（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（２１講習（１９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

ＮＣＣＰ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カウンセリングカレッジ

トータルリレイションキャリアコンサルタント養成講習

株式会社キャリアドライブ

（平成31年４月１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 ２５講習（１７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

講習

実施機関

キャリアコンサルタント更新専門
研修（知識Ⅰ）

講習

実施機関

ＬＣＳＡキャリアコンサルタント更新 特定非営利活動法人ライフキャリ
講習（知識講習）
ア・サポート協会

株式会社日本・精神技術研究所
ＬＥＣキャリアコンサルタント更新
キャリアコンサルタント更新専門 独立行政法人労働政策研究・研
講習知識講習－通信＋通学講座
修機構
研修（知識Ⅱ）
型－

【日精研】ＷＥＢで学ぶキャリアコ
ンサルタント更新知識講習

株式会社東京リーガルマインド
ＩＣＤＳキャリアコンサルタント更新
ＮＰＯ法人ＩＣＤＳ
講習必修知識アップデート講習

キャリアコンサルタント更新専門
研修（知識ⅢＡ）

ＬＥＣ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－

キャリアコンサルティング知識講
習

悠久の風キャリアコンサルタント
悠久の風株式会社
知識講習

関西カウンセリングセンターＣＣ更
新知識講習（通信）

公益財団法人日本生産性本部

公益財団法人関西カウンセリング
センター

キャリアコンサルティング（オンライ
ン）知識講習

一般社団法人日本産業カウンセ
一般社団法人日本産業カウン 関西カウンセリングセンターＣＣ更
ラー協会キャリアコンサルタント更
セラー協会
新知識講習（通学）
新知識講習

［知識講習］ キャリアコンサルタン
公益財団法人関西生産性本部
トのための実践講義

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）

キャリアコンサルタント知識講習

株式会社日本マンパワー

放送大学キャリアコンサルタント
放送大学学園
更新講習（知識講習）

１００年キャリア講座キャリアコン
株式会社パソナ
サルタント更新講習Ｂ通学＋通信
（知識講習）

キャリアコンサルタント更新専門
研修【知識講習】

北海道労働局

ＣＭＣＡ更新講習（知識編）

特定非営利活動法人日本キャリ １００年キャリア講座キャリアコン
ア・マネージメント・カウンセラー協 サルタント更新講習Ｃ通信（知識
会
講習）

知識講習

特定非営利活動法人日本キャリ 【ＣＣＡ】キャリアコンサルタント向 特定非営利活動法人キャリアカウ
ア開発協会
け知識講習（ＷＥＢ）
ンセリング協会

（平成31年４月１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 ２９９講習（６０機関）＞
講習

実施機関

講習

１／４
実施機関

講習

実施機関

講習

実施機関

大学キャリア・アドバイ ザー養成講座

［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

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）

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

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）

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

キャリアコン サルティン グ技能更新講習

現場で活かすケース検討：大学生のキャリア支援

有限会社Ｃマイ ン ド

公益財団法人日本生産性本 ［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
部

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

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）

公益財団法人関西生産性本
部

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）

［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

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

いた事例検討

アコン サルティン グ（技能講習）

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

［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

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

のメカ ニズムと条件

習

事例検討「若年層」（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 サルティン グ
事例検討「キャリアの転機」（技能講習）

【ＣＣＡ】領域別技能講習（メン タルヘルス）

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

［技能講習］キャリアコン サルティン グに活かすアサーショ ン

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）

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

実践：セルフ・キャリアドック

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

【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）⑤ジョ ン ・Ｄ・クルン ボルツ の理論

【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）⑥ナラ ティブ ・キャリアカ ウン セリン

座

グ

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）
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

面談スキル向上（積極技法）

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

【ＣＣＡ】ケースによ る 問題解決基礎講座

事例検討「職業キャリアの円熟期」（技能講習）

面談スキル向上（かかわり技法）

を 活用したアプ ロ ーチ

【ＣＣＡ】カ ウン セリン グ心理学に学 ぶ基 礎技 能向 上講

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

キャリアコン サルティン グ事例検討

用したアプ ロ ーチ

の関係構築に役立つ傾聴スキルの習得（技能講習）
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- マネ

逐語記録の検討

ティン グへの活用

ジメン ト（技能講習）
一般社団法人日本産業カ ウ

【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＞

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］事例に学ぶ「メン タルヘ
ルスの理解と対応」（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＞

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］事例に学ぶ「発達障害
の理解と対応」（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
＞

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］事例検討「がん治療と
就労の両立支援」（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 特定非営利活動法人日本
キャリア開発協会
及ぼす影響＞

