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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 

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 

技能向上のため、企業領域について、講

義、演習を通して実践的に学ぶことがで

きます。 

4 月以降随時 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

通学 7 時間 

通信 1 時間 

22,000 円(一般) 

20,000 円(会員) 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

  

【企業等領域】 

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/


 

2 

 

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 

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） 

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」に関する知識

等を整理し、キャリアコンサルティングで

の活かし方や支援スキルについて学ぶ。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

【CCA】領域別技能講習（組織・人的

資源管理） 

特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング

協会 

組織人的資源管理に焦点を定めたケー

スを題材に、日本を代表する講師の指導

によって、企業内で活躍できる実践力を

磨きます。 

7 月、12 月 東京 

通学 15 時間 

通信 1 時間 

(全 2 日) 

78,750 円 

(GCDF資格者、

CCA会員割引制度

あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/hrm.html 

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＞ 

特定非営利活動法人 

日本キャリア開発協会 

組織内キャリア形成について、外部の専

門家という立場からの支援をどのように

行うのかについて、実践的に習得しま

す。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京、名古屋、

大阪、北九州 

※各回ごとに異な

る 

通学 6 時間 
21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/consu

ltant.php 

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＞ 

人事制度が個人に与える影響という点に

焦点をあて、組織内キャリア形成につい

て習得します。 

4 月～6 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京、広島 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/consu

ltant.php 

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＞ 

組織における個人のキャリア形成につい

て考え、組織の成長につながる個人のキ

ャリア形成を促すための取り組みを考え

る。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京、大阪、

福岡 
7 時間 

21,700 円（一般） 

15,500 円（会員） 
掲載準備中 

  

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
https://www.career-npo.org/learning/lineup/hrm.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/hrm.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/hrm.html
https://www.j-cda.jp/seminar/consultant.php
https://www.j-cda.jp/seminar/consultant.php
https://www.j-cda.jp/seminar/consultant.php
https://www.j-cda.jp/seminar/consultant.php
https://www.j-cda.jp/seminar/consultant.php
https://www.j-cda.jp/seminar/consultant.php
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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 

技能講習（カウンセリング）⑬ケース

演習＜働く人の心理学＞ 

特定非営利活動法人 

日本キャリア開発協会 

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と応用力

を習得します。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

1 月～3 月 

東京 通学 6 時間 掲載準備中 

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 

悠久の風株式会社 

変化する環境に個人はどのように対応

するのか、自己理解、仕事理解のバラン

ス等の技能を、ケースを通じて学びま

す。 

6 月～3 月 大阪、愛知 通学 7 時間 18,800 円 

http://www.yuukyu.jp

/service/service-

05/sec-1/ 

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 

中小企業内キャリア形成支援のための

カウンセリングの実情と特性を理解し、

事例検討を通して、基本的な視点と面接

応答力を習得します。 

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）、

静岡（静岡）、

愛知（名古屋） 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 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/koushi

n/ginou1.html 

 

実践：セルフ・キャリアドック 有限会社Ｃマインド 掲載準備中 
年間 2 コース 

（1 日間） 

東京都（市ヶ

谷） 

通学 5 時間 

通信 1 時間 
16,000 円 掲載準備中 

【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） 

株式会社日本・精神技

術研究所 

組織活性化の手法である組織開発の基

礎を学ぶ。 

キャリアコンサルタントに求められる「組

織への働きかけ」のスキルと態度を身に

つける。 

7 月～9 月 

1 月～3 月 

東京都（豊島

区） 
通学 7 時間 24,500 円 掲載準備中 

  

http://www.yuukyu.jp/service/service-05/sec-1/
http://www.yuukyu.jp/service/service-05/sec-1/
http://www.yuukyu.jp/service/service-05/sec-1/
http://www.npo-sg.com/kentei/koushin/ginou1.html
http://www.npo-sg.com/kentei/koushin/ginou1.html
http://www.npo-sg.com/kentei/koushin/ginou1.html
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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 

【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 

株式会社リカレント 

組織内におけるキャリア開発に必要な倫

理的アプローチや現状分析の手法、キャ

リア面談への活かし方を事例を検討して

身に付ける。 

7 月～9 月、  

10 月～12 月、 

1 月～3 月、 

4 月～6 月 

東京（新宿・ 

銀座） 
通学 6 時間 

22,000 円（一般） 

20,000 円（リカレン

ト修了生） 

掲載準備中 

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

携プラットホーム 

組織へのキャリアコンサルティングの導

入・実施や、会議を始めとした組織内コミ

ュニケーションについてのコンサルテーシ

ョン及び変革支援を行える者を「ファシリ

テータ」と位置付け、組織活性化に向け

て、有効に機能する「ファシリテーション・

スキル」を身につけることを目的とする。 

6 月、9 月、   

12 月、3 月 
埼玉県志木市 通学 6 時間 12,500 円 

http://careerjp.work/

cck/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://careerjp.work/cck/
http://careerjp.work/cck/
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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 

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 

一般社団法人 日本産

業カウンセラー協会 

技能向上のため、需給調整領域につい

て、講義、演習を通して実践的に学ぶこ

とができます。 

4 月以降随時 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

通学 7 時間 

通信 1 時間 

22,000 円(一般) 

20,000 円(会員) 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

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 

複数の事例を基に、派遣社員との「関係

構築法」を理解するための演習を行いま

す。 

5 月 16 日、 

5 月 17 日、 

6 月 5 日、 

6 月 6 日、 

6 月 20 日、 

7 月 11 日、 

7 月 25 日、 

8 月 2 日、 

9 月 27 日、 

10 月 3 日、 

10 月 19 日、 

11 月 13 日、 

11 月 27 日、 

12 月 13 日、 

2 月 7 日 

札幌、仙台、 

東京、名古屋、

大阪、松山、 

福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
13,889 円(一般) 

0 円(会員) 

http://www.jassa.jp/k

eywords/index4.html 

 

※上記 URLにアクセス

いただき、「派遣協会が

行っているキャリア形成

支援事業」からプログラ

ム内容の確認とお申し

込みができます。 

  

【需給調整領域】 

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jassa.jp/keywords/index4.html
http://www.jassa.jp/keywords/index4.html
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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 

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） 

一般社団法人日本人

材派遣協会 

派遣社員のキャリアビジョンの描き方、

キャリアカウンセリングのプロセス等、関

係構築の実践ポイントを確認し演習を行

います。 

6 月 12 日、 

7 月 26 日、 

9 月 4 日、 

9 月 11 日、 

9 月 13 日、 

10 月 10 日、 

10 月 25 日、 

11 月 22 日、 

11 月 29 日、 

1 月 22 日、 

2 月 5 日、 

3 月 7 日 

東京、大阪、 

名古屋、高松、

広島、福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
13,889 円(一般) 

0 円(会員) 

http://www.jassa.jp/k

eywords/index4.html 

 

※上記 URLにアクセス

いただき、「派遣協会が

行っているキャリア形成

支援事業」からプログラ

ム内容の確認とお申し

込みができます。 

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） 

演習を通して、派遣社員に対するキャリ

アカウンセリングで活用できる自己理解

とモチベーション維持の３つのポイントを

学びます。 

5 月 23 日、 

5 月 24 日、 

7 月 4 日、 

7 月 10 日、 

9 月 6 日、 

9 月 20 日、 

10 月 18 日、 

11 月 6 日、 

12 月 5 日、 

12 月 6 日、 

1 月 24 日、 

2 月 21 日、 

3 月 14 日 

札幌、仙台、 

東京、名古屋、

大阪、高松、 

岡山、福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 4 時間 
13,889 円(一般) 

0 円(会員) 

 

 

http://www.jassa.jp/keywords/index4.html
http://www.jassa.jp/keywords/index4.html
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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 

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 

一般社団法人日本産

業カウンセラー協会 

技能向上のため、教育機関領域につい

て、講義、演習を通して実践的に学ぶこ

とができます。 

4 月以降随時 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

通学 7 時間 

通信 1 時間 

22,000 円(一般) 

