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※追加実施検討中の講座もありますので、決定しましたら順次、チラシ・ホームページ、メールマガジン等で 

ご案内いたします。 

 

※ホームページ上でも本冊子を掲示しております。 

 https://www.co-higashikanto.jp/cource/_1197.html 

 

※会員研修の様子はアメブロからご覧になる事が出来ます。 

http://ameblo.jp/higashikanto-ohta 

 

 

●冊子の見方について 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会東関東支部研修部主催による 2021 年度の国家資格キャリアコンサ

ルタント養成講習・国家資格キャリアコンサルタント更新講習・会員研修講座・シニア講座の予定を記載していま

す。会員研修講座に関しては、自己啓発・セルフケア、メンタル、キャリア、コミュニケーション、講師育成講座に分

けて概要を記載しております。申込書を最終ページに添付しておりますので、コピーをして講座申込時にお使い下

さい。 

 

☆各講座の詳細につきましては、以下の案内にてご確認ください☆ 

①年 4回（1月・4月・7月・10月）発行の支部報（東風）に同封の各講座のご案内チラシ 

②東関東支部ホームページ 

URL：http://www.co-higashikanto.jp/ 

③メール会員登録された方へのメールマガジン配信も行っております。 

     

 

 

 

 

 

 

https://www.co-higashikanto.jp/cource/_1197.html
http://ameblo.jp/higashikanto-ohta/?frm_id=v.mypage-ameblo--myblog--blog
http://www.co-higashikanto.jp/


 

 

 

 

 

 

キャリアコンサルタントは、進路や職業の選択、キャリアビジョンなどについて悩む相談者に対して、適性や経験などをも

とに相談者自身が目標を定め、職業選択や職業能力開発を効果的に行うことができるように支援する専門家です。2016年

度より国家資格となり、ますます注目度が高まっています。 

「専門実践教育訓練給付」対象講座ですので、所定の要件を満たすことで最大 70％の給付が受けられます！ 

 

 

 

 ✿8月期開催予定一覧（2020年 8月 20日開講）✿ 募集開始は開講日の概ね 3か月前 

教室名 日程 

つくば教室 

（つくば国際会議場 ） 

※使用教室は会場電光掲示板にて表示有 

・9月 4日・9月 11日・9月 25日・10月 9日・10月 16日・10月 23日・10

月 30日・11月 6日・11月 13日・11月 20日・11月 27日・12月 11日 

市川教室 

（山崎製パン企業年金基金会館 6F） 

・9月 4日・9月 11日・9月 18日・9月 25日・10月 2日・10月 9日・10月

16日・10月 23日・10月 30日・11月 6日・11月 13日・11月 20日 

千葉教室 

（東関東支部千葉研修室）  

※10月 10 日は千葉セミナールーム 

・9月 4日・9月 18日・9月 23日・10月 2日・10月 10日・10月 30日・11

月 6日・11月 14日・11月 20日・11月 28日・12月 4日・12月 12日 

柏教室 

（柏商工会議所 402・403） 

・9月 4日・9月 11日・9月 18日・9月 26日・10月 2日・10月 9日・10月

16日・10月 23日・10月 30日・11月 6日・11月 13日・11月 20日 

柏木曜教室 

（東関東支部柏事務所） 

・9月 2日・9月 16日・9月 23日・9月 30日・10月 7日・10月 14日・10

月 21日・10月 28日・11月 4日・11月 11日・11月 18日・11月 25日 

留意事項）受講をご検討の際には資料請求していただき、パンフレット内にございます「受講約款」をお読みいただき内容をご理解・ご了承の上 

       お申込み・ご受講下さいます様お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年期・8月期キャリアコンサルタント養成講習日程のご案内
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※ 

 

 

日程 コード 講習名 受講形式 講師名 

4月 7日 17T08 キャリアの転機 on-line 下川 喜正 

4月 14日 17T06 アセスメントを活用した CC on-line 下川 喜正 

4月 17日 19T05 キャリアチェンジ つくば国際会議場 佐々木健司 

4月 18日 19T11 VPI を用いたキャリアコンサルティング 柏事務所 大木 実佐 

4月 22日 17T10 職業キャリアの円熟期 on-line 下川 喜正 

4月 24日 19T04 実践で活かすキャリア理論 柏事務所 橋本 武雄 

4月 25日 18T02 関係構築に役立つ傾聴スキルの習得 柏事務所 佐々木 健司 

4月 25日 19T07 
キャリアコンサルティングに必要な 

グループアプローチの技能基礎編 
つくば国際会議場 大木 実佐 

5月 1日 17T10 職業キャリアの円熟期 柏事務所 佐々木 健司 

5月 2日 17T01 事例に学ぶ学生基礎編 柏事務所 菅宮 はるみ 

5月 4日 17T11 
ジョブカードを用いた 

キャリアコンサルティング 
柏事務所 大木 実佐 

5月 6日 17T08 キャリアの転機 on-line 下川 喜正 

5月 9日 17T07 事例検討若年層 柏事務所 菅宮 はるみ 

5月 13日 17T08 キャリアの転機 on-line 下川 喜正 

5月 15日 19T01 事例に学ぶメンタルヘルスの理解と対応 つくば国際会議場 佐々木 健司 

5月 19日 19T01 メンタルヘルスの理解と対応 柏事務所 橋本 武雄 

国家資格キャリアコンサルタント資格更新に必要な講習のご案内 

国家資格キャリアコンサルタントの登録を継続するためには、厚生労働大臣の指定する更新講習を更新期間内

に一定時間数以上受講の上、更新を行う必要があります。（知識講習 8時間以上・技能講習 30時間以上） 

日本産業カウンセラー協会では、国家資格の登録更新に向けて、またキャリアコンサルタントのスキル向上を図

る目的で様々な指定講習をご用意しております。     

※4月・5月開催分に関しましては全てキャンセル待ちとなっております 
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5月 22日 117T06 アセスメントを活用したＣＣ on-line 下川 喜正 