演習で学ぶ！キャリアコン サルティン グ技法若者編

株式会社日本マン パワー

ン セラ ー協会

［一般社団法人日本産業カ ウン セラ ー協会］理論を 活用した事例検
討「実践で活かすキャリア理論」（技能講習）

特定非営利活動法人キャリ
【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

【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

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

演習で学ぶ！キャリアコン サルティン グ技法女性編

の成長＞

技能講習（カ ウン セリン グ）⑬ケース演習＜働く人の心理学＞

演習で学ぶ！キャリアコン サルティン グ技法中高年編

［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
グの実践的事例検討「キャリアチェ ン ジ」（技能講習）

［一般社団法人日本産業カ ウン セラ ー協会］就職支援に活かす「構
成的グループ エン カ ウン ター」（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

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

編）

プ ファ シリテーショ ン

【ＣＣＡ】キャリアコン サルティン グ実践講座（問題把握・

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

具体的展開編）

ショ ン

【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

＜技能講習＞企業内キャリアカ ウン セラ ー養成講座

［一般社団法人日本産業カ ウン セラ ー協会］自己理解演習「セルフ
キャリアデザイ ン 」（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】

＜技能講習＞企業内キャリアカ ウン セラ ー養成講座基礎編

［一般社団法人日本産業カ ウン セラ ー協会］ロ ールプ レイ 演習「実
践的なキャリアコン サルティン グのプ ロ セスを 学ぶ」（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
【ＣＣＡ】キャリアコン サルタン トのための組織開発講座
（入門編）

キャリアコン サルティン グ相互研鑽のためのフィードバック基礎

職業カ ードで実践！自己理解・仕事理解の支援技法

グに必要な「グループ アプ ロ ーチの技能・基礎編」（技能講習）
［一般社団法人日本産業カ ウン セラ ー協会］教育機関における 環境
への働きかけとネットワーク（技能講習）

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

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

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 会キ ャリ アコン サ ルタ 一般社団法人日本産業カ ウ
ン セラ ー協会
ン ト技能講習・需給調整領域編

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

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

［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

株式会社キャリアバラ ン ス

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

（平成31年４月１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 ２９９講習（６０機関）＞
講習

実施機関

講習

２／４
実施機関

講習

実施機関

講習

実施機関

ＩＣＤＳキャリアコン サルタン ト更新講習［技能研 鑽コース

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

ＣＭＣＡ更新講習（技能編）学生に対する 就職活動支援 のキ ャリ

【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

Ａ（認知行動療法的アプ ロ ーチ）］

る ケースの見立て

アコン サルティン グ

意思決定支援のスキルアップ

ＩＣＤＳキャリアコン サルタン ト更新講習［技能研 鑽コース

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

ＣＭＣＡ更新講習（技能編）アセスメン トツ ールにつ いて の理 解・

Ｂ（リアリティセラ ピ ー的アプ ロ ーチ）］

なカ ウン セリン グスキル

伝え方

ＩＣＤＳキャリアコン サルタン ト更新講習［技能研 鑽コース

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

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

つ心理カ ウン セリン グの理論と実際

動療法的アプ ロ ーチの活用法

Ｃ（精神力動的アプ ロ ーチ）］

ＮＰＯ法人ＩＣＤＳ

ＩＣＤＳキャリアコン サルタン ト更新講習［技能研鑽コース

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

Ｄ（グループ アプ ロ ーチ）］

ン トのためのアサーショ ン

ＩＣＤＳキャリアコン サルタン ト更新講習［技能研鑽コース

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

Ｅ（キャリアシート活用）］

ン トのための交流分析入門

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）］

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）

キャリアコン サルタン トの基本技能と面接の進め方（技

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

能講習）

必要な実務トレーニン グ（若年者支援編）

【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）

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）

【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）

株式会社日本・精神技術研

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 トの為の職場における ハラ スメン ト対策と相談対応
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

スキルの向上（技能講習）

ン トのための面接指導セミナー《社会人・転職者対象》

者のためのレジリエン ス・トレーニン グ
【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
【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
【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

ＣＭＣＡ更新講習（技能編）実践的アプ ロ ーチの確認（シニア編）

る 職場での理解と支援・大学での就職支援

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

【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 株式会社リカ レン ト
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

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－

【リカ レン ト】キャリアコン サルタン ト技能講習認知行動療法を
活かした関係構築と支援展開－問題解決技法によ る キャリアコ
ン サルティン グ

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 ト技能講習ナラ ティブ ・キャリ
ア・カ ウン セリン グの実際～ケーススタディと実習

公益財団法人関西カ ウン セ
リン グセン ター

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

【リカ レン ト】キャリアコン サルタン ト技能講習新しいキャリア・ア
セスメン ト～質的アセスメン トを 学ぶ

かす業界・企業研究－

【リカ レン ト】キャリアコン サルタン ト技能講習アセスメン ト力を

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－
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