20,000 円(会員) 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

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） 

学生へのキャリアコンサルティングにお

ける支援（姿勢とスキル）の特徴と留意

点を事例ワークやロールプレイを通じて

身につける。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

【CCA】領域別技能講習（大学キャリ

アカウンセラー） 

特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング

協会 

特に組織コーディネート能力の開発をテ

ーマに、大学キャリアカウンセラーならで

はに求められる実践力を磨きます。 

8 月、12 月 東京 
通学 15 時間 

(全 2 日) 

65,000 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/univ.html 

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 

大学でのキャリア支援に関する最新の

知識を修得する。 
1 月 東京 

通学 12 時間 

通信 1 時間 
掲載準備中 

【教育領域】 

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
https://www.career-npo.org/learning/lineup/univ.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/univ.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/univ.html
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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 

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 

学生を対象とした有効な視点や支援スキ

ルを身に付けます。事例と自己ＰＲを使

って添削、修正するロールプレイ等を行

います。 

5 月～7 月、 

9 月～12 月、 

1 月 

福岡、札幌、 

函館、東京 

※各回ごとに異

なる 

通学 7 時間 26,000 円 

http://www.cmcajapa

n.net/renewal/index.h

tm 

大学キャリア・アドバイザー養成講座 
公益財団法人関西生

産性本部 

学生支援に必要な知識、就職支援で求

められる面接指導のスキルを、ロールプ

レイなどを通じて修得する。 

9 月 大阪 13 時間 掲載準備中 

http://www.kpcnet.or.

jp/seminar/?mode=sh

ow&seq=1764 

技能講習「就職活動支援のためのエ

ントリーシート活用」 

学校法人大原学園 

企業の採用の実情を踏まえ、採用試験

に通過するエントリーシートの構造を理

解し、その作成に必要なカウンセリング

スキル、シート添削スキルを学びます。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

札幌、仙台、 

東京（千代田

区、立川市）、

横浜、大阪、京

都、 

福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 15,000 円 

http://www.o-

hara.ac.jp/best/caree

r-

consultant/course/u

pdate.html 

技能講習「模擬面接官体験によるキ

ャリア形成支援」 

企業の採用活動の多様性を踏まえ、模

擬面接官として支援にあたる際の面接ス

キルを磨きます。 

また、面接力を上げるためのキャリアカ

ウンセリングを考えていきます。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

札幌、仙台、 

東京（千代田

区、立川市）、

横浜、大阪、 

京都、福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 15,000 円 

http://www.o-

hara.ac.jp/best/caree

r-

consultant/course/u

pdate.html 

  

http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
http://www.o-hara.ac.jp/best/career-consultant/course/update.html
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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技

能講習大学生支援 
悠久の風株式会社 

大学でキャリアコンサルティングをすると

きの技能の向上を目的としています。大

学で支援したいと目指している人にもお

勧めです。 

5 月～3 月 大阪、愛知 通学 7 時間 18,800 円 

http://www.yuukyu.jp

/service/service-

05/sec-1/ 

【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 

株式会社リカレント 

現在の大学生の就職環境を理解した上

で、現場に即した就職活動支援の実践

スキル向上を図る。 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月、 

4 月～6 月 

東京（新宿・

銀座） 
通学 6 時間 

22,000 円（一般） 

20,000 円（リカレン

ト修了生） 

掲載準備中 

 

 

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 

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 
掲載準備中 

4 月～8 月、 

9 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京（代々木） 4 時間 掲載準備中 

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） 

一般社団法人日本産

業カウンセラー協会 

女性のキャリアコンサルティングの基本的

な支援（姿勢とスキル）の特徴と留意点を

事例ワークやロールプレイを通じて身につ

ける。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/

koushin/ 

【特定層への支援】 

http://www.yuukyu.jp/service/service-05/sec-1/
http://www.yuukyu.jp/service/service-05/sec-1/
http://www.yuukyu.jp/service/service-05/sec-1/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
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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 

【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 

メンタルへルスの問題を抱えた相談者へ

の面接とリファーについて、臨床経験豊富

な専門家の講義とロールプレイングで学び

ます。 

5 月、8 月、 

10 月、11 月、 

1 月、2 月 

東京、大阪、

福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 14 時間 

通信 3 時間 

(全 2 日) 

66,250 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/line

up/mentalhealth.html 

若者支援アドバイザー養成講座 
公益財団法人日本生

産性本部 

若者支援に必要な基礎知識と実践力を身

に付ける。 
2 月 東京 13 時間 掲載準備中 

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 

特定非営利活動法人 

日本キャリア開発協会 

若者（15 歳～39 歳）支援について、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。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月 

札幌、東京、 

大阪、広島、 

大分、沖縄 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index

.php 

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支援上で必要な

キャリア上の特徴や課題等を把握し、演習

を通じて習得します。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

札幌、仙台、 

東京、神奈川、

静岡、名古屋、

大阪、兵庫、 

松山、福岡、 

沖縄 

※各回ごとに異

なる 

通学 3.5 時間 

通信 3.5 時間 

21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index

.php 

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－） 

特定非営利活動法人

エヌピーオー生涯学習 

生活困窮者を取り巻く現状を理解し、キャ

リコンサルタントの視点から見た相談者の

就労阻害要因やその方策等を検討しま

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）、

静岡（静岡）、

愛知（名古屋） 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 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/koush

in/ginou2.html 

 

  

https://www.career-npo.org/learning/lineup/mentalhealth.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/mentalhealth.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/mentalhealth.html
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
http://www.npo-sg.com/kentei/koushin/ginou2.html
http://www.npo-sg.com/kentei/koushin/ginou2.html
http://www.npo-sg.com/kentei/koushin/ginou2.html
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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 

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－ 

 

発達障害を抱えた相談者の就職支援・キ

ャリア形成支援のスキルを磨く。発達障害

を体験するワークを実施し、発達障害につ

いての理解を深めることで、現場で実践で

きるキャリアコンサルティングスキルを身に

付ける。 

4 月～5 月、 

6 月～7 月、 

8 月～9 月、 

10 月～11 月、

12 月～1 月、 

2 月～3 月 

東京都(千代

田区)、北海道

札幌市、静岡

県静岡市、愛

知県名古屋

市、京都府京

都市、大阪府

大阪市、福岡

県福岡市 

※各回ごとに

異なる 

通学 6 時間 20,000 円 

http://www.lec-

jp.com/caricon//kou

shin/ 

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－ 

株式会社東京リーガル

マインド 

社会問題として発生する若年者のひきこも 

りや若年無業者の支援について、その背

景と心理について確認し、適切な支援を行

うためのキャリアコンサルティングスキルを

身につけることを目的とする。ケースに基

づくワークを通じて、支援現場の実情を知

り課題解決のための実践的なスキルの向

上を図る。 

4 月～5 月、 

6 月～7 月、 

8 月～9 月、 

10 月～11 月、

12 月～1 月、 

2 月～3 月 

東京都（新宿 

区・渋谷区）、

北海道札幌

市、静岡県静

岡市、愛知県

名古屋市、京

都府京都市、

大阪府大阪

市、福岡県福

岡市 

※各回ごとに

異なる 

通学 6 時間 20,000 円 

http://www.lec-

jp.com/caricon//kou

shin/ 

  

http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
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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 

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） 
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の豊富な実務家

である担当講師及び補助講師による、キャ

リアコンサルティングの実務と理論・アプロ

ーチを駆使し、体系的にキャリアコンサル

ティング技能の研鑽を目的とする。 

8 月 大阪 通学 12 時間 30,000 円 掲載準備中 

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） 

キャリアコンサルティングの豊富な実務家

である担当講師及び補助講師による、キャ

リアコンサルティングの実務と理論アプロ

ーチを駆使し、体系的にキャリアコンサル

ティング技能の研鑽を目的とする。 

10 月 大阪 通学 12 時間 30,000 円 掲載準備中 

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 

学生や若年層へ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考え方を身

に付ける。 

5 月～6 月、7

月～8 月、9 月

～10 月、11 月

～12 月、1 月

～2 月、3 月～

4 月 

大阪府大阪市

中央区 
通学 4 時間 12,000 円 

https://goo.gl/MKHk

YD 

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 

自己効力感が低い若年求職者の支援をす

る、キャリアコンサルティングのスキルを高

める。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

広島市、福山

市 
通学 6 時間 12,000 円 

http://ccc-

career.jimdo.com 

  

https://goo.gl/MKHkYD
https://goo.gl/MKHkYD
http://ccc-career.jimdo.com/
http://ccc-career.jimdo.com/
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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 

