぶことができます。

通信講座（自宅学習）後、通学講座に参加。
■通信講座：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC04.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 需給調整 8 東京 港区 2017/3/12 日 9:30-17:30 2017/1/16
キャリアコンサルタント技能講習
需給調整領域編

キャリアコンサルティング力の強化として必要なスキルと知識を学ぶとともに、日
本産業カウンセラー協会の特色である傾聴をベースにした面談を構造的に学ぶ講
習です。実務経験豊富な指導者が６人にひとりつき丁寧な指導を行います。

需給調整領域での学びを重視しています。
受講は3領域のうち1領域の受講しかできませ
ん。 30 ¥22,000 自： ¥20,000

http://www.jaico.cc/k
oushin/

日本産業カウンセラー協会
(03-3438-4571)

技 需給調整 4 東京 飯田橋 2017/3/15 水 13:00-17:00 2016/7/1
ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ･ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ（ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ向上
支援編）

面談やフォロー時も含むキャリアカウンセリングの際に活用できる自己理解の手
法とモチベーションの維持につながる3つのポイントをグループワーク＆ロールプ
レイングを通じて学びます。

派遣業界従事者のみならず広くキャリア形成支
援を促進するキャリアコンサルタントの技能の維
持向上に資する内容です。

40 ¥13,889 自： ¥0
http://www.jassa.jp/ke
ywords/index4.html

（一社）日本人材派遣協会
(03-3222-1601)

技
ツールの

理解・活用
7 東京 2017/3/17 金 13:30-17:00 2016/11/1

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。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC08.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 特定技法 7 東京 2017/3/20 月 13:30-17:00 2016/9/1
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・キャリアカウンセリングの背景にあるナラティブセラピーの理論や手
法、また、サビカスのキャリア構築理論を自宅で映像を視聴して学習します。集合
研修では、ライフラインチャートやキャリアストーリーインタビューを活用したワーク
を実施。クライエントの人生における大きなテーマやストーリーを再認識し、キャリ
ア形成に活かす視点を習得します。

通信講座（自宅学習）後、通学講座に参加。
■通信講座：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC06.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 6 東京 秋葉原 2017/3/25 日 10:00-16:00 2017/1/4 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。 すでに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。
ロープレのケースを変えて、毎月１回開催しま
す。

4 ¥15,000 http://c-mind.jp
有限会社Cマインド
(info@c-mind.jp)

知 - 8 東京 神保町 2017/3/25 土 9:00-18:00 受付中 「ＣＭＣＡ更新講習（知識編）」　(知識講習)

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
(03-5211-6860)

技 事例検討 6 東京 神田 2017/3/26 日 10:00-17:00 受付中 キャリアコンサルティング事例検討

面談実務に携わっているキャリアコンサルタントを対象に、事例検討を行います。
事例に対する多様なアプローチを学ぶことで自身の面談の広がりと深みを持たせ
ます。

当講座では事前に参加者の方々にキャリアコン
サルティング事例をご提出いただく必要がありま
す。
また、講座の特性上、最少催行人数6名以上で
の開催となります。

15 ¥15,000 自： ¥12,000
http://www.nipponman
power.co.jp/cc/update
_course/

（株）日本マンパワー
(03-5294-5030)

技
ジョブ・
カード

7 東京 2017/3/26 日 10:00-17：00 2016/10/1
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
■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

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KK01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 18 東京 新橋
2017/4/8
2017/4/9

土
日

9:30-18:30 受付中

【技能講習】
【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。
★3月開催「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/lineu
p/expert1.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 領域共通 6 東京 秋葉原 2017/4/22 土 10:00-16:00 2017/1/4 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。 すでに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。
ロープレのケースを変えて、毎月１回開催しま
す。

4 ¥15,000 http://c-mind.jp
有限会社Cマインド
(info@c-mind.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　(～4月開催分、2017年2月23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 *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
知識講習は水色で表示 　　　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)

講習名 講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員

*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。

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

技 事例検討 4 東京 神田

調整中（確
定次第ご案
内いたしま

す）

9:00-13:00
調整中（確定
次第ご案内い

たします）
逐語記録の検討

逐語記録のサンプルを使って、キャリアコンサルタントとしてのあり方や意図性、技
法の使い方、課題解決へ向けたかかわり方等について学びます。他者の視点を
知ることで、自分の面談での関わり方の客観視を促します。

