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厚生労働大臣が指定する講習 

 

キャリアコンサルタントの登録の更新を受けるための講習として厚生労働大臣が指定した講習（知識の維持を図るための講習）の一覧です。 

知識の維持を図るための講習 

講習名 実施機関 講習の特徴や目的 
平成 30 年度    

開講予定時期 

平成 30 年度    

開催予定都市 
形態・時間 料金（受講料非課税） ホームページ 

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 

心理臨床教育を 30 年以上実施してきたノウ

ハウを最大限に活かし、実践の場で活きる知

識を学びます。 

6 月～7 月、9 月～

10 月、2 月～3 月 
東京（池袋） 通学 8 時間 15,000 円 

http://www.nsgk.co.

jp/sv/kouza/cc/ 

【日精研】ＷＥＢで学ぶキ

ャリアコンサルタント更新

知識講習 

「職業能力の開発」や「職業倫理」等に関する

最新の知識を修得する。 

通年開催（WEB 受

講） 
全都道府県 通信 8 時間 16,000 円 掲載準備中 

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 

ＮＰＯ法人ＩＣＤＳ 

職業能力開発、人事労務、労働市場、関係法

令、社会保障制度、キャリア教育に必要な学

校制度等に関する最新知識を修得します。 

6 月、12 月、2 月  

岩手、愛知、佐賀 

※各回ごとに異な

る 

通学 8 時間 

受講料 12,000 円 

テキスト代 3,800 円(税

込) 

http://career.icds.jp

/update.html 

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 

質の高いキャリアコンサルティングの実

践に必要となる労働法令や労働市場等

の最新動向を修得する。 

8 月 東京 8 時間 掲載準備中 

キャリアコンサルティング

（オンライン）知識講習 

質の高いキャリアコンサルティングの実

践に必要となる労働法令や労働市場等

の最新動向を修得する。 

4 月～3 月 東京都（千代田区） 通信 8 時間 掲載準備中 

［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 

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。 

10 月 大阪 通学 12 時間 26,000 円 

http://www.kpcnet.

or.jp/seminar/?mod

e=show&seq=1764 
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講習名 実施機関 講習の特徴や目的 
平成 30 年度    

開講予定時期 

平成 30 年度    

開催予定都市 
形態・時間 料金（受講料非課税） ホームページ 

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 

遠方にお住まいの方や多忙で対面での講習

に参加できない全国の皆様も、テレビ・ネット

等で学ぶ遠隔教育により受講できます。 

4月～7月、10月～

1 月 

全国 47都道府県に

ある 50 の学習セン

ターと 7 のサテライ

トスペース 

通信 45 時間 

通学 3 時間 

【入学料】 

全科履修生：24,000 円 

選科履修生： 9,000 円 

科目履修生： 7,000 円 

【授業料】 

44,000 円 

※テキスト代含む 

http://www.ouj.ac.jp

/hp/purpose/sikaku

/consultant/ 

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 

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します。 

5 月～7 月、9 月～

12 月、3 月 

東京、札幌、函館、

福岡 

※各回ごとに異なる 

通学 8 時間 

 

23,000 円 

 

http://www.cmcaja

pan.net/renewal/ind

ex.htm 

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 

スキルアップの為の最新のテーマ等を講義内

容に盛り込み、実務経験の少ない方も無理な

く学習できます。 

4月～5月、6月～7

月、8 月～9 月、10

月～11 月、12 月～

1 月、2 月～3 月 

東京（新宿・水道

橋）、大阪（梅田） 

通学 4 時間 

通信 4 時間 

15,000 円 

（他、ＮＰＯ生涯学習登

録者、ＬＥＣキャリコン養

成講座修了生、割引制

度あり） 

http://www.npo-sg.

com/kentei/koushin

/ 

ＮＰＯ生涯学習キャリア

コンサルタント更新講習

知識講習－全通信講座

型－ 

キャリアコンサルタントとしての知識の維持向

上を目指す。東京、大阪といった大都市圏よ

り遠方に居住されているキャリアコンサルタン

トの方の負担軽減を目指す。 

4 月～3 月 
全国 47 都道府県を

対象 
通信 8 時間 9,000 円 掲載準備中 

知識講習 

特定非営利活動

法人日本キャリア

開発協会 

キャリアコンサルティングを行う上で必要な各

分野における動向や専門家として能力を維持

するために必要な知識を習得します。 

8月～9月、3月～4

月 
オンライン配信 通信 8 時間 

10,000 円(一般) 

0 円(会員) 

https://www.j-cda.j

p/seminar/index.ph

p 
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講習名 実施機関 講習の特徴や目的 
平成 30 年度    

開講予定時期 

平成 30 年度    

開催予定都市 
形態・時間 料金（受講料非課税） ホームページ 

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 

大学、企業、行政、一般団体、いろいろな場

面でキャリア面談を実践している講師から、現

場で役立つ知識を学びます。 

7月～12月、10月、

1 月～3 月 

大阪、愛知 

※各回ごとに異な

る 

通学 8 時間 21,000 円 

http://www.yuukyu.j

p/service/service-0

5/sec-1/ 

一般社団法人日本産業

カウンセラー協会キャリ

アコンサルタント更新知

識講習 

一般社団法人日

本産業カウンセラ

ー協会 

職業能力開発、人事・労務管理、労働市

場、労働関係法令、学校教育制度、メン

タルヘルスに関する最新の知識を修得

する。 

4 月～7 月 

8 月～11 月 

12 月～3 月 

東京都(港区)、 

愛知県名古屋市、

神奈川県横浜市、

福岡県福岡市、 

大阪府大阪市、 

千葉県柏市 

※各回ごとに異な

る 

通学 8 時間 
20,000 円(一般) 

15,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc

/koushin/ 

 

一〇〇年キャリア講座キ

ャリアコンサルタント更新

講習Ａ通学（知識講習） 

 

株式会社パソナ 

 

職業能力開発、人事管理・労務管理、労

働市場の動向、労働関係法規及び社会

保障制度、学校教育制度とキャリア教

育、メンタルヘルスに関する最新の知識

を修得する。 

7 月 東京都 通学 8 時間 24,000 円 
http://100-year-c

areer.net/ 

一〇〇年キャリア講座キ

ャリアコンサルタント更新

講習Ｂ通学＋通信（知識

講習） 

職業能力開発、人事管理・労務管理、労

働市場の動向、労働関係法規及び社会

保障制度、学校教育制度とキャリア教

育、メンタルヘルスに関する最新の知識

を修得する。 

7 月 東京都 
通学 4 時間 

通信 4 時間 
24,000 円 

http://100-year-c

areer.net/ 

一〇〇年キャリア講座キ

ャリアコンサルタント更新

講習Ｃ通信（知識講習） 

職業能力開発、人事管理・労務管理、労

働市場の動向、労働関係法規及び社会

保障制度、学校教育制度とキャリア教

育、メンタルヘルスに関する最新の知識

を修得する。 

7 月 東京都 通信 8 時間 24,000 円 
http://100-year-c

areer.net/ 
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