一〇〇年キャリア講座ＩＴ人材のキ

ャリアコンサルティング 

株式会社パソナ 

キャリアコンサルティングにおける基本的

面談スキルの更新に加えて、IT業界のキ

ャリアや IT業界で働く人に向け、適切なコ

ンサルティングができるようになることを目

的とする。 

7 月、9 月、 

10 月、12 月、 

2 月 

東京都、 

大阪府 

通学 6 時間 

通信 1 時間 
21,000 円 

http://100-year-

career.net/ 

一〇〇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 

独立起業をキャリアプランの選択肢に取り

入れる人が増えている。本講座では、独立

起業を検討したいクライアントの意思決定

プロセスを支援する技能を学び、さらに、そ

の先の起業実行段階に向けてのアドバイ

スができるまでの実務レベルの知識習得

目指す。 

7 月、9 月、 

10 月、12 月、 

2 月 

東京都、 

大阪府 

通学 7 時間 

通信 3 時間 
30,000 円 

http://100-year-

career.net/ 

一〇〇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の元を訪れる新任

管理職の中には、部下のモチベーションに

係る問題や、チームビルディング、リーダ

ーシップのあり方そのもの等、管理職とし

ての業務遂行において様々な問題を抱え

る人がいる。本講座では、元ディズニーラ

ンドのトレーナーによる人材育成やチーム

ビルディングの手法を参考しながら、その

ようなクライアントの抱える問題を把握し適

切な目標設定を行い、方策を提案できるま

での技能獲得を目的とする。 

8 月、11 月、 

2 月 
東京都 

通学 4 時間 

通信 1 時間 
15,000 円 

http://100-year-

career.net/ 

  

http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
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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 

一〇〇年キャリア講座ダイバーシテ

ィ障害年金の活用 

株式会社パソナ 

キャリアコンサルタントの多くは、メンタル

ヘルス不全やその他の病気、障害を持つ

クライアントと対面する場面を日常的に経

験している。本講座では、がん、糖尿病、う

つ病、発達障害、怪我、難病等、幅広く傷

病に対応する障害年金を理解することによ

り、職業選択や生活設計に行き詰りそうな

人の経済的課題と向き合うこと、施策の実

行に向けて本人や家族、周辺環境に働き

掛けていくことのできる知識やカウンセリン

グ技能の獲得を目指す。 

8 月、11 月、 

2 月 
東京都 

通学 4 時間 

通信 1 時間 
15,000 円 

http://100-year-

career.net/ 

一〇〇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の多くは、メンタル

ヘルス不全やその他の病気、障害を持つ

クライアントと対面する場面を日常的に経

験している。本講座では、その中でも特に

失業や社会的孤立、将来的な生活困窮等

のリスクを感じ取れるケースを取り上げ、

面談のプロセスを通じた適切な見立てと、

医療・福祉等の社会資源へのリファを修得

することと、キャリアコンサルタント自身の

専門職ネットワークの築き方を検討するこ

とを目的とする。 

8 月、11 月、 

2 月 
東京都 

通学 6 時間 

通信 2 時間 
24,000 円 

http://100-year-

career.net/ 

  

http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
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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 

一〇〇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 

株式会社パソナ 

本講座では、近年急速に普及が進むテレ 

ワークの中でも、特に障害者雇用のケース

を取り上げ、その準備から導入までのプロ

セスを学び、テレワーク雇用実現に向けて

人と組織へどう働き掛けるのかを習得す

る。介護、育児仕事両立雇用や島しょ部在

住者雇用、高齢者雇用等へのテレワーク

適用も想定している。 

8 月、11 月、 

2 月 
東京都 

通学 3 時間 

通信 2 時間 
15,000 円 

http://100-year-

career.net/ 

一〇〇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の多くは、メンタル

ヘルス不全やその可能性を持つクライアン

トと対面する場面を日常的に経験してい

る。本講座では、メンタル疾患に関する労

災の認定基準や事例を専門家から学び、

職場における様々な「出来事」とストレスの

関係性に対する理解を深め、クライアント

の抱えるストレスの問題を傾聴し、見落と

さず対応できるようになることを目的とす

る。これにより必要に応じて適切なリファの

実施や、メンタル疾患予防のための職場

や環境への働き掛け等を図ることも期待で

きる。 

8 月、11 月、 

2 月 
東京都 

通学 7 時間 

通信 2 時間 
27,000 円 

http://100-year-

career.net/ 

  

http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
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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 

【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 

株式会社リカレント 

・発達障害について、障害の特性理解を深

め、現場でのキャリア支援の可能性を検討

する。 

・キャリアコンサルタントとしてできる支援

と、必要なリファー・連携について知る。 

・発達障害と就労というフェーズにおいて、

個別キャリア支援とメンタルヘルスケアの

統合の重要性を知る。 

・組織における発達障害をめぐり、キャリア

コンサルタントの重要な機能である「ｱﾄﾞﾎﾞ

ｶﾞｼｰ」について考察する。 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月、 

4 月～6 月 

東京（新宿・ 

銀座） 
通学 7 時間 

22,000 円（一般） 

20,000 円（リカレン

ト修了生） 

掲載準備中 

 

 

 

 

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 

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 

キャリアコンサルティングの実践としての

面談力の向上を目的にロールプレイ演

習を中核にしたカリキュラムで構成され

ています。  

1 月～2 月 東京（池袋） 通学 12 時間 16,875 円 
http://www.nsgk.co.jp

/sv/kouza/cc/ 

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）］ 

ＮＰＯ法人ＩＣＤＳ 

相談過程において必要な技能の一つで

ある自己理解支援ツールの活用方法を

学び、ワーク等を通じて、実践スキルを

身に付けます。 

9 月 

10 月 

12 月 

青森 

長野 

愛知 

通学 6 時間 

通信 1 時間 

受講料 9,000 円 

テキスト代 500 円 

http://career.icds.jp/

update.html 

  

【領域共通の技能】 

http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
http://career.icds.jp/update.html
http://career.icds.jp/update.html
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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 

【CCA】カウンセリング心理学に学ぶ

基礎技能向上講座 

 

特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング

協会 

キャリアコンサルティングの源である「カ

ウンセリング心理学」の歴史的背景を第

一人者より学び、ケースを通して技能を

磨きます。 

7 月～9 月、 

1 月～3 月 
東京 

通学 10.5 時

間 

通信 0.5 時間 

(全 7 回) 

86,250 円 

 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/psychology.html  

【CCA】ケースによる問題解決基礎

講座 

相談ケースを題材に、クライアントに役

立つ問題解決の思考技術を習得しま

す。 

5 月、7 月、10

月、12 月、3 月 
東京 通学 8 時間 

32,500 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/problem.html 

【CCA】キャリアカウンセラーアドバン

ス・トレーニング 

キャリアカウンセリングの全プロセス（関

係構築～終了）を１つずつ手順を踏んで

より確実にかつ実践的に身に付けます。 

6 月、7 月～8 月 

8 月～9 月、10

月、1 月、2 月 

東京、大阪、

福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 32 時間 

通信 3 時間 

(全 4 日) 

130,000 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/advanced.html 

【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 

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。 

6 月、10 月、1

月 

東京、大阪 

※各回ごとに異

なる 

通学 16 時間 

通信 1 時間 

(全 2 日) 

66,250 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/expert1.html 

【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 

ケース記録を題材にした個別指導を通し

て、キャリアカウンセラーとしての自分の

課題を克服する道筋をつけます。 

7 月、10 月 東京 

通学 16 時間 

通信 2 時間 

(全 2 日) 

106,250 円 

(課題認識コース受講

者には割引価格あり、

GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/expert1.html 

【CCA】キャリアコンサルティング実践

講座（関係構築編） 

 

カウンセリングプロセスの基盤である関

係構築に焦点を当て、有効なキャリアカ

ウンセリングを行うための技能を磨きま

す。 

6 月、7 月、8 月、

12 月、1 月、2 月 

東京、名古屋、

大阪、福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 8 時間 

15,600 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/practice1.html 

  

https://www.career-npo.org/learning/lineup/psychology.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/psychology.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/psychology.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/problem.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/problem.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/problem.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/advanced.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/advanced.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/advanced.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/expert1.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/expert1.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/expert1.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/expert1.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/expert1.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/expert1.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice1.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice1.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice1.html
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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 