当講座では事前に参加者の方々にキャリアコン
サルティングの逐語録をご提出いただく必要が
あります。
また、講座の特性上、最少催行人数6名以上で
の開催となります。

10 ¥15,000 自： ¥12,000
http://www.nipponman
power.co.jp/cc/update
_course/

（株）日本マンパワー
(03-5294-5030)

技 領域共通 7 東京 神田

調整中（確
定次第ご案
内いたしま

す）

9:30-17:30
調整中（確定
次第ご案内い

たします）
面談スキル向上（かかわり技法）

基本技法の効果を実感を持って理解します。相談者が自分自身をありのままに受
入れ、主体的に意思決定し、自ら成長できるように促す関わり方について体験的
に学習します。

講座の特性上、最少催行人数6名以上での開催
となります。

15 ¥25,000 自： ¥20,000
http://www.nipponman
power.co.jp/cc/update
_course/

（株）日本マンパワー
(03-5294-5030)

技 領域共通 4 東京 神田

調整中（確
定次第ご案
内いたしま

す）

9:00-13:00
調整中（確定
次第ご案内い

たします）
面談スキル向上（積極技法）

相談者への影響が大きい積極技法の使い方（効果とリスク）について、少人数の
グループで体験的に学習します。相談者との関係性に注意しながら効果的に積極
技法を使う方法を学びます。

講座の特性上、最少催行人数6名以上での開催
となります。

9 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.nipponman
power.co.jp/cc/update
_course/

（株）日本マンパワー
(03-5294-5030)

東海地区

技
ツールの

理解・活用
7 愛知 名古屋 2017/3/12 日 13:30-17:00 2016/11/1

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。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC08.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
特定層
支援

6 愛知 名古屋 2017/3/18 土 10:00-17:00 2016/9/1
KT01 技能講習（対象者別キャリアコンサルティン
グ）
①若者支援基礎

キャリアが確立していない若者の相談には、多様で幅広い知識と対応が求められ
ます。本講座では、若者（１５歳～３９歳）支援の実践経験豊富な講師から、現在
の若者事情、年代に応じた若者への支援の基礎基本とコツを習得します。

若者支援を目指している方、若者支援経験の浅
い方、カウンセリング経験があり若者支援の分
野で更にスキルアップをしたい方に、お薦めで
す。

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KT01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 特定技法 6 愛知 名古屋 2017/3/20 月 9:30-16:30 2016/10/1 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、実践経験の
浅い方（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
7 愛知 名古屋 2017/3/20 月 10:00-17：00 2016/10/1

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＞

本講習は、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。 体
験から自己理解支援の効果や方法を、背景となる理論からキャリアコンサルティン
グを応用するための考え方を学びましょう。

自分の人生での自己概念の発達・成長を考えた
い方、自己理解の効果的な支援方法を学びたい
方に、お薦めです。 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC09.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ジョブ・
カード

7 愛知 名古屋 2017/3/20 月 10:00-17：00 2016/10/1
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
■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

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KK01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

信越・北陸地区

技 特定技法 6 長野 長野 2017/3/4 土 9:30-16:30 2016/10/1 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、実践経験の
浅い方（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 特定技法 7 新潟 2017/3/11 土 13:30-17:00 2016/9/1
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

スーパーの理論を自宅で映像を視聴して学習し、理論の中でも主にライフロール
に焦点を当てて集合研修形式でワークを実施します。人生における役割を複数の
観点から見つめることにより、クライエントのキャリア形成を豊かで満足できるもの
にするためのアプローチを学ぶことができます。

通信講座（自宅学習）後、通学講座に参加。
■通信講座：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC04.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 7 石川 金沢 2017/3/12 日 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 特定技法 7 新潟 2017/3/12 日 13:30-17:00 2016/9/1
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について自宅で映像を
視聴して学習。集合研修では、理論に沿ったワークを通してクライエントが予期せ
ぬ出来事をプランド・ハップンスタンスに変えるために発揮したリソースを現在の
キャリア形成に活かすためのアプローチを実践的に習得します。

