
（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（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（１９講習（１７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

１００年キャリア講座キャリアコンサルタント養成講習 株式会社パソナ

キャリアコンサルタント養成講習 一般社団法人地域連携プラットフォーム

（平成30年６月11日時点）



（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（２）

○更新講習 ＜知識講習 １９講習（１２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

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

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

【日精研】ＷＥＢで学ぶキャリ
アコンサルタント更新知識講
習

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

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

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
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－

１００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

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

知識講習
特定非営利活動法人日本
キャリア開発協会

１００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）

キャリアコンサルティング（オ
ンライン）知識講習

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

１００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）

［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

キャリアコンサルタント更新専門
研修（知識Ⅱ）

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ⅢＡ）

（平成30年６月11日時点）



（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（３）

○更新講習 ＜技能講習 １９３講習（３９機関）＞ １／２
講習 実施機関 講習 実施機関 講習 実施機関 講習 実施機関

キャリアコンサルティング技能更新講習

有限会社Ｃマインド

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］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

カウンセリング力ＵＰのためのヘルピングスキル キャリアコンサルティング基礎技法演習
［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

【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）

キャリア支援の現場で活かす：ケース検討 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］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

【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）

現場で活かすケース検討：大学生のキャリア支援 若者支援アドバイザー養成講座 大学キャリア・アドバイザー養成講座
【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）

現場で活かす：システマティックアプローチ ジョブ・カード作成支援実践講座
［技能講習］キャリアコンサルティング実践事例（若年者）
を用いた事例検討

【日精研】アサーション・トレーニング（技能講習）

実践：セルフ・キャリアドック
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

［技能講習］クライエントを語りに招き入れるためのスキル
演習

【日精研】キャリアコンサルタントのための組織開発入門
（技能講習）

実践：ライフデザインアプローチ
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

［技能講習］ライフデザイン・アプローチの理解と実践
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）③(応用編）クライエント体験に
よるケース概念化

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

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）④ドナルド・Ｅ・スーパーの理論
を活用したアプローチ

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）］

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（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

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）］

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(カウンセリング）⑥ナラティブ・キャリアカウンセ
リング

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）］

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（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

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）］

一般社団法人日本産業カウンセラー協会ワーク・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（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＞

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）］

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（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事例検討

株式会社日本マンパワー

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（カウンセリング）⑩ケース演習＜組織内キャリ
ア形成＞

面談スキル向上（かかわり技法）
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
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＞

面談スキル向上（積極技法）
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

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＞

逐語記録の検討
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

技能講習（カウンセリング）⑬ケース演習＜働く人の心理
学＞

事例から学ぶ！キャリアコンサルティング企業領域
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）
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

事例から学ぶ！キャリアコンサルティング教育領域
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（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

事例から学ぶ！キャリアコンサルティング就職支援領域
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（グループ）③組織内キャリア形成
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

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（キャリアシート）ジョブ・カード作成支援演習【社
会人支援】

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

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
ルティングの関係構築に役立つ傾聴スキルの習得（技能
講習）

【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

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

一般社団法人日本産業カウンセラー協会体験的に学ぶ
アンガーマネジメント（技能講習）

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

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（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
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－）

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
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）



（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（３）

○更新講習 ＜技能講習 １９３講習（３９機関）＞ ２／２

（平成30年６月11日時点）

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

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

【技能講習】カードソートを活用したキャリア支援者のための
ファシリテーション 株式会社ライフスタイル・ウー

マン

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ）

神奈川労働局キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ）
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

【ツール活用】クライアントの自己肯定感を高めるキャリア支
援講座

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ）

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能ⅢＡ）
ＣＭＣＡ更新講習（技能編）キャリアコンサルティングへの認
知行動療法的アプローチの活用法

自己理解（内的キャリア）の自覚度向上ワークショップ技能
講習 特定非営利活動法人日本キャ

リア・カウンセリング研究会

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ）

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能ⅢＢ） ＣＭＣＡ更新講習（技能編）実践力向上のための体験学習 スーパービジョン的視点からのグループ学習 キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ）