【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） 
 

問題把握・目標の明確化・具体的な方策

の検討まで、カウンセリングの後半過程

に焦点を当て、熟練レベルの技能を磨き

ます。 

6 月、7 月、8 月、

12 月、1 月、2 月 

東京、名古屋、

大阪、福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 8 時間 

15,600 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/practice2.html 

【CCA】キャリアコンサルティング実

践講座（総合編） 

特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング

協会 

キャリアコンサルティングの関係構築か

ら面接終了までの全プロセスにおいて、

熟練レベルの実践技能を磨きます。 

5 月、7 月、9 月、

10 月、11 月、 

12 月、2 月 

東京、名古屋、

大阪、福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 16 時間

通信 1 時間 

(全 2 日) 

30,000 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/practice3.html 

【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 

面接での自らの応答の根拠を明らかに

した上で、クライエントの反応を通じ、応

答の適切さを確認するプロセスを体験的

に学びます。 

4 月、6 月、8 月、 

9 月、10 月、 

12 月、2 月 

東京、名古屋、

大阪、福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 5 時間 

15,000 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/smonitoring.html 

キャリアコンサルティング基礎技法

演習 
公益財団法人日本生

産性本部 

掲載準備中 7 月 東京 3 時間 掲載準備中 

キャリアコンサルティングケースカン

ファレンス 
掲載準備中 10 月 東京 7 時間 掲載準備中 

面談スキル向上（かかわり技法） 

株式会社日本マンパワ

ー 

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。 

  通学 7 時間 25,000 円 

http://www.nipponma

npower.co.jp/cc/upda

te_course/ 

面談スキル向上（積極技法） 

積極技法の効果とリスクについて体験的

にグループ学習し、相談者との関係性に

注意して効果的に積極技法を使う方法を

学びます。 

  通学 4 時間 20,000 円 

http://www.nipponma

npower.co.jp/cc/upda

te_course/ 

https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice2.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice2.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice2.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice3.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice3.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice3.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/smonitoring.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/smonitoring.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/smonitoring.html
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
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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 

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 

より質の高い支援を提供する熟練レベ

ルを目指す講座。ロープレを中心に１対

４の少数指導で強みや課題、上達方法

を明確にします。 

5 月、7 月、8 月、

10 月、2 月 
東京 

在宅 1 時間 

通学 5 時間 
受講料 15,000 円 

http://c-

mind.jp/koshinkoshu/ 

現場で活かす：システマティックアプ

ローチ 
掲載準備中 

年間 2 コース 

（2 日間） 

東京都（市ヶ

谷） 

通学 7 時間 

通信 1 時間 
26,000 円 掲載準備中 

［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 

キャリアコンサルティングにおけるカウン

セリングの技能について、「聴く」ことの

基本を確認し、「聴く力」を向上します。 

6 月、2 月 大阪 通学 12 時間 30,000 円 

http://www.kpcnet.or.

jp/seminar/?mode=sh

ow&seq=1764 

［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。 

8 月、3 月 大阪 通学 12 時間 30,000 円 

http://www.kpcnet.or.

jp/seminar/?mode=sh

ow&seq=1764 

［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 

クライエントが主体的に自身のキャリア

上の課題に向き合うためには、クライエ

ント自身のことを語ることができるような

キャリアコンサルタントの関わりが必要

です。この演習では、主に質問力の強化

を行い、クライエントを語りに招き入れる

ための関わりを修得します。 

12 月 大阪 通学 6 時間 15,000 円 

http://www.kpcnet.or.

jp/seminar/?mode=sh

ow&seq=1764 

  

http://c-mind.jp/koshinkoshu/
http://c-mind.jp/koshinkoshu/
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=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 

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 

クライエント、キャリアコンサルタント、オ

ブザーブのいずれかの体験を通じキャリ

アコンサルティングの本質を習得しま

す。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京、大阪、

愛知、福岡他

34 都市 

※各回ごとに異

なる 

通学 3.5 時間 

通信 3.5 時間 

10,000 円(一般) 

0 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

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・意図性といった大前提に注目し、キ

ャリアコンサルティングの基本を学びま

す。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

札幌、仙台、 

東京、名古屋、

大阪、兵庫、 

福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 7 時間 
26,000 円(一般) 

18,600 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

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 

クライエント体験を通じて、キャリアコン

サルティングの概念化の視点を学びま

す。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京、大阪 

※各回ごとに異

なる 

通学 14 時間 

(全 2 日) 

54,700 円(一般) 

39,100 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

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 

信頼関係構築のために何が必要かにつ

いて、ワークショップとロールプレイで再

確認をしながら実践力を磨きます。 

6 月、7 月、10

月 

東京（銀座）、

徳島（徳島市） 

※各回ごとに異

なる 

通学 4 時間 13,000 円 
http://www.tbmcct.c

om/ 

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 

キャリア理論の活用について、グループ

での意見交換や、理論を意識したロール

プレイを通じて実践力を磨きます。 

6 月、11 月 

東京（銀座）、

徳島（徳島市） 

※各回ごとに異

なる 

通学 4 時間 13,000 円 
http://www.tbmcct.c

om/ 

  

https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
http://www.tbmcct.com/
http://www.tbmcct.com/
http://www.tbmcct.com/
http://www.tbmcct.com/
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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 

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 

掲載準備中 通学 24 時間 掲載準備中 

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 

掲載準備中 9 月 大阪 通学 16 時間 掲載準備中 

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） 

キャリアコンサルティングの豊富な実務

家である担当講師及び補助講師によ

る、キャリアコンサルティングの実務と理

論・アプローチを駆使し、体系的にキャリ

アコンサルティング技能の研鑽を目的と

する。 

1 月 大阪 通学 12 時間 30,000 円 掲載準備中 

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 

個人が自己理解と仕事理解を深め、双

方を統合した意思決定ができるように支

援する技能の習得を目指します。 

6 月～3 月 大阪、愛知 通学 7 時間 
18,800 円      

（別途書籍が必要） 

http://www.yuukyu.jp

/service/service-

05/sec-1/ 

悠久の風キャリアコンサルタント技

能講習面接力向上 

面談の客観視を通じたキャリアコンサル

ティング技能の向上（領域共通の技能） 

7 月、9 月、 

11 月、1 月 

 

8 月、10 月、 

12 月、2 月 

大阪 

 

愛知 

通学 8 時間 
18,800 円（一般） 

15,000 円（会員） 

https://www.yuukyu.j

p/seminar/ 

  

http://www.yuukyu.jp/service/service-05/sec-1/
http://www.yuukyu.jp/service/service-05/sec-1/
http://www.yuukyu.jp/service/service-05/sec-1/
https://www.yuukyu.jp/seminar/
https://www.yuukyu.jp/seminar/
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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 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリアコンサルティングの面接記録及

び事例の書き方をロールプレイやグルー

プワークを通じて身につける。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

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） 

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・プロセス全体

を理解し、プロセス・マネジメント・スキル

を身につける。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

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支援－環境へ働

きかける力・導入編－（技能講習） 

相談者自身が組織・環境からの多様な

期待や役割に応えることができるよう支

援するための方法・スキル等を学ぶ。 

5 月以降 

北海道、宮城、 

群馬、埼玉、 

千葉、東京、神奈

川、愛知、大阪、

岡山、愛媛、 

福岡、沖縄 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

  

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
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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 