通信講座（自宅学習）後、通学講座に参加。
■通信講座：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC05.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
特定層
支援

7 新潟 2017/3/18 土 13:30-17:00 2016/9/1
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上の特徴や課題を自宅で映像を視聴して学習。
その後集合研修形式で、組織におけるミドル層、シニア層に対する効果的な支援
について、演習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：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KT02.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
特定層
支援

6 石川 金沢 2017/3/19 日 10:00-17:00 2016/9/1
KT01 技能講習（対象者別キャリアコンサルティン
グ）
①若者支援基礎

キャリアが確立していない若者の相談には、多様で幅広い知識と対応が求められ
ます。本講座では、若者（１５歳～３９歳）支援の実践経験豊富な講師から、現在
の若者事情、年代に応じた若者への支援の基礎基本とコツを習得します。

若者支援を目指している方、若者支援経験の浅
い方、カウンセリング経験があり若者支援の分
野で更にスキルアップをしたい方に、お薦めで
す。

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KT01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

近畿地区

技 需給調整 6 大阪 梅田 2017/2/23 木 10:00-17:00 2016/7/1
ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ･ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ（関係構築力習
得編）

複数事例を基に、派遣社員との「関係構築法」を理解するための実習（ロールプレ
イング）を行います。

派遣業界従事者のみならず広くキャリア形成支
援を促進するキャリアコンサルタントの技能の維
持向上に資する内容です。 40 ¥13,889 自： ¥0

http://www.jassa.jp/ke
ywords/index4.html

（一社）日本人材派遣協会
(03-3222-1601)
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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　(～4月開催分、2017年2月23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 *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
知識講習は水色で表示 　　　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)

講習名 講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員

*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。

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

技 領域共通 7 大阪 2017/3/1 水 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

12 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

知 - 12 大阪
大阪市
北区

2017/3/4
2017/3/5

土
日

10:00～17:00
10:00～17:00

受付中
［知識講習］キャリアコンサルタントのための実践
講義

キャリアコンサルティングを実践していく上で必要となる最新の知識と情報を、２日
間の講義と演習を通じて幅広く学びます。

講義だけではなく、演習を通じて最新知識の習
得をはかります。

30 ¥26,000 自： ¥20,000
http://www.kpcnet.or.j
p/seminar/index.php?
mode=show&seq=1728

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

技 企業等 8 大阪 新大阪 2017/3/4 土 9:30-17:30 2017/1/16
キャリアコンサルタント技能講習
企業領域編

キャリアコンサルティング力の強化として必要なスキルと知識を学ぶとともに、日
本産業カウンセラー協会の特色である傾聴をベースにした面談を構造的に学ぶ講
習です。実務経験豊富な指導者が6人にひとりつき丁寧な指導を行います。

企業領域での学びを重視しています。
受講は3領域のうち1領域の受講しかできませ
ん。 30 ¥22,000 自： ¥20,000

http://www.jaico.cc/k
oushin/

日本産業カウンセラー協会
(03-3438-4571)

知 - 8 京都 京都 2017/3/5 日 10:30‐15:45 2016/12/20
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。 20 ¥15,000

http://www.npo-
sg.com/kentei/koushin
/

ＮＰＯ生涯学習
(03-5913-6416)

技 教育 8 大阪 新大阪 2017/3/5 日 9:30-17:30 2017/1/16
キャリアコンサルタント技能講習
教育機関領域編

キャリアコンサルティング力の強化として必要なスキルと知識を学ぶとともに、日
本産業カウンセラー協会の特色である傾聴をベースにした面談を構造的に学ぶ講
習です。実務経験豊富な指導者が6人にひとりつき丁寧な指導を行います。

教育機関領域編での学びを重視しています。
受講は3領域のうち1領域の受講しかできませ
ん。 30 ¥22,000 自： ¥20,000

http://www.jaico.cc/k
oushin/

日本産業カウンセラー協会
(03-3438-4571)