5月 23日 19T01 メンタルヘルスの理解と対応 水戸 SSS セミナールーム B 渡邉眞佐美 

5月 27日 17T10 職業キャリアの円熟期 on-line 下川 喜正 

5月 29日 18T02 CCに役立つ傾聴スキルの習得 水戸 SSS セミナールーム B 渡邉眞佐美 

6月 3日 17T05 キャリアコンサルティングプロセス理解 on-line 下川 喜正 

6月 12日 18T03 関係構築に役立つ傾聴スキルの習得 つくば国際会議場 佐々木健司 

6月 13日 17T09 女性の組織内キャリア 柏事務所 菅宮 はるみ 

6月 16日 19T05 キャリアチェンジ 柏事務所 橋本 武雄 

6月 16日 17T05 キャリアコンサルティングプロセス理解 千葉事務所 大木 実佐 

6月 19日 19T10 RP演習プロセスを学ぶ 水戸 SSS セミナールーム B 渡邉眞佐美 

6月 26日 17T05 キャリアコンサルティングプロセス理解 つくば国際会議場 大木 実佐 

6月 27日 19T10 実践的な CCプロセスを学ぶ 柏事務所 大木 実佐 

7月 14日 19T02 発達障害の理解と対応 柏事務所 橋本 武雄 

7月 14日 18T02 傾聴スキルの習得 千葉事務所 大木 実佐 

7月 17日 19T01 メンタルヘルスの理解と対応 水戸 SSSセミナールーム B 渡邉眞佐美 

7月 31日 17T10 円熟期 柏事務所 佐々木 健司 

8月 4日 19T04 実践で活かすキャリア理論 柏事務所 橋本 武雄 

8月 4日 19T09 セルフキャリアデザイン 千葉事務所 大木 実佐 

8月 7日 19T06 
就職支援に活かす 

「構成的グループエンカウンター」 
柏事務所 菅宮 はるみ 

8月 8日 17T10 職業キャリアの円熟期 柏事務所 下川 喜正 

8月 8日 17T10 職業キャリアの円熟期 水戸 SSSセミナールーム B 渡邉眞佐美 

8月 19日 19T01 メンタルヘルスの理解と対応 柏事務所 橋本 武雄 

8月 21日 19T10 実践的な CCプロセスを学ぶ 千葉事務所 大木 実佐 

8月 22日 19T01 メンタルヘルス 柏事務所 佐々木 健司 

8月 26日 17T05 キャリアコンサルティングプロセス理解 千葉事務所 大木 実佐 
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8月 22日 19T01 メンタルヘルス 柏事務所 佐々木 健司 

8月 26日 17T05 キャリアコンサルティングプロセス理解 千葉事務所 大木 実佐 

9月 5日 19T04 実践で活かすキャリア理論 柏事務所 菅宮 はるみ 

9月 5日 19T01 メンタルヘルスの理解と対応 水戸 SSSセミナールーム B 渡邉眞佐美 

9月 8日 19T05 キャリアチェンジ 千葉事務所 橋本 武雄 

9月 19日 17T06 アセスメントを活用したＣＣ 柏事務所 大木 実佐  

9月 29日 19T02 発達障害の理解と対応 柏事務所 橋本 武雄 

9月 29日 17T11 JCを用いた CC 千葉事務所 大木 実佐 

10月 2日 17T08 キャリアの転機 柏事務所 佐々木 健司 

10月 17日 19T10 実践的な CCプロセスを学ぶ 柏事務所 菅宮 はるみ 

10月 24日 18T02 関係構築に役立つ傾聴スキルの習得 水戸 SSSセミナールーム B 渡邉眞佐美 

10月 27日 17T08 事例検討キャリアの転機 柏事務所 下川 喜正 

11月 3日 17T10 職業キャリアの円熟期 柏事務所 下川 喜正 

11月 3日 19T09 セルフキャリアデザイン 千葉事務所 大木 実佐 

11月 7日 19T07 グループアプローチの技能基礎編 千葉事務所  渡邉 眞佐子 

11月 10日 17T06 アセスメントを活用したＣＣ 柏事務所 下川 喜正 

11月 14日 17T10 職業キャリアの円熟期 水戸 SSSセミナールーム B 渡邉眞佐美 

11月 17日 17T08 キャリアの転機 柏事務所 下川 喜正 

11月 17日 18T02 傾聴スキルの習得 千葉事務所 大木 実佐 

11月 21日 17T05 プロセス理解 柏事務所 菅宮 はるみ 

11月 24日 19T04 実践で活かすキャリア理論 柏事務所 橋本 武雄 

12月 5日 17T10 円熟期 柏事務所 佐々木 健司 

12月 5日 19T10 RP演習プロセスを学ぶ 水戸 SSSセミナールーム B 渡邉眞佐美 

12月 8日 19T05 キャリアチェンジ 柏事務所 下川 喜正 

12月 8日 19T01 メンタルヘルスの理解と対応 千葉事務所 橋本 武雄 

12月 9日 17T01 
事例に学ぶ学生への 

キャリアコンサルティング 
柏事務所 菅宮 はるみ 
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※技能講習の受講料は注 1を除き 会員:16,000円/非会員 20,000円となります 

※注 1 ：19T10の受講料は会員:18,000円/非会員 21,000円となります。また、定員は 6名となります。 

※講習開催追加も予定しておりますので、詳細は HPにてご確認ください。 

留意事項 

• スクーリングのための交通費・宿泊費は自己負担です。 

• 受講料は消費税込の表記をしています。 

• 開講確定後、受講料のお振込依頼、確認後開講確定書を郵送いたします。 

• キャンセルされる場合の受講料返金等のお取り扱いは「受講約款」をご覧ください。 

• 受付は先着順です。定員を上回り申込みをお受けできなかった場合、および開催中止の場合には、お支払い

いただいた受講料全額を返金いたします。 

• 開講最少人数に満たない場合は開催されないことがあります。 

• 講習内で知り得たことは、どのようなことでも外部（インターネット、メールを含む）に出すことを厳禁とします。 

• この講習は産業カウンセラー資格更新研修の対象となります。 

 