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） 

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基本となる関

係構築に役立つ傾聴技能を身につけ

る。 

4 月～6 月 

7 月～9 月 

10 月～12 月 

1 月～3 月 

東京都(渋谷区)、

札幌市、大阪市、

仙台市、柏市、 

岡山市、高崎市、

横浜市、松山市、

浦添市、さいたま

市、名古屋市、 

福岡市 

※各回ごとに異な

る 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

カウンセリング能力向上講座（入門

編）クライア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 

面談導入部分の構造と５メッセージ理論

を学び実践的なロールプレイで信頼関

係構築スキル向上、及びコンサルタント

としての強みと弱み、自己課題の認識で

更に技能を磨きます。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京(中央区) 通学 3 時間 20,000 円 
http://www.pridelimit

ed.com/koushin/ 

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） 

面談中盤から堂々巡りしないクライアン

トへのアプローチで行動変容を促す技法

を理解し、クライアントに応じた柔軟性と

対応力を実践的なロールプレイで習得し

ます。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京(中央区) 通学 3 時間 20,000 円 
http://www.pridelimit

ed.com/koushin/ 

ＣＭＣＡ更新講習（技能編）実践力向

上のための体験学習 

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 

グループの討議・ロールプレイなど体験

を通しての多様な視点や気づきから、キ

ャリアコンサルタントとしての強みや課題

に気づいてひとまわり成長できるよう実

践力の向上をはかる。 

4月～6月、7月

～9 月、10 月～

12 月、1 月～3

月 

東京都中央区、

札幌、函館、 

熊本、福岡 

※各回ごとに

異なる 

通学 7 時間 26,000 円 

http://www.cmcajapa

n.net/renewal/index.h

tm 

  

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.pridelimited.com/koushin/
http://www.pridelimited.com/koushin/
http://www.pridelimited.com/koushin/
http://www.pridelimited.com/koushin/
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
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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 

スーパービジョン的視点からのグル

ープ学習 

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 

ロールプレイを視聴し、認定スーパーバ

イザーのビデオを使ったスーパービジョ

ンを経験することで、キャリアコンサルタ

ントが自己の課題に気付き面接力の向

上を図る。 

4 月～6 月、7

月～9 月、10 月

～12 月、1 月～

3 月 

東京都 通学 6 時間 

19,500 円(一般) 

15,000 円（JCC 会

員） 

http://s.npo-

jcc.org/koshinkoshu/ 

一〇〇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 

株式会社パソナ 

病気や障害、引きこもり等、就労困難な

事情を抱える人の就労と定着を実現して

きた就労支援事業所理事長が講師とな

り、自らの視覚障害者としての体験も交

えながら、実際の支援事例を一緒に読

み解く。本講習を通じ、企業と人、社会へ

どう働き掛け、どのようなダイバーシティ

を実現していきたいかというキャリアコン

サルタントとしての自分なりのビジョンと

方法を得ることを目的とする。 

8 月、11 月、 

2 月 
東京 

通学 4 時間 

通信 2 時間 
18,000 円 

http://100-year-

career.net/ 

一〇〇年キャリア講座パーソナリテ

ィー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 

パーソナリティー特性の視点から自己理

解・他者理解を深め、それぞれの類似点

や相違点を知ることによって、良好なコミ

ュニケーションを取る方法を理解し、面

談スキルを高める。また、風通しの良い

組織づくりを通じて生産性を高める等、

組織への働きかけへの応用力も身につ

ける。 

8 月、11 月、 

2 月 
東京 

通学 5.5 時間 

通信 0.5 時間 
18,000 円 

http://100-year-

career.net/ 

  

http://s.npo-jcc.org/koshinkoshu/
http://s.npo-jcc.org/koshinkoshu/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
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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 

【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 

キャリアコンサルティングにおけるクライ

エントの満足度をより高めるカウンセリン

グスキルを向上させる。また、意思決定

のプロセス理論を身に付け、クライエント

が後悔しない意思決定を支援できる技

能を身に付ける。 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月、 

4 月～6 月 

東京（新宿・ 

銀座） 
通学 6 時間 

22,000 円（一般） 

20,000 円（リカレン

ト修了生） 

掲載準備中 

 

 

 

 

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 

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 

認知行動療法の基本となる思考・感情・

身体・行動の相互作用を学び、職務遂

行のモチベーション向上支援のスキルを

身につけます。 

11 月 

3 月 

沖縄 

愛知 
通学 6 時間 

受講料 9,000 円 

テキスト代 500 円

(税込) 

http://career.icds.jp/

update.html 

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）］ 

現実療法のベースとなる選択理論、及び

現実療法の基礎を学び、実際の相談に

応用するための姿勢とスキルを実践的

に身につけます。 

5 月 

6 月 

愛知 

大阪 
通学 6 時間 

受講料 9,000 円 

テキスト代 500 円 

http://career.icds.jp/

update.html 

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）］ 

あらゆるカウンセリングの叩き台となる

精神分析の基礎を一通り学び、ワーク等

を通じて、面談スキル及び見立て力の向

上を図ります。 

7 月 

11 月 

2 月 

愛知 

沖縄 

大阪 

通学 6 時間 
受講料 9,000 円 

テキスト代 500 円 

http://career.icds.jp/

update.html 

  

【特定のカウンセリング技法】 

http://career.icds.jp/update.html
http://career.icds.jp/update.html
http://career.icds.jp/update.html
http://career.icds.jp/update.html
http://career.icds.jp/update.html
http://career.icds.jp/update.html
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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 

面接に活かすアンガーマネジメント 

株式会社テクノファ 

怒りの感情をマネジメントするための心

理トレーニング法を学んで、相談者との

関係や相談者の抱えている問題に介

入、提案できます。 

6 月 30 日、 

10 月 13 日、 

2 月 16 日 

神奈川 通学 5 時間 17,000 円 
http://www.tfcc.jp/tc

15 

ストレスコーピングを活用した面接

実技講習 

ストレスコーピングで、クライエントの身

体と心の健康を回復、健康維持の貢献

する面接実務の向上を訓練します。 

4 月 22 日、 

8 月 5 日、 

2 月 16 日 

神奈川 通学 6 時間 18,000 円 
http://www.tfcc.jp/tc

14 

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 

特定非営利活動法人 

日本キャリア開発協会 

スーパーの理論のうち、主にライフロー

ルの観点について、実際の支援現場で

の活用方法を実践的に習得します。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

札幌、仙台、 

東京、金沢、 

名古屋、大阪、

奈良、大分 

※各回ごとに異

なる 

通学 3.5 時間 

通信 3.5 時間 

21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

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、実際の支

援現場での活用方法を実践的に習得し

ます。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

札幌、福島、 

東京、神奈川、

長野、名古屋、

京都、大阪、 

佐賀、松江、 

北九州、宮崎、

沖縄 

※各回ごとに異

なる 

通学 3.5 時間 

通信 3.5 時間 

21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

  

http://www.tfcc.jp/tc15
http://www.tfcc.jp/tc15
http://www.tfcc.jp/tc14
http://www.tfcc.jp/tc14
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
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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 

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 

特定非営利活動法人 

日本キャリア開発協会 

ナラティブ・アプローチを取り入れたキャ

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」について習得します。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

札幌、東京、 

神奈川、静岡、

大阪、奈良、 

高松、熊本 

※各回ごとに異

なる 

通学 3.5 時間 

通信 3.5 時間 

21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

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 

認知行動療法の基本的な考え方、事

例、全体像のアセスメント、問題解決と

その事例等を通じて、活用の方法を実

践的に習得します。 

1 月～3 月 東京 
通学 18 時間 

(全 3 日) 

65,100 円(一般) 

46,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

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 

公益財団法人関西カウ

ンセリングセンター 

掲載準備中 12 月 大阪 通学 8 時間 30,000 円 掲載準備中 

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 

キャリアコンサルティングを実施するに

当たり、相談者への援助法及び援助職

のコミュニケーションスキルとして有効で

あるアサーションに関して、その理論と

実際を身に付けることを目的とする。ま

た、実際のキャリア相談場面におけるア

サーション技術の活かし方を習得するこ

とを目的とする。 

9 月 大阪 通学 5 時間 12,500 円 掲載準備中 

  

https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
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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 