技 事例検討 6 大阪 本町 2017/3/11 土 10:00-17:00 受付中 キャリアコンサルティング事例検討

面談実務に携わっているキャリアコンサルタントを対象に、事例検討を行います。
事例に対する多様なアプローチを学ぶことで自身の面談の広がりと深みを持たせ
ます。

当講座では事前に参加者の方々にキャリアコン
サルティング事例をご提出いただく必要がありま
す。
また、講座の特性上、最少催行人数6名以上で
の開催となります。

15 ¥15,000 自： ¥12,000
http://www.nipponman
power.co.jp/cc/update
_course/

（株）日本マンパワー
(03-5294-5030)

技 領域共通 7 大阪 2017/3/14 火 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

12 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 需給調整 4 大阪 梅田 2017/3/14 火 13:00-17:00 2016/7/1
ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ･ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ（ﾋｭｰﾏﾝｽｷﾙ向上
支援編）

面談やフォロー時も含むキャリアカウンセリングの際に活用できる自己理解の手
法とモチベーションの維持につながる3つのポイントをグループワーク＆ロールプ
レイングを通じて学びます。

派遣業界従事者のみならず広くキャリア形成支
援を促進するキャリアコンサルタントの技能の維
持向上に資する内容です。 40 ¥13,889 自： ¥0

http://www.jassa.jp/ke
ywords/index4.html

（一社）日本人材派遣協会
(03-3222-1601)

技
特定層
支援

15 大阪 梅田
2017/3/18
2017/3/25

土 10:00-18:00 受付中
【技能講習】
【CCA】領域別技能講習（メンタルヘルス）

キャリア面談の中にもメンタルの問題を抱える方が増えている現状に対応し、キャ
リアコンサルタント（CC）向けに開発されたプログラムです。臨床経験豊富な講師
をお迎えし、具体的な事例を交えてCCに必要な知識を学び、実際の現場でもご活
用頂けるよう、専門家へリファーするまでの技能を、ロールプレイングを通じて習得
します。

この講座はメンタルヘルスの問題を抱えていると
思われるクライアントを支援している方や専門家
へリファーすることに不安を感じる方にもおすす
めです。 20 ¥66,250 自： ¥53,000

https://www.career-
npo.org/learning/lineu
p/mentalhealth.html

キャリアカウンセリング協会
(03-3591-3569)

技 特定技法 7 大阪 2017/3/20 月 13:30-17:00 2016/9/1
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・キャリアカウンセリングの背景にあるナラティブセラピーの理論や手
法、また、サビカスのキャリア構築理論を自宅で映像を視聴して学習します。集合
研修では、ライフラインチャートやキャリアストーリーインタビューを活用したワーク
を実施。クライエントの人生における大きなテーマやストーリーを再認識し、キャリ
ア形成に活かす視点を習得します。

通信講座（自宅学習）後、通学講座に参加。
■通信講座：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC06.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 12 大阪
大阪市
北区

2017/3/25
2017/3/26

土
日

10:00～17:00
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に必要なカウンセリングの基礎技能を復習するとともに、
カウンセリングのプロセスを理解を深めます。

有資格者の方であれば、どなたでも参加可能で
す。

20 ¥30,000 自： ¥25,000
http://www.kpcnet.or.j
p/seminar/index.php?
mode=show&seq=1729

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

技 特定技法 7 大阪 2017/3/25 土 13:30-17:00 2016/9/1
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について自宅で映像を
視聴して学習。集合研修では、理論に沿ったワークを通してクライエントが予期せ
ぬ出来事をプランド・ハップンスタンスに変えるために発揮したリソースを現在の
キャリア形成に活かすためのアプローチを実践的に習得します。

通信講座（自宅学習）後、通学講座に参加。
■通信講座：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC05.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 需給調整 8 大阪 新大阪 2017/3/25 土 9:30-17:30 2017/1/16
キャリアコンサルタント技能講習
需給調整領域編

キャリアコンサルティング力の強化として必要なスキルと知識を学ぶとともに、日
本産業カウンセラー協会の特色である傾聴をベースにした面談を構造的に学ぶ講
習です。実務経験豊富な指導者が6人にひとりつき丁寧な指導を行います。