■ オンライン講習は、オンライン会議システム Zoom の「ミーティング」を利用した講習となります。ご自宅から PC、タブレッ

ト、スマートフォンといった機器(デバイス)を利用して受講します。Zoom が使える通信環境といった機器や通信料などはご負担し

て頂く必要がございます。 

 はじめての方へのおススメ (はじめての Zoom インストールと同時に動作も確認) 

 全くのはじめての方は、必ず以下のガイドをご覧になって参加のイメージをもってください。 

お名前を入力し、「ミーティングに参加」、着信音の確認、マイクの確認、「オーディオに参加」で動作が確認できます。 

はじめての Zoom ミーティングガイド 

ご利用の環境で講習参加できるかどうか、今すぐお試しになりたい場合は、以下の URL をクリックして、テストミーティングに参加

することで、動作を確認できます。映像や音声の送受信を確認できます。https://zoom.us/test 

 

お申込み前に  受講約款・  個人情報のお取り扱いについて・注意事項を必ずご確認ください。  

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

 

12月 12日 19T01 メンタルヘルスの理解と対応 柏事務所 佐々木 健司 

1月 15日 19T05 キャリアチェンジ 柏事務所 佐々木 健司 

1月 23日 19T12 中年期以降の転機 柏事務所 佐々木 健司 

1月 27日 19T05 キャリアチェンジ 柏事務所 橋本 武雄 

2月 3日 19T02 発達障害の理解と対応 柏事務所 橋本 武雄 

2月 6日 19T04 実践で活かすキャリア理論 柏事務所 菅宮 はるみ 

2月 6日 18T02 関係構築に役立つ傾聴スキルの習得 千葉事務所 渡邉 眞佐子 

2月 13日 19T07 グループアプローチ 千葉事務所 佐々木 健司 

3月 6日 17T02 事例検討女性基礎編 柏事務所 菅宮 はるみ 

3月 12日 17T08 キャリアの転機 柏事務所 佐々木 健司 

https://133.242.97.115/library/kenshupdf/zoom.pdf
https://133.242.97.115/library/kenshupdf/zoom.pdf
https://zoom.us/test
http://www.jaico.cc/support/agreement/index2.html
http://www.jaico.cc/support/privacy/index2.html
http://www.jaico.cc/koushin/attention.html
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日程 コースコード 科目名 講師名 会場 

2022年 1月 22日（土） NO.17 人間関係形成の実践的理解 山口 浩康 柏研修室 

受講を希望される方は受講約款をご確認の上、応募期間内にインターネット（会員マイページ）にてお申込ください。  

（※受付締切後抽選を行い、 メールにて結果のご案内をいたします。） 

 

〚2020年度会員研修日程予定一覧  ★マークは新規講座〛 

※開催時間は基本 9：30～16：30 です。 ※講座詳細は P8よりご案内しています。 

日程 科目名 会場 講師名 
掲載 

ページ 

4月 17日 
オンライン研修を実現したい講師のた

めの講座 on-line 
柏事務所 尾﨑健一 12P 

6月 6日 
新米カウンセラー向け 

カウンセリング力 UP講座 
柏事務所 山口 浩康 10P 

6月 19日 

6月 20日 
CC受験対策講座（論述・面接） 柏事務所 

篠原敏彦 

秋山奈美 
10P 

7月 17日 テレワーク時代の心のケアマネジメント 柏事務所 和田 隆 12P 

7月 18日～ 

3月 13日 

研修講師育成講座 

7/18・8/29・10/3・11/6・11/28・1/16 

2/20・3/13 全 8回  

柏事務所 

橋本 武雄 

大関 義勝 

下川 喜正 

11P 

9月 5日 
共感力 Up講座 感情を捉える 

ブラックジャックの読み方 

 

ｏｎ-ｌｉｎｅ 
尾﨑健一 13P 

10月 10日 ペップトークでより良いカウンセリングを 柏事務所 菅野 昭子 14P 

10月 24日 CC受験対策講座（論述・面接） 柏事務所 
篠原敏彦 

秋山奈美 
10P 

10月 30日 ポジティブ心理学 ｏｎ-ｌｉｎｅ 須藤 康彦 13P 

10月 31日 CC受験対策講座（論述・面接） 柏事務所 
篠原敏彦 

秋山奈美 
10P 

11月 7日 
シニア世代のキャリアとファイナンシャル

プラン 
柏事務所 佐々木健司 15P 

http://www.counselor.or.jp/Portals/0/resources/pdfs/180313-sin-senior-jyukoyakkan.pdf
https://member.counselor.or.jp/aspx/login.aspx
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11月 13日 
誰も教えてくれなかったカウンセリングに