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 

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を実施するに当

たり、自己のコミュニケーションの傾向、

問題点を把握し、自己理解を把握するこ

とで他者理解を深める。交流分析一に関

して、その理論と実際を身に付けることを

目的とする。また、実際のキャリア相談場

面における交流分析の活かし方を習得す

ることを目的とする。 

7 月 大阪 通学 5 時間 12,500 円 掲載準備中 

【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

術研究所 

サビカス理論（ナラティブ・キャリア・カウ

ンセリングの理論）をペアワークなどを

通し実践的方法で学べる講座です。 

8 月、2 月～3 月 東京（池袋） 通学 6 時間 22,500 円 
http://www.nsgk.co.jp

/sv/kouza/cc/ 

【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） 

「クライアント中心療法」、「共感的応答」

それらをキャリアコンサルティングの中

で実現していく方法を学べる講座です。 

9 月～10 月、 

2 月～3 月 
東京（池袋） 通学 5 時間 15,000 円 

http://www.nsgk.co.jp

/sv/kouza/cc/ 

【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の現場でクライ

エントの対人関係に関する支援に役立

つ「アサーション」を学べる講座です。 

5 月、8 月、7

月、 

12 月～2 月 

東京（池袋）、

岩手（盛岡） 

※各回ごとに異

なる 

通学 7 時間 23,000 円 
http://www.nsgk.co.jp

/sv/kouza/cc/ 

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 

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 

認知行動療法的アプローチの基本を理

解し、認知行動療法の技法の 1つであ

る問題解決療法について、事例を通して

実際のキャリアコンサルティングでの活

用法を習得する。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京都中央区、

札幌、函館、 

熊本、福岡 

※各回ごとに

異なる 

通学 8 時間 26,000 円 

http://www.cmcajapa

n.net/renewal/index.h

tm 

  

http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
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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 

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

－ 

 

<キャリアアンカー>理論を活用し、自己

理解を深める方法を実践的に学ぶ。ま

ず、ワークを通じて「自らの体験の整理

と周囲の意見を取り入れる」こと、自信

のキャリアアンカーを見出すことで自己

理解の支援につながることを実感する。

さらに、実際のキャリアコンサルティング

の場面で活用できるようスキルの向上を

図る。 

4 月～5 月、 

6 月～7 月、 

8 月～9 月、 

10 月～11 月、 

12 月～1 月、 

2 月～3 月 

東京都（千代

田区）、愛知

県名古屋市、

大阪府大阪

市、 

※各回ごとに

異なる 

通学 3 時間 12,000 円 

http://www.lec-

jp.com/caricon//kous

hin/ 

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－ 

株式会社東京リーガル

マインド 

１． キャリアクラスター<ホランドの六角

形>の理論と使い方を学び、それを

活用した面接技法を学ぶ。 

２． クライアントの個性に、よりマッチし

た職業人生を探り、支援の現場で

役立つスキルを身に付ける。 

4 月～5 月、 

6 月～7 月、 

8 月～9 月、 

10 月～11 月、 

12 月～1 月、 

2 月～3 月 

東京都(千代

田区)、愛知県

名古屋市、大

阪府大阪市 

※各回ごとに

異なる 

通学 3 時間 12,000 円 

http://www.lec-

jp.com/caricon//kous

hin/ 

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－ 

 

「ジョハリの窓」により自己理解、自身の

「強み」を見出す方法を学ぶ。「強み」を

活かす業界・企業研究によりキャリア形

成につなげる方法を実践的に学ぶ。 

4 月～5 月、 

6 月～7 月、 

8 月～9 月、 

10 月～11 月、 

12 月～1 月、 

2 月～3 月 

東京都(新宿

区)、愛知県

名古屋市、大

阪府大阪市 

※各回ごとに

異なる 

通学 3 時間 12,000 円 

http://www.lec-

jp.com/caricon//kous

hin/ 

  

http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
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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 

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

－ 

株式会社東京リーガル

マインド 

「ライフ・ロール」「キャリア・レインボー」 

「統合的人生設計」等の理論を活用する

ことで、中高年の転職、再就職支援、キ

ャリア形成を実現する事例を紹介し、中

高年のキャリア形成を支援するキャリア

コンサルタントの支援力を磨く。 

4 月～5 月、 

6 月～7 月、 

8 月～9 月、 

10 月～11 月、 

12 月～1 月 

2 月～3 月 

東京都(新宿

区)、愛知県

名古屋市、大

阪府大阪市 

※各回ごとに

異なる 

通学 3 時間 12,000 円 

http://www.lec-

jp.com/caricon//kous

hin/ 

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－ 

「計画された偶発性」理論を契機に転

職、キャリア形成に向けた取り組みを実

現した事例を紹介し、理論の実践への

活用方法を学ぶ。また、ワークを通じ

て、支援現場で使える就職支援・キャリ

ア形成支援スキルを磨く。 

4 月～5 月、 

6 月～7 月、 

8 月～9 月、 

10 月～11 月、 

12 月～1 月、 

2 月～3 月 

東京都（新宿

区）、愛知県

名古屋市、大

阪府大阪市 

※各回ごとに

異なる 

通学 3 時間 12,000 円 

http://www.lec-

jp.com/caricon//kous

hin/ 

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－ 

認知行動療法の概念とアプローチ方法

を理解し、キャリアコンサルティング場面

への活用方法を学ぶ。 

4 月～5 月、 

6 月～7 月、 

8 月～9 月、 

10 月～11 月、 

12 月～1 月、 

2 月～3 月 

東京都(新宿

区)、愛知県

名古屋市、静

岡県静岡市、

北海道札幌

市、京都府京

都市、大阪府

大阪市、福岡

県福岡市 

※各回ごとに

異なる 

通学 6 時間 20,000 円 

http://www.lec-

jp.com/caricon//kous

hin/ 

  

http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
http://www.lec-jp.com/caricon/koushin/
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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 

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） 

一般社団法人日本産

業カウンセラー協会 

演習を通じてアンガ-マネジメントの理解

を深め、有効な視点や考え方を身に付

ける。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

さいたま市、

名古屋市、福

岡市、東京都

（渋谷区）、札

幌市、大阪

市、高崎市、

横浜市、松山

市、浦添市、

仙台市、柏

市、岡山市 

※各回ごとに

異なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

カウンセリング力ＵＰのためのヘル

ピングスキル 

有限会社Ｃマインド 

掲載準備中 
年間 2 コース 

(2 日間) 

東京都（市ヶ

谷） 

通学 8 時間 

通信 2 時間 
30,000 円 掲載準備中 

実践：ライフデザインアプローチ 掲載準備中 
年間 2 コース 

(2 日間) 

東京都（市ヶ

谷） 

通学 8 時間 

通信 2 時間 
30,000 円 掲載準備中 

［技能講習］ライフデザイン・アプロー

チの理解と実践 

公益財団法人関西生

産性本部 

サビカスのキャリア構築理論を基礎にし

て生まれた「ライフデザイン・カウンセリン

グ」を実践するため、「キャリア構成イン

タビュー」の内容を理解し、実践するポイ

ントを学ぶ事で、クライエントのキャリア

上の転機を支援するためのスキルを修

得する。 

11 月 大阪 
通学 6 時間 

通信 1 時間 
15,000 円 

http://www.kpcnet.or.

jp/seminar/?mode=sh

ow&seq=1764 

  

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=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 

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 

多様な外的キャリアを志向する基盤とな

る内的キャリアの自覚度に関し、ICS

（Internal Career Scale）モデルに基づく

評定力及び評定レベル上昇に向けたキ

ャリアコンサルティングスキルを身につ

ける。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京都 通学 6 時間 

16,000 円（一般） 

12,000 円（JCC 会

員） 

http://s.npo-

jcc.org/koshinkoshu/ 

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 
悠久の風株式会社 

構造化、システマティック・アプローチの

スキルの幅をひろげるために、コーチン

グの活用方法を理解し、その技能を身

に、キャリアコンサルティングに活かす。 

7 月、9 月、 

11 月、1 月 

 

8 月、10 月、 

12 月、2 月 

大阪 

 

愛知 

通学 8 時間 
18,800 円（一般） 

15,000 円（会員） 

https://www.yuukyu.j

p/seminar/ 

【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 

株式会社リカレント 

キャリアコンサルタント自身のレジリエン

スを維持向上し、対人援助においてバー

ンアウトしない力を身に付ける。また、レ

ジリエンス・トレーニングを取り入れたク

ライエント支援について企画立案し、クラ

イエント自身が様々な状況への対応の

仕方を自らコントロールできる能力・困難

や逆境から立ち直る力を身に付け、クラ

イエントにとってより望ましいキャリア形

成を実現できるようサポートできる技能

を身に付ける。 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月、 

4 月～6 月 

東京（新宿・銀

座） 
通学 7 時間 

22,000 円（一般） 

20,000 円（リカレント

修了生） 

掲載準備中 

  

http://s.npo-jcc.org/koshinkoshu/
http://s.npo-jcc.org/koshinkoshu/
https://www.yuukyu.jp/seminar/
https://www.yuukyu.jp/seminar/
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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 