長野労働局
キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅳ）

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

【リカレント】キャリアコンサルタント技能講習カウンセリング
と意思決定支援のスキルアップ

株式会社リカレント

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ）

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

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）

【リカレント】キャリアコンサルタント技能講習キャリア形成支
援者のためのレジリエンス・トレーニング

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ）

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

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）

【リカレント】キャリアコンサルタント技能講習組織における
キャリア開発とケースワーク

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ）

岐阜労働局
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

ＬＥＣキャリアコンサルタント更新講習技能講習実践キャリア
形成支援ワークブックシリーズ①－＜キャリアアンカー＞を
活用した自己理解支援－

株式会社東京リーガルマインド

【リカレント】キャリアコンサルタント技能講習大学生向け
キャリアコンサルティング実践

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ）

関西カウンセリングセンターＣＣ更新技能講習キャリアコン
サルタントのためのアサーション ＬＥＣキャリアコンサルタント更新講習技能講習実践キャリア

形成支援ワークブックシリーズ②－キャリアクラスター＜ホ
ランドの六角形＞を活用した職業マッチング支援－

【リカレント】キャリアコンサルタント技能講習発達障害をめ
ぐる職場での理解と支援・大学での就職支援

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ）

関西カウンセリングセンターＣＣ更新技能講習キャリアコン
サルタントのための交流分析入門

【リカレント】キャリアコンサルタント技能講習抑うつ状態にあ
る人への認知行動療法を活かしたキャリアコンサルティング

キャリアコンサルタント更新専門講習（技能Ⅰ）

岡山労働局
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
現場に必要な実務トレーニング（応募書類、面接支援編）

ＬＥＣキャリアコンサルタント更新講習技能講習実践キャリア
形成支援ワークブックシリーズ③－＜ジョハリの窓＞「強
み」を活かす業界・企業研究－

技能講習【学生、若年層へのキャリアコンサルティング実践
トレーニング】

株式会社リバース

キャリアコンサルタント更新専門講習（技能Ⅱ－１）

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
現場に必要な実務トレーニング（若年者支援編）

ＬＥＣキャリアコンサルタント更新講習技能講習実践キャリア
形成支援ワークブックシリーズ④－＜キャリアレインボー＞
を活用した中高年支援－

技能講習【グループアプローチ（ワーク）の運営トレーニン
グ】

キャリアコンサルタント更新専門講習（技能Ⅱ－２）

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
現場に必要な実務トレーニング（中高年支援・女性支援編）

ＬＥＣキャリアコンサルタント更新講習技能講習実践キャリア
形成支援ワークブックシリーズ⑤－＜計画された偶発性＞
を活用した就職・キャリア形成支援－

自己効力感が低い若年者支援スキルの習得
特定非営利活動法人中国キャ
リアコンサルタント研究会

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ）

広島労働局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

ＬＥＣキャリアコンサルタント更新講習技能講習－認知行動
療法を用いた実践キャリアコンサルティング－

セルフ・キャリアドックの導入・継続実施と組織活性化を担う
ファシリテータ養成講習

一般社団法人地域連携プラット
フォーム

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ）

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

ＬＥＣキャリアコンサルタント更新講習技能講習－発達障害
の就職支援・キャリア形成支援－

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ）

北海道労働局

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ）

悠久の風キャリアコンサルタント技能講習大学生支援
ＬＥＣキャリアコンサルタント更新講習技能講習－ひきこもり、
ニート支援現場に学ぶ実践キャリアコンサルティング－

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ） キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ）

長崎労働局
悠久の風キャリアコンサルタント技能講習キャリア支援と
コーチング

１００年キャリア講座ＩＴ人材のキャリアコンサルティング

株式会社パソナ

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ） キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ）

悠久の風キャリアコンサルタント技能講習グループアプロー
チ

１００年キャリア講座キャリアコンサルタントのための独立支
援ＡｔｏＺ

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ）

宮城労働局

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ）

悠久の風キャリアコンサルタント技能講習事例検討
１００年キャリア講座新任管理職へのキャリアコンサルティン
グ

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ）

悠久の風キャリアコンサルタント技能講習面接力向上 １００年キャリア講座ダイバーシティ障害年金の活用 キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ）

技能講習「ジョブ・カード作成支援」

学校法人大原学園

１００年キャリア講座ダイバーシティ専門職ネットワークの構
築

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ）

福島労働局技能講習「模擬面接官体験によるキャリア形成支援」
１００年キャリア講座ダイバーシティテレワーク活用の雇用
促進

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ）

技能講習「就職活動支援のためのエントリーシート活用」
１００年キャリア講座ダイバーシティ人・企業・社会への働き
かけ

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ）

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

１００年キャリア講座パーソナリティ特性を意識した面談力・
コミュニケーション力・組織力の強化

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅰ）

東京労働局面接に活かすアンガーマネジメント
100年キャリア講座労災から理解する職場とメンタル疾患の
関係性

キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅱ）

ストレスコーピングを活用した面接実技演習 事例検討とロールプレイ・報告書作成実践 学校法人実学教育学園 キャリアコンサルタント更新専門研修（技能Ⅲ）