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

【日精研】アサーショ ン ・トレーニン グ（技能講習）

ウン セラ ー協会

ＣＭＣＡ更新講習（技能編）実践力向上のための体験学習

究所
【日精研】クラ イ エン ト中心療法を 活用した共感的応答

【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
特定非営利活動法人日本
キャリア・マネージメン ト・カ

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

ン トのための面接指導セミナー《学生対象》

株式会社東京リーガルマイ
ンド

つける 事例検討法を 学ぶ－アセスメン トフォ ーマットとPCAGIP
を 使って
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

ア形成支援－

【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）

関西カ ウン セリン グセン ターCC更新技能講習 事例でおさえる
キャリア諸理論を 用いたキャリア支援《クラ ン ボルツ 編》

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－

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）

関西カ ウン セリン グセン ターCC更新技能講習 事例でおさえる
キャリア諸理論を 用いたキャリア支援《シュロ スバーグ編》

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 サルティン グに活かす統合的ラ イ フ・プ ラ ン ニン
グ（ＩＬＰ）

関西カ ウン セリン グセン ターCC更新技能講習 事例でおさえる

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、

内的キャリアを 探る カ ードを 使った自己理解とグループ ワーク

キャリア諸理論を 用いたキャリア支援《ホラ ン ド編》

ニート支援現場に学ぶ実践キャリアコン サルティン グ－

～はたかち 標準講習会～

独立行政法人労働政策研

関西カ ウン セリン グセン ターCC更新技能講習 事例でおさえる

ＬＥＣ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

【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

究・研修機構

キャリア諸理論を 用いたキャリア支援《スーパー編》

ア形成支援の為の実践カ ウン セリン グ講習－

ファ シリテーショ ン

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能ⅢＢ）

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「構成的グループ エン カ ウン ター」実習

ＬＥＣ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－

【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Ⅳ）

事例の分析によ る カ ウン セリン グ能力向上講座

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）

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】

技能講習「ジョ ブ ・カ ード作成支援」

面接に活かすアン ガーマネジメン ト

技能講習「模擬面接官体験によ る キャリア形成支援」

ストレスコーピ ン グを 活用した面接実技演習

特定非営利活動法人日本
キャリア・カ ウン セリン グ研

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）

究会

株式会社ラ イ フスタイ ル・
ウーマン

株式会社リバース

学校法人大原学園

一般社団法人日本人材派遣

践編）

協会

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
株式会社テクノファ

技能講習「就職活動支援のためのエン トリーシート活
用」

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

キャリアコン サルタン トによ る 職場復帰支援

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】

自己効力感が低い若年者支援スキルの習得

ル向上支援編）

特定非営利活動法人中国
事例検討とロ ールプ レイ ・報告書作成実践

キャリアコン サルタン トの効果的な質問スキルを 高める
学校法人実学教育学園

技能講習キャリアコン サルティン グにおける 「価値観」
分析のあり方
技能講習キャリア形成支援のための「職務経歴書」の活
用

シニアのラ イ フデザイ ン ファ シリテーショ ン

カ ウン セリン グにおける 問題解決支援の考え方・進め方

「例外探し」を 活用したナラ ティブ ・アプ ロ ーチ

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

キャリアコン サルタン ト研究
会

ジョ ブ ・カ ードを 活用したキャリアコン サルティン グ

キャリアコン サルタン ト基本技能ブ ラ ッシュアップ 講座②真の問 株式会社トータルバラ ン スマ
ネジメン ト
題把握と問題解決

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
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