【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 

株式会社リカレント 

抑うつ状態にある方にみられる特徴（自

己理解・仕事理解の偏り）に戸惑わず、

認知行動療法を活用して健全な自己理

解・仕事理解に導くことを通じて、個人キ

ャリア形成支援とメンタルヘルスケアの

連携をデザインできる技能を身に付け

る。 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月、 

4 月～6 月 

東京（新宿・銀

座） 
通学 6 時間 

22,000 円（一般） 

20,000 円（リカレント

修了生） 

掲載準備中 
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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 

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）］ 

ＮＰＯ法人ＩＣＤＳ 

ロールプレイとケース検討によりジョブ・

カードを活用したキャリアの棚卸、職業

生活設計、目標設定の実践スキルを身

につけます。 

6 月、 

7 月、 

11 月、 

2 月 

富山、 

岩手、 

愛知、 

佐賀 

通学 4 時間 

通信 2 時間 

受講料 6,000 円 

テキスト代 500 円

(税込) 

http://career.icds.jp/

update.html 

技能講習「ジョブ・カード作成支援」 学校法人大原学園 
ジョブ・カード作成支援（特にキャリアシ

ート）を修得する。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京（千代田

区）、横浜、 

大阪、福岡 

※各回ごとに異

なる 

3 時間 掲載準備中 

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】 

特定非営利活動法人 

日本キャリア開発協会 

ジョブ・カードの作成支援を効果的に行う

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演習を通じて習得し

ます。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

札幌、仙台、 

新潟、東京、 

神奈川、 

名古屋、 

大阪、佐賀、 

岡山 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 

通信 1 時間 

21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

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 

株式会社トータルバラ

ンスマネジメント 

ジョブ・カード作成とグループでの意見交

換、実際の相談場面を想定したロールプ

レイを通して実践力を磨きます。 

8 月、9 月 

東京（銀座）、

徳島（徳島市） 

※各回ごとに異

なる 

通学 4 時間 13,000 円 
https://www.tbmcct.

com/ 

ジョブ･カード作成支援実践講座 
公益財団法人日本生

産性本部 

ジョブ・カード作成支援のキャリアコンサ

ルティングに必要な知識習得、技能の向

上を演習を通じて獲得していきます。 

10 月 東京 通学 7 時間 
37,800 円（一般） 

16,200 円（会員） 

http://www.js-

career.jp/ 

  

【ジョブ・カード作成支援】 

http://career.icds.jp/update.html
http://career.icds.jp/update.html
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.tbmcct.com/
https://www.tbmcct.com/
http://www.js-career.jp/
http://www.js-career.jp/
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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 

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 

ジョブ･カードを用いたキャリアコンサルテ

ィングにおける支援（姿勢とスキル）の特

徴と留意点をワーク等で身につける。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

 

 

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 

【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 

特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング

協会 

相談者の自己理解や職業選択を支援す

るアセスメントツール（ホランド理論を応

用したカード）を活用した面接技法を学

びます。 

4 月、5 月、6 月、

7 月、8 月、9 月、

11 月、1 月、2 月 

東京、名古屋、

大阪、福岡 

※各回ごとに

異なる 

通学 3 時間 

5,750 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/line

up/pcard.html 

【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 

自己理解や職業選択を支援するツール

（ホランド理論を応用したカード）を活用し

たグループファシリテーション技法を学

びます。 

4 月、5 月、6 月、

7 月、8 月、9 月、

10 月、11 月、1

月 

東京、名古屋、

大阪、福岡 

※各回ごとに

異なる 

通学 7 時間 

12,500 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/line

up/gcard.html 

【CCA】ビジネススキルチェックシート

活用セミナー 

当協会開発のインフォーマルアセスメン

トツール「ビジネススキルチェックシート」

の活用をロールプレイを通じて学びま

す。 

4 月、5 月、6 月、

7 月、8 月、9 月、

11 月、1 月、2

月、3 月 

東京、名古屋、

大阪、福岡 

※各回ごとに

異なる 

通学 3 時間 

5,750 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/line

up/bskill.html 

【ツールの理解・活用】 

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
https://www.career-npo.org/learning/lineup/pcard.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/pcard.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/pcard.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/gcard.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/gcard.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/gcard.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/bskill.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/bskill.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/bskill.html
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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 

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 

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 

アセスメントツールの一般的な考え方・

使い方を理解し、クライエントへの伝え

方の重要性を認識し、習得します。 

6 月～7 月、 

9 月～12 月、 

1 月～2 月 

東京、札幌、

函館、熊本、

福岡 

※各回ごとに異

なる 

通学 7 時間 26,000 円 

http://www.cmcajapa

n.net/renewal/index.h

tm 

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＞ 

特定非営利活動法人 

日本キャリア開発協会 

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、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。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京、愛知、

大阪、福岡 

他 34 都市 

※各回ごとに異

なる 

通学 3.5 時間 

通信 3.5 時間 

10,000 円(一般) 

0 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

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＞ 

「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

チを体験から習得します。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

札幌、盛岡、 

東京、高岡、 

名古屋、大阪、

京都、広島 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 

通信 1 時間 

21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

  

http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
http://www.cmcajapan.net/renewal/index.htm
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
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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 

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） 

一般社団法人日本産

業カウンセラー協会 

相談者の自己理解や仕事理解の支援で

適切なアセスメントツールが選択できる

ように特徴と留意点を事例ワーク等で身

につける。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

【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 

カードソートを使用し、効果的にキャリア

支援・キャリア開発を行う為のファシリテ

ーションを実施する技術を習得する。 

毎月複数回開講

予定 

東京、名古屋、

大阪 

※各回ごとに異

なる 

通学 12 時間 

（6 時間×2 日） 
100,000 円 https://goo.gl/vZsqya 

【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 

カードソートを使ったグループファシリテ

ーションを通じて「クライアントが自発的

に肯定的な未来を描き行動を起こす」た

めのキャリア支援を学ぶ。 

毎月開講予定 

東京、名古屋、

大阪 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 18,000 円 
https://goo.gl/aG5Qa

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
https://goo.gl/vZsqya
https://goo.gl/aG5QaG
https://goo.gl/aG5QaG
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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 

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）］ 

ＮＰＯ法人ＩＣＤＳ 

構成的なグループワークの基本から運

営力法について、実践的なワークを通じ

て、ファシリテーションスキルの向上を図

ります。 

9 月、10 月 
青森、愛知、

長野 
通学 6 時間 

受講料 9,000 円 

テキスト代 2,500 円 

http://career.icds.jp/

update.html 

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 

特定非営利活動法人 

日本キャリア開発協会 

グループ支援のうち、構成的と非構成的

グループの中間である、半構成的グル

ープに焦点を絞って習得します。 

4 月～6 月、 

7 月～9 月、 

10 月～12 月 

東京、静岡、

大阪 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

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 

企業内の組織内キャリア開発研修の体

験を行い、その特徴や背景を体験的に

理解し、運営上のファシリテーション技法

を学びます。 

4 月～6 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京、名古屋 

※各回ごとに異

なる 

通学 12 時間 

(全 2 日) 

43,100 円(一般) 

30,800 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

技能講習（グループ）③組織内キャリ

ア形成 

個人ワークやグループワーク、事例検討

等、様々な切り口で、組織内キャリア形

成に必要な研修企画の知識・技能を学

びます。 

7 月～9 月、 

10 月～12 月、 

1 月～3 月 

東京、仙台、

大阪 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
21,700 円(一般) 

15,500 円(会員) 

https://www.j-

cda.jp/seminar/index.

php 

【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） 

株式会社日本・精神技

術研究所 

今、必要とされるキャリアコンサルタント

による組織への働きかけ。グループアプ

ローチという方法を体系的に学べる講座

です。 

7 月～8 月、 

2 月～3 月 
東京（池袋） 通学 6 時間 21,000 円 

http://www.nsgk.co.jp

/sv/kouza/cc/ 

  

