
（参考２）キャリアコンサルタント登録制度における指定登録機関等一覧（１） 

○指定登録機関（１機関） 
  特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会 
 

○登録試験機関（２機関） 
  特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会  特定非営利活動法人日本キャリア開発協会 
 

○養成講習（１７講習（１５機関）） 
講習 実施機関 

CMCAキャリアコンサルタント養成講習 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 

GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム 特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会 

GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム パーソルテンプスタッフ株式会社 

GCDF-Japanキャリアカウンセラートレーニングプログラム マンパワーグループ株式会社 

ICDSキャリアコンサルタント養成講座 有限会社キャリアサポーター 

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タント養成講習 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 

キャリアコンサルタント養成講座 株式会社テクノファ 

キャリアコンサルタント養成講座 
株式会社リカレント 

キャリアコンサルタント養成ライブ通信講座 

キャリアコンサルタント養成講座（総合） 株式会社日本マンパワー 

キャリアコンサルタント養成講習 
学校法人大原学園 

キャリアコンサルタント（通学・通信）養成講習 

公益財団法人関西カウンセリングセンターキャリアコンサルタント養成講習 公益財団法人関西カウンセリングセンター 

公益財団法人関西生産性本部キャリアコンサルタント養成講座 公益財団法人関西生産性本部 

公益財団法人日本生産性本部キャリアコンサルタント養成講座 公益財団法人日本生産性本部 

LEC東京リ－ガルマインドキャリアコンサルタント養成講座 株式会社東京リ－ガルマインド 

キャリアコンサルタント養成講座 ヒューマンアカデミー株式会社 



（参考２）キャリアコンサルタント登録制度における指定登録機関等一覧（２） 

○更新講習 
 ＜知識講習 １２講習（１０機関）＞ 

講習 実施機関 講習 実施機関 講習 実施機関 

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 

株式会社日本・精神技術研究所 放送大学キャリアコンサルタント更新講習（知識講習） 放送大学学園 キャリアコンサルタント更新専門研修（知識Ⅰ） 

独立行政法人労働政策研究・研修機構 
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 

ＮＰＯ法人ＩＣＤＳ ＣＭＣＡ更新講習（知識編） 
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 

キャリアコンサルタント更新専門研修（知識Ⅱ） 

キャリアコンサルティング知識講習 公益財団法人日本生産性本部 ＮＰＯ生涯学習キャリアコンサルタント更新講習知識講習 特定非営利活動法人エヌピーオー生涯学習 キャリアコンサルタント更新専門研修（知識ⅢＡ） 

［知識講習］キャリアコンサルタントのための実践講義 公益財団法人関西生産性本部 知識講習 特定非営利活動法人日本キャリア開発協会 悠久の風キャリアコンサルタント知識講習 悠久の風株式会社 

（平成２９年４月１日時点） 

 ＜技能講習 １０５講習（２０機関）＞ 
講習 実施機関 講習 実施機関 講習 実施機関 講習 実施機関 

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） 

株式会社日本・精神
技術研究所 

キャリアカウンセリング・スキルアップセミナー（関係
構築力習得編） 

一般社団法人日本人
材派遣協会 

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 

特定非営利活動法人
日本キャリア開発協
会 

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 

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 

【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） 

キャリアカウンセリング・スキルアップセミナー（関係
構築力実践編） 

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 

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 

【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） 

キャリアカウンセリング・スキルアップセミナー
（ヒューマンスキル向上支援編） 

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 

事例の分析によるカウンセリング能力向上講座 

株式会社テクノファ 
【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） 

大学キャリア・アドバイザー養成講座 

公益財団法人日本生
産性本部 

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 

面接に活かすアンガーマネジメント 

【日精研】アサーション・トレーニング（技能講習） キャリアコンサルティング基礎技法演習 
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 