本当に必要な心理学 
柏事務所 下園壮太 15P 

11月 14日 傾聴力ブラッシュ UP講座 
 

ｏｎ-ｌｉｎｅ 
尾﨑 健一 16P 

11月 20日 
意見が相違するときの実践的コミュニケー

ション 
ｏｎ-ｌｉｎｅ 下川 喜正 16P 

11月 27日 アサーティブ基礎編 ｏｎ-ｌｉｎｅ 森田 汐生 17P 

12月 4日 CCのためのリフレクティングアプローチ 柏事務所 岡野洋美 17P 

12月 11日 
ＬＧＢＴの知識とサポートを理解して 

安心な職場つくりに役立てよう 
ｏｎ-ｌｉｎｅ 井上 伸郎 18P 

12月 19日 CC のための SV 理論と実践 柏事務所 石﨑 一記 18P 

1月 29日 マインドフルネス 柏事務所 佐藤 ひさこ 19P 

1月 30日 要約・質問力を鍛える！ 柏事務所 下園壮太 19P 

2月 19日 エニアグラム 柏事務所 富澤優江 20P 

2月 27日 CC受験対策講座（論述・面接） 柏事務所 
篠原敏彦 

秋山奈美 
10P 

3月 5日 CC受験対策講座（論述・面接） 柏事務所 
篠原敏彦 

秋山奈美 
10P 
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●講座のお申し込み方法について 

１．講座のお申し込み（下記のいずれかでお申込みください） 

A 【WEBでのお申込みの場合】 

東関東支部 HP内、講座・研修情報⇒研修のご案内⇒お申込みについて⇒ＷＥＢ申し込み 

ログイン後各研修・講座を選択し、お申込みください。（会員の方の初期パスワードは誕生日の西暦頭２ケタを取った数字） 

B【メールでのお申込み】 

メールで会員研修をお申し込みの際には「希望講座」「会員番号（資格登録会員の方）」「氏名」「連絡先」等 

必要事項をご記入の上、hkt-kensyu@counselor.or.jp までお申込みください。 

C 【郵送でのお申し込みの場合】 

各講座申込書に必要事項をご記入いただき、東関東支部までお送りください。 

〒277－0005 柏市柏 2－6－17染谷エステートビル 3F  

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会東関東支部 研修部 宛 

D 【ＦＡＸでのお申込みの場合】 

講座申込書に必要事項をご記入いただき、東関東支部宛にＦＡＸください。 

ＦＡＸ番号はくれぐれもお間違えのないようにお願いいたします。 

 ＦＡＸ 04－7168－7180 

☆チラシに関して☆ 

※申込の際の注意事項※ 

・年度内の会員研修が年間を通じて申込可能となりました。 

・開講が決定しましたら受講料の振込をお願い致します。 

（お申込みには送受信できるメールアドレスが必要です） 

・正式なお申込み完了は受講料のお振込を確認した時点で成立します。 

・講座受講申し込みは基本的に申込順とさせて頂きます。募集人員を超えてお申し込みがあった場合は、 

より多くの方がご受講できる様会場の変更等で対応致します。（会場の都合がつかない場合はご了承下さい） 

    

２．受講料及び振込みについて 

開講確定のお知らせ後、下記銀行口座に受講料をお振込みください。（振り込み手数料は各自ご負担） 

確定講座が複数ある場合は、合算での受講料お振込みが可能です。 

 

【振込先】 三井住友銀行 柏支店（店番 498）普通預金口座 7731511 

口座名 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 東関東支部 

 

３．「開講のご案内」・「講座不成立のご案内」 

講座が成立した場合は、原則として、お申し込みされた方へ講座開講日の 2 週間前程度を目途にメールにて開講の

ご案内、受講料お振込のご依頼を致します。ご入金確認後順次、「開講のご案内」をメールにてご連絡いたします。講

座が不成立になった場合は「講座不成立のご案内」を、メールまたはお電話にて連絡いたします。講座開講日３日前に

なってもご案内が届かない場合には、事務局研修部までご連絡ください。 
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４．キャンセルについて 

キャンセルする場合は、早めに東関東支部事務局にご連絡ください。 

 （ＴＥＬ：04-7168-7160   /  E-mail：kenshu@co-higashikanto.jp  研修部迄） 

＜お振込いただいた受講料の返金の取扱い＞ 

①講座開講日の１週間前の応答日以前の事務所営業時間内に受付したキャンセルについては、受講料より振込

手数料を控除して返金いたします。 

②上記①を超過して事務所営業時間内に受付したキャンセルについては、2,000 円の事務手数料（振込手数料を

含む）を控除して返金いたします。キャンセル受付から返金までには、1週間程度の日数をいただいております。 

③上記①②にかかわらず事務所営業日で数えた講座開講日の前々日以降のキャンセルについては返金いたし

かねます。 

④上記の事務所営業時間ならびに事務所営業日とは平日の 9:00-17:00を指します。 

⑤ＦＡＸによるキャンセル申出の場合には、ＦＡＸに印字された日付・時刻にて上記を判定させていただきます。 

 

５．ポイン付与・修了証について 

講座受講に関しての取得ポイントは一日講座５P となります。（シリーズの研修は一日毎に５P）また、ポイントは受

講の１ヵ月後を目安に反映いたします。また、資格登録更新に必要なポイントは登録期間中に一日６時間以上の研

修を受講することで本部・支部の行う更新研修を受講したものとみなされます。（除く育成・審査関連講座） 

会員研修受講終了後の修了証は発行しておりません。修了の確認は会員マイページにてご確認をお願いいたしま

す。申請等で修了証の発行が必要な方は、支部事務局研修部までお申し出いただくようお願いいたします。 

※シニアコース講座及びキャリアコンサルタント養成講習（以下「ＣＣ講習」）につきましては、シニア試験、国家資格

CC試験出願時に必要な協会本部発行の修了証シール及びＣＣ講習修了証明書を発行致します。 

 

 

６．その他 

➀２０１７年４月１日から適用された新しい「資格登録及び同更新制度」に基づき、本ご案内に掲載されている講座

は一部を除き（フォローアップ講座、研修講師育成講座、ＣＣ試験対策講座）みなし更新研修の対象講座です。

尚、新しい「資格登録及び同更新制度」につきましては、協会より配布産業カウンセリング冊子または協会本部

ＨＰをご覧ください。 

②いただいた個人情報は、研修申し込みに関する事務連絡の他、協会主催の各種研修等の案内等に必要な範

囲内で利用させていただくことがあります。また、当支部より情報をいち早く会員の方へ発信できるよう、メール

登録会員を募集しております。是非、ご登録ください。 

 

 

 

☆メール会員登録アドレス ：touroku@co-higashikanto.jp ☆ 

    ・東関東支部会員研修の雰囲気をブログにてご案内しています。こちらも是非ご覧ください。 

             ☆東関東支部アメブロＵＲＬ    ： http://ameblo.jp/higashikanto-ohta/ ☆ 

 

   

 

 

 

 

mailto:touroku@co-higashikanto.jp
http://ameblo.jp/higashikanto-ohta/
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日 程 2021/4/17（土） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 WEB カメラ付きノート PC/イヤフォン/マウスを 

持参できる方 

こんな方にオススメ オンライン研修を実施したい講師の方など 

講 師 

略 歴 

尾﨑 健一氏 

シニア産業カウンセラー 

臨床心理士/公認心理士 

メンタルヘルス講師認定協理事 

受講料 会員 ：11,000 円（税込） 

非会員：13,200 円（税込） 

有線ランケーブル・Wi-Fi環境整備

有 

 

♪講師からのメッセージ♪   
オンライン研修は今後益々増加すると言われています。現在講師をしているけれど、「オンラインに一歩踏み出せ

ない」という方には、是非、基本操作と進め方を知っていただいてオンライン研修の講師デビューを飾っていただ

きたいと思います。本講座では、会場で自分の PC で操作しながら確認することが出来ますので、慣れていない方も

安心してご参加いただけます。  

 

オンライン研修を実現したい講師のための講座 ZOOM 編            NEW!                                   