需給調整領域編での学びを重視しています。
受講は3領域のうち1領域の受講しかできませ
ん。 30 ¥22,000 自： ¥20,000

http://www.jaico.cc/k
oushin/

日本産業カウンセラー協会
(03-3438-4571)

技 事例検討 4 大阪 本町

調整中（確
定次第ご案
内いたしま

す）

9:00-13:00
または

13:00-17:00

調整中（確定
次第ご案内い

たします）
逐語記録の検討

逐語記録のサンプルを使って、キャリアコンサルタントとしてのあり方や意図性、技
法の使い方、課題解決へ向けたかかわり方等について学びます。他者の視点を
知ることで、自分の面談での関わり方の客観視を促します。

当講座では事前に参加者の方々にキャリアコン
サルティングの逐語録をご提出いただく必要が
あります。
また、講座の特性上、最少催行人数6名以上で
の開催となります。

10 ¥15,000 自： ¥12,000
http://www.nipponman
power.co.jp/cc/update
_course/

（株）日本マンパワー
(03-5294-5030)

技 領域共通 7 大阪 本町

調整中（確
定次第ご案
内いたしま

す）

9:30-17:30
調整中（確定
次第ご案内い

たします）
面談スキル向上（かかわり技法）

基本技法の効果を実感を持って理解します。相談者が自分自身をありのままに受
入れ、主体的に意思決定し、自ら成長できるように促す関わり方について体験的
に学習します。

講座の特性上、最少催行人数6名以上での開催
となります。

15 ¥25,000 自： ¥20,000
http://www.nipponman
power.co.jp/cc/update
_course/

（株）日本マンパワー
(03-5294-5030)

技 領域共通 4 大阪 本町

調整中（確
定次第ご案
内いたしま

す）

9:00-13:00
または

13:00-17:00

調整中（確定
次第ご案内い

たします）
面談スキル向上（積極技法）

相談者への影響が大きい積極技法の使い方（効果とリスク）について、少人数の
グループで体験的に学習します。相談者との関係性に注意しながら効果的に積極
技法を使う方法を学びます。

講座の特性上、最少催行人数6名以上での開催
となります。

9 ¥20,000 自： ¥16,000
http://www.nipponman
power.co.jp/cc/update
_course/

（株）日本マンパワー
(03-5294-5030)
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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　(～4月開催分、2017年2月23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 *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
知識講習は水色で表示 　　　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)

講習名 講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員

*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。

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

中国・四国地区

技 領域共通 7 香川 高松 2017/2/26 日 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ジョブ・
カード

4 徳島 徳島 2017/3/5 日 13:30-17:30 2016/11/25
キャリアコンサルタント基本技能ブラッシュアップ
講座（3）『キャリアシート作成指導と活用』

本講習は、前半でキャリアシートの意義、記入方法、記入に当たっての基本的な
留意事項や作成に必要な情報提供について、グループでの意見交換等も交えな
がら知識の整理を行います。また後半では、「ジョブ・カード」を活用し、キャリアの
方向性の整理や意思決定の確認に欠かせない「自己理解」に重点を置いた面談
ロールプレイを通して、キャリアコンサルタントが相談者を支援する際の具体的な
ポイントを学びます。

「補助テキスト」と「ジョブカード・棚卸シート」の
「両フォーム」を事前にメール送信します。テキス
トのご一読と「両フォーム」を作成の上、ご参加く
ださい。詳細及びカリキュラムをホームページに
掲載しておりますので是非ご確認ください。

18 ¥13,000
https://www.tbmcct.c
om/kosin3/

株式会社
トータルバランスマネジメント
(https://www.tbmcct.com/toi/)

技 領域共通 7 愛媛 松山 2017/3/11 土 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 領域共通 7 岡山 2017/3/11 土 13:30-17:00 2016/11/1
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です。
通信講座（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。通学講座ではキャリアコンサルタント役、クライエント
役、オブザーブ役のいずれかの体験を通して、キャリアコンサルティングの本質を
習得します。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。※初心者から日常実践
経験を積まれている方まで、どなたでも受講でき
ます。