ストレスコーピングを活用した面接実技演習 

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）］ 

ＮＰＯ法人ＩＣＤＳ 

キャリアコンサルティングケースカンファレンス 
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 

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①カウンセリング基礎技法と信頼関係構築 

株式会社トータルバラ
ンスマネジメント 

ＩＣＤＳキャリアコンサルタント更新講習［技能研鑽
コースＢ（リアリティセラピー的アプローチ）］ 

若者支援アドバイザー養成講座 
技能講習（カウンセリング）⑦認知行動療法のキャリアコ
ンサルティングへの活用 

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②真の問題把握と問題解決 

ＩＣＤＳキャリアコンサルタント更新講習［技能研鑽
コースＣ（精神力動的アプローチ）］ 

ジョブ・カード作成支援実践講座 
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 

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）］ 

技能講習「ジョブ・カード作成支援」 

学校法人大原学園 

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
＞ 

女性の活躍推進のためのキャリアコンサルティン
グ講習 

株式会社キャリアバラ
ンス 

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）］ 

技能講習「模擬面接官体験によるキャリア形成支援」 
技能講習（カウンセリング）⑩ケース演習＜組織内キャリ
ア形成＞ 

関西カウンセリングセンターＣＣ更新技能講習
キャリア支援におけるケースの見立て 

公益財団法人関西カウ
ンセリングセンター 

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・仕事理解支援の実践）］ 

技能講習「就職活動支援のためのエントリーシート活
用」 

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＞ 

関西カウンセリングセンターＣＣ更新技能講習
キャリア支援に必要なカウンセリングスキル 

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
ルタント技能講習・企業領域編 

一般社団法人日本産
業カウンセラー協会 

【ＣＣＡ】領域別技能講習（メンタルヘルス） 

特定非営利活動法人
キャリアカウンセリ
ング協会 

技能講習（カウンセリング）⑫ケース演習＜組織における
個人の成長＞ 

関西カウンセリングセンターＣＣ更新技能講習
キャリア支援に役立つ心理カウンセリングの理論
と実際 

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
ルタント技能講習・需給調整領域編 

【ＣＣＡ】領域別技能講習（組織・人的資源管理） 技能講習（カウンセリング）⑬ケース演習＜働く人の心理学＞ 
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－） 特定非営利活動法人エ

ヌピーオー生涯学習 
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
ルタント技能講習・教育機関領域編 

【ＣＣＡ】領域別技能講習（大学キャリアカウンセ
ラー） 

技能講習（グループ）①キャリアコンサルタントとしてのグルー
プファシリテーション 

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－） 

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

【ＣＣＡ】カウンセリング心理学に学ぶ基礎技能向上講
座 

技能講習（グループ）②キャリア開発研修体験とファシリ
テーション 

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 

悠久の風株式会社 
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） 

【ＣＣＡ】ケースによる問題解決基礎講座 技能講習（グループ）③組織内キャリア形成 
悠久の風キャリアコンサルタント技能講習ワーク
ライフバランス支援・コーディネート力向上 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会ワ－ク・ライ
フ・バランスとキャリアコンサルティング（技能講習） 

【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 

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】 

悠久の風キャリアコンサルタント技能講習大学生
支援 

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） 

【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 

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 

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

株式会社プライド 
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・プロセス理解（技能講習） 

【ＣＣＡ】ビジネススキルチェックシート活用セミナー 
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 

カウンセリング能力向上講座（応用編）カウンセ
リング過程における対決技法と行動支援技法（技
能講習） 

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） 

【ＣＣＡ】キャリアカウンセラーアドバンス・トレーニ
ング 

キャリアコンサルティング事例検討 

株式会社日本マンパ
ワー 

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ） 

独立行政法人労働政策
研究・研修機構 

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） 

【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 

面談スキル向上（かかわり技法） キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ） 

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） 

【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 

面談スキル向上（積極技法） 
キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ
Ａ） 

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） 

【ＣＣＡ】キャリアコンサルティング実践講座（関係構築編） 逐語記録の検討 
キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ
Ｂ） 

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「職業キャリアの円熟期」（技能講
習） 

【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） 

［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 

公益財団法人関西生
産性本部 

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅳ） 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会ジョブ・カード
を用いたキャリアコンサルティング（技能講習） 

【ＣＣＡ】キャリアコンサルティング実践講座（総合編） 
［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 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会自己理解と環境
理解の統合によるキャリア形成－環境へ働きかける力・
導入編－（技能講習） 

【ＣＣＡ】ケースカンファレンス 
［技能講習］キャリアコンサルティングの逐語記録を用い
た事例検討会 

キャリアコンサルティング技能更新講習 有限会社Ｃマインド 
【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 

大学キャリア・アドバイザー養成講座 