～オンライン研修は初めてという方も安心～ 

〚講座の概要〛 

「講師をしているがオンライン研修実現に向けてどうすれば

いいのか？」という方のために、ソフトの使い方と効果的オン

ライン研修実現のための工夫を指導します。 

オンライン研修で最も使用されている ZOOM をもとに、会場

で実際に PC を操作しながら学んでいきますので、不明点は

その場で講師に確認し、解決することができます。ご自身の

PC で実践することで操作にも慣れ、本番に自信をもって挑

むことが出来るようになります。 

「オンラインは難しそう…」と躊躇されている講師の方こそ、

受けていただきたい講座です！ 

〚講義の進め方・特徴〛 

１．Zoom の理解  ２．オンライン研修の特性 

３．オンライン研修に活かせる Zoomの機能  ４．効果的に伝えるための工夫 

５．実技 



 

〚講義の進め方・特徴〛 

2日というコンパクトな日程の中で、キャリアコンサルティングで起こりうる代表的なケースを徹底的に

学んでいきます。講師も２名体制なので、疑問が湧いた時点で解決が可能ですよ。ご自身のカウンセリン

グスタイルを見直したい方にも“もってこい”の講座です。 

〚 講義の進め方・特徴 〛 

午前中は傾聴技法のおさらいとカウンセリング実習を体験して養成講座での学びを思い出しながら復習をしていきま

す。 

午後は講師より企業や社会の中で活用できる場の紹介を行い、それらを踏まえて参加者のみなさんで今後のビジョン

を自由に語り合っていきます。グループワークや講師との双方向で行うワークショップ形式の講座です。 
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日 程 ① 2021年6月19、20日（土日） 

② 2021年10月24、31日（日） 

③ 2022年2月27、3月5日（日土） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ CCとしての実力をUPしたい方、論述と実技の

ポイントを体系的に学びたい方等 

講 師 

略 歴 

篠原 敏彦 氏/秋山 奈美 氏 

支部認定講師・2級キャリアコンサルティング技能士 

受講料 会員 ：20,000 円（税別） 

非会員：25,000 円（税別） 

日 程 2021年 6月 6日（日） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ 産業カウンセラー資格を取得されたば

かりの方や傾聴技法のスキルを高めた

い方等 

講 師 

略 歴 

山口 浩康 氏 

シニア産業カウンセラー 

２級キャリアコンサルティング技能士 

受講料 会員 ：8,800 円（税込） 

非会員：11,000 円（税込） 

♫受講者の声♫ 
・具体的な流れ、言葉などを教えていただき大変勉強になりました。 

・前回の試験で不合格でした。しかし、その不合格理由がわかりませんでした。でも、この講座でその疑問が晴れま

した！ 

・スパルタロールプレイが大変だったけれどよかったです。 

 

国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座（論述・面接編） 

～キャリアコンサルティングの流れを論述で 

一連の流れを理解し、面談で実践する～ 

〚講座の概要〛 

これからキャリアコンサルタント試験に臨む方はもちろ

んのこと、すでにキャリアコンサルタントとして現場を

持ってはいるものの得意分野をさらに広げたいという方

にお勧めのスキルアップ講座です。キャリアコンサルタ

ントとして活動していると、当然自分の得意不得意にか

かわらず様々なクライエントに出会うことになります。

そういったときに幅広い知識と技能、対応力はあなたの

カウンセリングを助けます。 

☆受講者の声☆   

・とにかくカウンセリングの実技を繰り返し出来たのはとても良い経験でした。またこういう機会が欲しいです！ 

・自分がカウンセラー役の時、クライエント役の方に助けられてカウンセリングを進めていたと思います。 

新米カウンセラー向けカウンセリング力 UP 講座               

～学びを錆びつかせないために 

スキルアップを続けよう！～ 

〚 講座の概要 〛 

産業カウンセラーの資格を取得したばかりの方へ、スキル

アップ講座のご紹介です！ 「せっかく資格を取ったのに実

践の場がない・・・」「ここまできたものの、今後どうした 

らいいのかがわからない・・・」「養成講座が終わってしま

って、このまま何もしなくていいのか・・・」「今の自分の

スキルでは不安・・・」などと思っていらっしゃいませんか？ 

この講座では、まだまだカウンセラーとして新米のあなた

に、傾聴のおさらいとカウンセリングの実習を、養成講座の

学びを思い出す形で復習していただけます。 



 

〚講義の進め方・特徴〛 

前半は、テレワークの課題と対策について解説し、テレワーク版「４つのケア」の提案へと展開。後半は、リモート型

ラインケアの解説とロールプレイを実施。テクノロジーとヒューマンパワーをどのように活用するのかを考え、実効性

のある「心のケア」のアプロ―チを体験的に理解します。 
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日 程 2021年7月17日（土） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ テレワーク導入企業の労務管理者、 

テレワーカーの心のケアに関心がある方等 

講 師 

略 歴 

和田 隆 氏 
メンタルプラス株式会社 代表取締役 

シニア産業カウンセラー 

受講料 会員 8,800 円（税別） 

非会員：11,000 円（税別） 

☆講師からのメッセージ☆   

２０２０年１０月、『テレワーク時代の「心のケア」マネジメント』を刊行しました。この講座は、本の内容をわか

りやすく解説するだけでなく、個人ワーク、グループワーク、ロールプレイ等の演習をつうじて、気づきと学びを深

める設計にしています。皆さんとお会いするのを楽しみにしています。 

テレワーク時代の「心のケア」マネジメント   NEW!  