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

る 対決技法と行動支援技法（技能講習）

アシート作成指導と活用

（平成31年４月１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 ２９９講習（６０機関）＞
講習

実施機関

講習

１００年キャリア講座ＩＴ人材のキャリアコン 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

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 トが組織に働きかけチェ ン ジエージェ

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

ン ト（変える 人）となる ためのセミナー～ＯＤ（組織開発）の基
礎と実践プ ロ セス～

１００年キャリア講座ダイ バーシティ障害年金の活用

【フレームワークを 活用した論理的思考を 習得】

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

【CLに気づきや変化を もたらす問題把握力と具体的展開力
の強化のための知識と技能を 習得】

３／４
実施機関

一般社団法人地域連携プ
ラ ットフォ ーム

講習

実施機関

講習

再就職支援カ ウン セリン グの実務講習

一般財団法人雇用開発セン
キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）
ター

認知行動療法について～認知の修正と行動活性化を
学ぶ～

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

動機付け面接法によ る 面談力アップ 講座

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅲ）

グループ アプ ロ ーチのスキルを 磨く～SGEを 使って～

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）

実施機関

東京労働局

一般社団法人みんなの人事
部

ナラ ティヴ・アプ ロ ーチに学ぶ身に付けたいカ ウン セ
ラ ーの姿勢

一般社団法人キャリアエ

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

神奈川労働局

デュケーショ 一ン
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

ＲＥＢＴカ ウン セリン グの基礎と実践

進
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

ＲＥＢＴに関連する 技法「動機づけ面接」

け
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

ジョ ブ ・カ ード作成支援講座（企業領域）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅲ）

ジョ ブ ・カ ード作成支援講座（求職者支援）

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅱ）

特定非営利活動法人日本人
生哲学感情心理学会

外国人留学生のキャリア支援技能講習（技能講習）
株式会社パソナ

石川労働局

株式会社イ ーパス
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

女性のキャリア支援技能講習（技能講習）

100年キャリア講座中高年・シニア個人に働きかける 生涯キャ

相談者を 取り巻く環境への理解を 事例とディスカ ッショ ン を

リアコン サルティン グ

通じて深める

100年キャリア講座組織・人事に働きかける 中高年・シニアの

学生・若者支援に関わる キャリアコン サルタン トに本当に必

ための生涯キャリアコン サルティン グ

要な面談技術と心がけ

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

北海道労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅲ）

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Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

山梨労働局

合同会社働く楽しさ研究所
100年キャリア講座コミュニケーショ ン の本質から学ぶ聴覚障

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

相談者の思考転換につながる 質問力アップ トレーニン グ

害者へのキャリアコン サルティン グ
100年キャリア講座女性活躍推進の壁を 超える ラ イ フイ ベン
ト期の女性と組織に働きかける キャリアコン サルティン グ

キャリアコン サルタン トのプ ロ としてのあり方を 倫理綱領とディスカ ッ
ショ ン を 通じて学ぶ

100年キャリア講座「見つける 眼と繋げる 手」メン タルヘルス

【技能更新講習】セルフ・キャリアドック「面談実践」コース

の組織・キャリアコン サルティン グ

b－active株式会社

宮城労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）

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）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅲ）

100年キャリア講座自己一致を 高めて伸ばすキャリアコン サル
ティン グ力

キャリアコン サルティン グに活かす動機づけ面接法（技能講
習）

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

キャリア教育に活かす交流分析（技能講習）

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 ト技能講習ワークラ イ フバラ
ン ス支援・コーディネート力向上

キャリアコン サルティン グのためのＥＱ（感情知能）活用講座 シックスセカ ン ズジャパン 株
キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）
（技能講習）
式会社

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

キャリアコン サルティン グ面談講習（技能講習）

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

キャリア・ファ シリテーター協会技能講習キャリアコン サルタ
ン トのための事例検討会①既卒3年支援編

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

キャリア・ファ シリテーター協会技能講習キャリアコン サルタ
ン トのための事例検討会②女性支援編

悠久の風キャリアコン サルタン ト技能講習事例検討

悠久の風株式会社

キャリア・ファ シリテーター協会技能講習キャリアコン サルタ
ン トのための事例検討会③中高年支援編

悠久の風キャリアコン サルタン ト技能講習面接力向上

キャリア・ファ シリテーター協会技能講習キャリアコン サルタ
ン トのための事例検討会④生活困窮者支援編

グループ アプ ロ ーチ・リーダーのアン ガー対応＜技能講習＞

ジョ ブ ・カ ード作成支援演習

大学生支援・ネットワークの活用＜技能講習＞

モチベーショ ン ジャパン 技能講習キャリアコン サルティン グ
を 、キャリア開発や組織開発・人事制度改革に結びつける た

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

山形労働局

長野労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）

株式会社ラ イ フジャパン

群馬県生産性本部

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

福島労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅲ）

特定非営利活動法人キャリ

岐阜労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅱ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）

三重労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅲ）

ア・ファ シリテーター協会
キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

合同会社イ ン クルーシブ

群馬労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅰ）

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 ト更新専門講習（技能Ⅱ－１）

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅱ－２）

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅱ）

めの技能講習

埼玉労働局

岡山労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）

モチベーショ ン ジャパン 技能講習企業を 主領域とする キャ
大学生支援・自己理解ワーク＜技能講習＞

株式会社モチベーショ ン
リアコン サルタン トが、人事と協業する ために何が必要かを
ジャパン
学ぶ
モチベーショ ン ジャパン 技能講習キャリアコン サルタン トが
自分で気づいていない課題を 発見し、改善して上達する た

キャリアコン サルタン ト更新専門講習（技能Ⅲ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

広島労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅲ）

めの実践トレーニン グ

（平成31年４月１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 ２９９講習（６０機関）＞
講習

４／４

実施機関

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

山口労働局

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Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

高知労働局

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Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

佐賀労働局

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Ⅰ）

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅱ）

長崎労働局

キャリアコン サルタン ト更新専門研修（技能Ⅲ）

（平成31年４月１日時点）