12 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 特定技法 7 広島 2017/3/25 土 13:30-17:00 2016/9/1
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・キャリアカウンセリングの背景にあるナラティブセラピーの理論や手
法、また、サビカスのキャリア構築理論を自宅で映像を視聴して学習します。集合
研修では、ライフラインチャートやキャリアストーリーインタビューを活用したワーク
を実施。クライエントの人生における大きなテーマやストーリーを再認識し、キャリ
ア形成に活かす視点を習得します。

通信講座（自宅学習）後、通学講座に参加。
■通信講座：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC06.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
特定層
支援

7 広島 2017/3/26 日 13:30-17:00 2016/9/1
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上の特徴や課題を自宅で映像を視聴して学習。
その後集合研修形式で、組織におけるミドル層、シニア層に対する効果的な支援
について、演習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：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験 20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KT02.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

九州・沖縄地区

技
グループ

アプローチ
6 福岡 2017/2/26 日 10:00-17:00 2016/9/1

KG03 技能講習（グループ）
③組織内キャリア形成

組織（企業）を取り巻く環境の変化がますます激しく、早くなった今、組織内キャリ
ア形成に関する企業のニーズを知ることにより、自らの意思で作るキャリアの必要
性、重要性を再認識し、キャリアマネジメント研修の具体的なコンテンツを体験する
ことにより、その理解を深め、キャリアマネジメント事例からその現状を知ることを
狙いとします。

組織内キャリアデザインに関して知識を深めた
い方、キャリア形成の研修企画に必要な知識を
得たい方に、お薦めです。

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KG03.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ジョブ・
カード

7 福岡 2017/3/4 土 10:00-17：00 2016/10/1
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
■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

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KK01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
特定層
支援

7 福岡 2017/3/11 土 13:30-17:00 2016/9/1
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上の特徴や課題を自宅で映像を視聴して学習。
その後集合研修形式で、組織におけるミドル層、シニア層に対する効果的な支援
について、演習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：講義動画視聴（自宅学習）
■通学講座：理論を活用したアプローチの体験 20 ¥21,700 自： ¥15,500

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技 教育 7 福岡 福岡 2017/3/11 土 9:30-17:30 受付中
「ＣＭＣＡ更新講習（技能編） 学生に対する就職
活動支援の キャリアコンサルティング」

学生の就職支援がテーマとなるキャリアコンサルティングの概要や留意する点な
どを学習し、事例を使ってロールプレイ・グループワークを行う。グループごとに補
助者を配置し、助言を行う。

学生対象のキャリアコンサルティングを行うため
に有効な視点や就職支援スキルを身に付けるこ
とや、ご自身のスキルの見直しに有効であると
思います。

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
(03-5211-6860)

技
ツールの

理解・活用
7 福岡 2017/3/25 土 13:30-17:00 2016/11/1

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。

キャリアコンサルタントとしての技量を上げたい
、これから実践の場で活動したい、また予定され
ている方にお薦めです。
※初心者から日常実践経験を積まれている方ま
で、どなたでも受講できます。

20 ¥10,000 自： ¥0

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KC08.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

技
ジョブ・
カード

7 福岡 2017/4/16 日 10:00-17：00 受付中
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
■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

20 ¥21,700 自： ¥15,500

https://www.j-
cda.jp/seminar/detail/
seminar_review_KK01.h
tml

日本キャリア開発協会
(03-6661-6222)

全国(通信)
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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　(～4月開催分、2017年2月23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 *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
知識講習は水色で表示 　　　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)

講習名 講習概要 講習補足・備考

受講料*2

曜日 定員

*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。

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

知 - 45
全国
(通信)

2017/4/1 2016/12/1
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、過去に左記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）：2017年7月25日（火）13時15分～14時05
分、②社会保険のしくみと改革課題（'16）：2017
年7月25日（火）10時25分～11時15分、③今日の
メンタルヘルス（’15）：2017年7月25日（火）11時
35分～12時25分、④教育学入門（'15）：2017年7
月23日（日）13時15分～14時05分。

-

\44,000
+入学料

(講習補足・
備考欄参照)

http://www.ouj.ac.jp/h
p/purpose/sikaku/con
sultant/

放送大学学園
学務部連携教育課
(043-298-4256)
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