    

～テレワーカーを支える 

メンタルヘルス対策を考える～ 

〚講座の概要〛 

新型コロナウィルス感染症対策として、テレワークが一

般化する動きを見せるなか、「テレハラ」「テレワークう

つ」といった新たな問題が発生しています。そういった問

題を未然に防ぐために、働き方の多様性に対応して、職場

内の「心のケアの仕組みを再構築する」ことが喫緊の課題

になっています。本講座は、テレワーカーが抱えるリスク

とその対策について学びます。 
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日 程 2020年 9月 13日（日） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ カウンセリングは勉強したけど感情を

とらえることが苦手な方 

感情に気付くために何をすればよい

かわからない方等 

講 師 

略 歴 

尾﨑 健一 氏 

臨床心理士 

シニア産業カウンセラー 

受講料 

※テキスト代込み 

会員 ：9,350 円（税込） 

非会員：11,550 円（税込） 

日 程 2020年 10月 11日（日） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ カウンセリングで、日常生活で効果的な

声をかけて誰かを励ましたい人 

講 師 

略 歴 

菅野 昭子 氏 Ange Gardien代表 

日本ペップトーク普及協会 

認定研修ファシリテーター   

受講料 会員 ：8,800 円（税込） 

非会員：11,000 円（税込） 

♫受講者の声♫ 
・とても分かりやすく楽しみながら参加できました。 

・人の感情や想いは本当に様々で、捉え方やその人の価値観を理解しようとする気持ちが大切だという事が解りまし

た。 

共感力 UP講座 感情を捉える！ブラック・ジャックの読み方 

                  

～共感力 UP！“感情に気付く”～ 

〚講座の概要〛 

カウンセリング業務はもちろんのこと、人と関わる全ての場

面で「共感力」は欠かせません。相手の感情に気づき、正し

く理解することは人とのかかわりを潤滑にします。そしてそ

れに気づき、的確に言葉にするには練習が必要だということ

をご存知でしたか？！この講座では、そんな共感力を向上さ

せるためにちょっと面白い方法を取りあげます。漫画「ブラ

ック・ジャック」の一話を用いて、登場人物の感情を捉え、

考察するというものです。 

〚講義の進め方・特徴〛 

「もしブラック・ジャックが仕事の悩みに答えたら」（日経 BP 社）の著者による、感情に気付くための訓練講座です。

ブラック・ジャックを読み進めながら、「感情をとらえる」練習をします。楽しみながら「共感力 Up」方法を習得しま

しょう。 

☆受講者の声☆ 
・日常的にペップトークで頭の切り替えができれば、人生朗らかになるんだろうな… 

・褒められることの心地よさを心から感じることができました。 

・ペップトークは自分自身も励まして自信をつけられるスキルだと思いました。 

・声もトークのトーンもとても素敵で、ゆったりとした気持ちで受講できました♪ 

 

ペップトークでより効果的なカウンセリングを                                

NEW!                   

～言葉の力を身につけ自分も周りもハッピーに～ 

〚講座の概要〛 

ペップトークとはアメリカ生まれの「一言で相手の実力を
最大限に引き出せる」という魔法のトークスキルです。短
く、端的に相手の心を揺さぶる言葉がけでもあります。そ
んなペップトークをカウンセリングにも活かしてみましょ
う。カウンセラーにとって聴くことは何より重要ですが、
言葉がけも大切なスキルの一つなのです。相手の心に働き
かけるような上手な言葉の引き出しを持つことで、あなた
のカウンセリングがワンランクアップしたものとなるはず
です。もちろん、カウンセリングの場のみならず自分自身
を励ます言葉がけを学ぶことにもつながります。 

 
〚講義の進め方・特徴〛 

講義はワーク&レクチャー形式です。様々な楽しいワークをご用意しています！それらを通して「伝える力」を楽しみ

ながら体得していける講座になっていますよ。お楽しみに！！ 



 

〚講義の進め方・特徴〛 

自らの悲観／楽観主義度合いを見つめるワークや、「幸福」について考えるグループワークを通して、ポジティブ心

理学を理解していきます。レジリエンスを源泉とした「リーチアウト力（働きかける力）」についても考えていきま

す。 

☆講師からのメッセージ☆   

シニア世代支援にはお金の話はつきものですが、お金の話になると腰が引けてしまう方などは、ファイナンシャルに

関する基本的知識や支援のポイントが学べます。 講義では年金の話、資産運用の話、介護保険の話など、なんとな

く不安に感じている老後のお金に関する問題を基礎から解説します。また、受講者の皆さんに、ご自身のライフプラ

ン表（ライフイベント、ファイナンシャルプランなど）を実際に作成していただき、ご自身の定年後の人生を考える

機会にしていただけます。 

～人生１００年時代、定年後の人生を自分らしく 

充実したものに～ 

〚講座の概要〛 

人生１００年時代を自分らしく生きるために、定年後のラ

イフプラン策定のポイントを学びます。定年後のライフプ

ランを考える上で、年金収入や介護費用等お金に関わる問

題は切り離すことができません。定年後はどのくらいお金

がかかるのか、どのくらい必要なのか等の知識や情報を講

義で学び、シニア世代支援の幅を広げます。また、ＣＣと

してクライアントを支援するためだけではなく、ご自身の

定年後のキャリアを考える上でも有効です。 

〚講義の進め方・特徴〛 

【講義】・定年後のキャリアプラン、ファイナンシャルプラン作成のポイント・社会保険制度（公的年金、企業年金、雇用

保険、介護保険等）の概要・人生１００年時代の働き方、健康について・ＣＣとしての支援のポイント 

【事例検討】・事例検討（実際のシニア世代支援事例の検討）・ライフプラン表の作成体験 
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日 程 2021年 10月 30日（土） 

会 場 On-line 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ ポジティブ心理学に興味のある方、 

新しいカウンセリングスタイルを学んで

みたい方等 

講 師 

略 歴 

須藤 康彦 氏 

2 級キャリアコンサルティング技能士  

支部認定講師 

受講料 会員 ：8、800 円（税込） 

非会員：11,000 円（税込） 

日 程 2021年11月7日（日） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ 定年後のキャリアプラン、ファイナンシャルプラ