【グループアプローチ】 

http://career.icds.jp/update.html
http://career.icds.jp/update.html
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
https://www.j-cda.jp/seminar/index.php
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
http://www.nsgk.co.jp/sv/kouza/cc/
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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 

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】 
株式会社リバース 

グループアプローチ(ワーク)を行うため

の有効な視点や考え方を身に付ける。 

5 月～6 月、 

7 月～8 月、 

9 月～10 月、 

11 月～12 月、 

1 月～2 月、 

3 月～4 月 

大阪府大阪市

中央区 
通学 4 時間 12,000 円 

https://goo.gl/MKHk

YD 

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 
悠久の風株式会社 

グループアプローチのスキルの幅をひろ

げるために、グループアプローチの活用

方法を理解し、その技能を身に、キャリ

アコンサルティングに活かす。 

7 月、9 月、 

11 月、1 月 

 

8 月、10 月、 

12 月、2 月 

大阪 

 

愛知 

通学 8 時間 
18,800 円（一般） 

15,000 円（会員） 

https://www.yuukyu.j

p/seminar/ 

 

 

           ※受講者の事例を使用する講習です。 

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 

【CCA】ケースカンファレンス 

特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング

協会 

参加者の実践ケースを使用し「問題解決

の思考技術」習得を磨きます。使用ケー

スは毎回異なるので連続受講も可能で

す。 

10 月、2 月 東京 

通学 2 時間 

※受講対象は

「ケースによる

問題解決基礎

講座」受講修了

者に限ります。 

12,500 円 

(GCDF 資格者、CCA

会員割引制度あり) 

https://www.career-

npo.org/learning/lineu

p/conf.html  

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 

実務に関わ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。多様なア

プローチを学び、支援の広がりと深みを

学びます。 

7 月～9 月、 

1 月～3 月 
東京・大阪 通学 6 時間 15,000 円 

http://www.nipponma

npower.co.jp/cc/upda

te_course/ 

  

【事例検討】  

https://goo.gl/MKHkYD
https://goo.gl/MKHkYD
https://www.yuukyu.jp/seminar/
https://www.yuukyu.jp/seminar/
https://www.career-npo.org/learning/lineup/conf.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/conf.html
https://www.career-npo.org/learning/lineup/conf.html
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
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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 

逐語記録の検討  

逐語記録を使い、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。 

7 月～9 月、 

1 月～3 月 
東京 通学 4 時間 15,000 円 

http://www.nipponma

npower.co.jp/cc/upda

te_course/ 

事例から学ぶ！キャリアコンサルテ

ィング企業領域 

 

 

 

 

 

株式会社日本マンパワ

ー 

企業領域でキャリアコンサルティングを行うた

めに有効な実践的スキルを身に付ける。領域

ごとに異なるニーズに対応するため、理論だ

けではなく、その領域の特徴を学び、続いて

事例の検討をしていく。このことにより実践的

な知識とスキルを修得し、経験が少なくても、

その専門領域においてキャリアコンサルティ

ングが実践できることを目指す。 

9 月頃、3 月頃 東京 通学 4 時間 12,000 円 

http://www.nipponma

npower.co.jp/cc/upda

te_course/ 

事例から学ぶ！キャリアコンサルテ

ィング教育領域 
 

教育領域でキャリアコンサルティングを行うた

めに有効な実践的スキルを身に付ける。領域

ごとに異なるニーズに対応するため、理論だ 

けではなく、その領域の特徴を学び、続いて

事例の検討をしていく。このことにより実践的

な知識とスキルを修得し、経験が少なくても、

その専門領域においてキャリアコンサルティ

ングが実践できることを目指す。 

9 月頃、3 月頃 東京 通常 4 時間 12,000 円 

http://www.nipponma

npower.co.jp/cc/upda

te_course/ 

 

  

http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
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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 

事例から学ぶ！キャリアコンサルテ

ィング就職支援領域 

株式会社日本マンパワ

ー 

就職支援領域でキャリアコンサルティングを

行うために有効な実践的スキルを身に付け

る。領域ごとに異なるニーズに対応するため、

理論だけではなく、その領域の特徴を学び、

続いて事例の検討をしていく。このことにより

実践的な知識とスキルを修得し、経験が少な

くても、その専門領域においてキャリアコンサ

ルティングが実践できることを目指す。 

9 月頃、3 月頃 東京 通常 4 時間 12,000 円 

http://www.nipponma

npower.co.jp/cc/upda

te_course/ 

［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 

公益財団法人関西生

産性本部 

個人面談の逐語記録を元に、事例検討

を行うことにより、キャリアコンサルティン

グ技能の向上と基本の再確認を行いま

す。 

10 月 大阪 通学 12 時間 30,000 円 

http://www.kpcnet.or.

jp/seminar/?mode=sh

ow&seq=1764 

［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 

若年者に対するキャリアコンサルティン

グに関し、自身が担当した事例を用い、

カウンセリングの技能について振り返

り、スキル向上を目指す。 

9 月 大阪 
通学 6 時間 

通信 1 時間 
20,000 円 

http://www.kpcnet.or.

jp/seminar/?mode=sh

ow&seq=1764 

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 

専門能力の向上のために事例を逐語制

作した上で講師から指導を受けます。グ

ループ形式で多くの事例を学ぶことがで

きます。 

5 月 26 日、   

9 月 29 日、   

1 月 26 日 

神奈川県 通学 6 時間 22,000 円 
http://www.tfcc.jp/tc

12h 

  

http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.nipponmanpower.co.jp/cc/update_course/
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.kpcnet.or.jp/seminar/?mode=show&seq=1764
http://www.tfcc.jp/tc12h
http://www.tfcc.jp/tc12h


 

42 

 

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 

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） 

一般社団法人日本産

業カウンセラー協会 

事例検討を通じて若年層の抱える課題

を理解しキャリアコンサルタントとしてふ

さわしい見識と実践力を身につける。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

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） 

 

事例検討を通じてキャリアの転機の抱え

る課 

題を理解し、キャリアコンサルタントとし

てふさわしい見識と実践力を身につけ

る。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市 

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

 

  

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
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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 

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） 

一般社団法人日本産

業カウンセラー協会 

事例検討を通じて女性の抱える課題を

より深く理解し、キャリアコンサルタントと

してふさわしい見識と実践力を身につけ

る。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般） 

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

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） 

事例検討を通じて円熟期の抱える課題

を理解し、キャリアコンサルタントとして

ふさわしい見識と実践力を身につける。 

4 月～7 月、 

8 月～11 月、 

12 月～3 月 

北海道札幌市、

宮城県仙台市、

群馬県高崎市、

埼玉県さいたま

市、千葉県柏

市、東京都渋谷

区、神奈川県横

浜市、愛知県名

古屋市、大阪府

大阪市、岡山県

岡山市、愛媛県

松山市、福岡県

福岡市、沖縄県

浦添市 

※各回ごとに異

なる 

通学 6 時間 
20,000 円（一般）

16,000 円（会員） 

http://www.jaico.cc/k

oushin/ 

キャリア支援の現場で活かす：ケー

ス検討 

有限会社Ｃマインド 

掲載準備中 
年間 4 コース 

(5 日間) 

東京都（市ヶ

谷） 

通学 18 時間 

通信 4 時間 
87,000 円 掲載準備中 

現場で活かすケース検討：大学生の

キャリア支援 
掲載準備中 

年間 4 コース 

（2 日間） 

東京都（市ヶ

谷）他 

通学 8 時間 

通信 2 時間 
24,000 円 掲載準備中 

http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
http://www.jaico.cc/koushin/
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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 

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 

キャリアコンサルティングのポイントと報

告書作成までを事例を通して習得する。 

5 月～6 月、 

9 月～10 月 

新潟県新潟市、

石川県金沢市 
通学 8 時間 27,000 円 

http://www.niigata-

career.jp/ 

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 

事例検討を通じて、相談者を見立てる能

力の向上（事例検討） 

7 月、9 月、11

月、1 月 

 

8 月、10 月、12

月、2 月 

大阪 

 

愛知 

通学 8 時間 
18,800 円（一般） 

15,000 円（会員） 

https://www.yuukyu.j

p/seminar/ 

 

http://www.niigata-career.jp/
http://www.niigata-career.jp/
https://www.yuukyu.jp/seminar/
https://www.yuukyu.jp/seminar/