ンに関する知識を得たい方、ＣＣとしてシニア

世代を支援している方など。 

講 師 

略 歴 

佐々 木 健司 氏 

支部認定講師/2級キャリアコンサルティング技能士 

1級DCプランナー（企業年金総合プランナー）

AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士 

受講料 会員 ：8,800 円（税別） 

非会員：11,000 円（税別） 

♪講師からのメッセージ♪ 
予備知識一切不要。自分にとっての幸せとは何かを考える一日です。 

ポジティブ心理学入門講座                      

～最近注目を集めているポジティブ心理学の基礎を
一日で学んでいきます～ 

〚講座の概要〛 

健康という言葉を、ただ単に「肉体的な面で病気ではな

い」という意味で使う人たちが多い中、ウェルビーイング

という言葉を用いるならば、身体的・心理的・社会的にす

べてが満たされているという意味での「健康な状態」「し

あわせな状態」を表現できるのです。科学的な検証をもと

に「よい生き方とはどのような生き方か？」その要素や実

現方法について学ぶ一日。ビジネスパーソンにとっても、

働き方の姿勢やこれからの生き方を考えるきっかけになる

ような講座です。 

 

 

シニア世代のキャリアとファイナンシャルプラン 
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日 程 2020年 11月 14日（土） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ カウンセリング業務に就かれている方 

カウンセラーとしてスキルアップしたい

方等 

講 師 

略 歴 

下園 壮太 氏 

元自衛隊メンタル教官 

メンタルレスキュー協会理事長 

受講料 会員 ：9,900 円（消費税込） 

非会員：12,100 円（消費税込） 

日 程 2020年 11月月 15日（日） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ 資格は取得したが傾聴することは、ま

だ難しいと感じている方。更に、傾聴

力を向上したいと感じている方等 

講 師 

略 歴 

尾﨑 健一 氏 

臨床心理士 

シニア産業カウンセラー 

受講料 会員 ：8,800 円（税込） 

非会員：11,000 円（税込） 

〚講義の進め方・特徴〛 

講義とワークを通じてカウンセリングにとって本当に必要な心理学（心の大きな地図） 

について理解を深めていきます。 

♪講師からのメッセージ♪  
カウンセラーとしてクライエントを支援する際、クライエントの心の地図、また自身の心の地図についても考えて

みませんか？あなたの心の大きな地図を持つことで更にカウンセリング力を UP していきましょう！ 

誰も教えてくれなかったカウンセリングに本当に必要な心理学                          

NEW! 

～心の大きな地図を知る～ 

〚講座の概要〛 

カウンセラーとは、迷っている人に、現在地と進むべき方向

を示すガイドのようなもの。当然人の心についての地図を持

っていなければなりません。多くの人は心理学にそれを求め

ますが、残念ながら心理学では小さな地図は詳しく教えてく

れても、大きな地図をきちんと説明してくれていないので

す。心の大きな地図についての知識はそれほど多くはありま

せん。しかしそれをきちんと理解し、納得レベルまで落とし

こむ必要があります。心の大きな地図を持っているか、持っ

ていないかで、皆さんのカウンセリングの実力が大きく変わ

ってくるのです。 

♫受講者の声♫ 
*クライエント役を行う事で、クライエントはどの様な気持ちになるのかを体験する事ができました。自己理解を深 

め「きく」ために必要なロールプレイが体験する事ができました。 

*3 本ノックでは相手によって感覚の違いや話の流れの違いが出てくるという体験ができた事がとても貴重でした。 

傾聴力ブラッシュアップ講座 どんなカウンセリング技法にも必要な「きく力」 

～傾聴力をブラッシュアップする！ 

きく力 1000本ノック！～ 

〚講座の概要〛 

認知行動療法、ゲシュタルト療法、フォーカシング、NLP、

キャリアカウンセリング、…どんなカウンセリング場面にも

「きく力」は欠かせないものです。産業カウンセラーとして

私たちが学んできた傾聴力は十分と言えるでしょうか？本

講座は「きく力」を更にブラッシュアップする特訓型研修で

す。「きく力」を飛躍的に向上させる訓練方法を体験し、自

身のカウンセリングや今後の生活に活かす方法について学

びます。「きく」をカウンセリングレベルまで向上させるこ

とを目指しましょう。 

〚講義の進め方・特徴〛 

・「きく力」を更に磨くための講師独自のメソッドにより自身の気づきを促進していきます。講義は行いますが、講義よ

りも体験が中心の学習・ワークショップになります。参加者同士からフィードバックを受けたり、カウンセラー同士の

体験を共有します。 

・自身の話題を用いることにより、自らを振り返り、癒しにつながります。 



 

〚講義の進め方・特徴〛 

アサーティブとは自分の思いを誠実に、率直に、対等に伝えるための自己表現のひとつです。自身の考えを攻撃的でも

なく受身的でもなく適切に表現するためには伝え方の具体的な方法を身に着けることが必要です。事例検討やロールプ

レイの実習を通じて体験的に学ぶことで「明日から使える伝え方のスキル」を講義のあとに体験していきます。楽しく

て、身になる講座です。 
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日 程 2021年11月20日（土） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ 対人コミュニケーションについてより実践的に

学びたい方 

講 師 

略 歴 

下川 喜正 氏 
支部認定講師 

1級キャリアコンサルティング技能士 

受講料 会員 ：8,800 円（税別） 

非会員：11,000 円（税別） 

日 程 2021年 11月 27日（土） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ 支援職・相談業務に関わる方、コミュニ

ケーションスキルを高めたい方等 

講 師 

略 歴 

森田 汐生 氏 

NPO法人アサーティブジャパン 

代表理事 

受講料 会員 ：9,900 円（税込） 

非会員：12,100 円（税別） 

♫講師からのメッセージ♫ 
 自分の行動パターンを知るということは、結局のところ「自己理解」に他なりません。自己理解を深めることで自

分自身をよりコントロールすることができるようになり、それがより良い人間関係の構築につながり、ひいてはカ

ウンセラー／キャリアコンサルタントの質の向上へとつながっていきます。多くの皆さまのご参加をお待ちしてい

ます。 

意見が相違するときの実践的コミュニケーション                                

NEW! 

～多様性の理解と分析～ 

〚講座の概要〛 

日本社会におけるコミュニケーションの取り方は、誰に教わる こ

となく幼少期から徐々に身についていきます。他者と同じで ある

ことに安心する心理が自然と働く私たちが、他者と意見が異なると

きにどのような行動として現れるのか、またその行動がもたらす影

響について一緒に考えます。いい悪いという視点ではなく、考える

プロセスの中で生じる様々な気づきを大切にします。多様性を認

め理解する重要性が高まっている社会の流れの中において、本

当に自分は多様性を認めることができているのかを知る機会にも

なります。 

 
〚講義の進め方・特徴〛 

・日本人のコミュニケーションの特徴について一緒に考えます。（グループワーク） 
・その特徴がもたらす影響について深堀りします。（グループワーク） 
・相手と意見が異なるときに取る代表的な行動パターンをご紹介します。（講義） 
・行動パターンの特徴がもたらす影響について一緒に考えます。（グループワーク） 
・演習を通じて、普段と異なる行動パターンのスキル習得にチャレンジしていただきます。 

アサーティブ基礎編 

        

    

♫受講者の声♫ 
・長い一日と思いきや、“あっという間”でした。パワフルで熱いライブでした。 

・つい「今、この場で変わって欲しい！」と思ってしまいますが、次につながる関係構築を考えながらのコミュニケ

ーションを心掛けます。 

・久しぶりに自分の問題にも向き合えた気がします。森田先生、ありがとうございました。 

 

～アサーティブな表現で相手も自分も心地よい 

コミュニケーションを図りましょう～ 

〚講座の概要〛 

この講座では「自分も相手も尊重」したコミュニケーション

の考え方とスキルを学んでいきます。自身のコミュニケーシ

ョンパターンを理解した上で他者にどのように率直な依頼

や指示を行うか、ポイントを踏まえた具体的な伝え方を学ん

でいきます。自己理解を深め、ストレスマネジメントにも役

立てられる様、単にスキルの習得だけでなく、他者と接する

ときの関係性や心構えについてもお伝えしていきます。 



 

～社会構成主義・ダイアローグ・家族療法・ナラティブに

取り入れられた斬新な面接リフレクティングアプローチ

をキャリアカウンセリングの場で使ってみましょう～ 

〚講座の概要〛 

相談者との安全・安心な面談の場を保ちながら複数視点も取
り入れ、課題解決（時には解消）と未来への行動、人生の新
たな物語と解と納得を発見していくリフレクティングを実践
的に学びます。シンプルながら、キャリアカウンセリング
に、様々な企業内相談に、時には相談活動のスーパービジョ
ン的使用にも展開できるリフレクティングアプローチ講座で
す。 

 

 

〚講義の進め方・特徴〛 

座学と実践のバランスを取りながら、体験する時間を大切にして進む講座です。対話する時間が、そのままより

よく聴く時間に重なり、話す時間が経験を含めた自分の人生を振り返る時間に重なります。実践的に進めますの

で、カウンセラーやキャリアコンサルタントの皆さんの新たな視点を発見する場にも貢献できるのではと期待し

つつカリキュラムを作成しています。 

 

〚講義の進め方・特徴〛 

座学だけでなく“ワークやディスカッション”による実践的な学びも取り入れますが、さまざまなアプローチの裏付け
となる“LGBT の基礎知識や当事者の気持ち”についてもしっかり確認していきますので、初心者の方も安心して受講す
ることができます。 
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日 程 2021年 12月 4日（土） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ キャリアコンサルタントとして活動されて

いる方、産業カウンセラー、企業内で

様々な相談を受ける方 

講 師 

略 歴 

岡野 洋美 氏 

（株）ヒュミング代表 

日本リフレクティング協会代表理事 

受講料 会員 ：8,800 円（税込） 

非会員：11,000 円（税込） 

日 程 2021年12月11日（土） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ LGBT についての理解を深めたい方 

人事労務関係業務の方等 

講 師 

略 歴 

井上 伸郎 氏 

産業カウンセラー／国家資格キャリアコンサルタント 

一般社団法人CialFrame 認定講師 

受講料 会員 ： 8,800 円（税込） 

非会員： 11,000  円（税込） 

☆講師からのメッセージ☆ 

リフレクティンアプローチを数えきれないほどの回数を実践してきましたが、終了後も発展していくその人ならで

はの思いと、納得の解とその人ならではの物語が生まれていく過程に、感動してしまう事が今でも本当によくあり

ます。温かい支援的思いがその場の全員の中に残っていくのも印象的です。ぜひご一緒に、感じて考え、よく聴き

質問し、よく話し、笑って学び、語り合いましょう。 

キャリアカウンセリングにおけるリフレクティングアプローチ                                     

RENEWAL！    

☆講師よりメッセージ☆   
今や LGBT に関する情報は巷に溢れていますが、残念ながら誤解をしている人も多いようです。本講座では、基礎から実践まで幅

広く丁寧に扱っていきます。カウンセラーやキャリアコンサルタントの皆様には、本講座を通じて「ご自身の性についての考え方」

や自分の中にあるかもしれない「LGBT に対するバイアス」について見つめ直し、性に対する考え方の幅を広げていただけたらうれ

しく思います。 

識や、当事者の気持ちなどもしっかり確認していくので初心者の方でも安心して受講していただける内容になっています。あなた

のスキルアップのためにも、幅広い見識を身に着けるためにも、たくさんの方に受講していただきたい講座です。ご受講をお待ち

しております。 

LGBT の知識とサポートを理解して安心な職場づくりに役立てよう    

～LGBTの基礎知識や当事者の気持ちを理解する～ 

本講座では、産業カウンセリングなどの支援の場において

LGBT の方々からの相談にどのように対応するかを学びま

す。また、所属する組織に対してどのようなアプローチがで

きるのか、ハラスメント防止や職場環境改善の要素も含め

て学んでいきます。 

具体的には、①「性の捉え方（性のものさし）」について考

える ②SOGI（性的指向・性自認）について理解する ③LGBT

とは誰を指す言葉なのか理解する ④LGBT の方々はどのよ

うな事で困り悩むのか考える ⑤LGBT 支援における基本姿

勢と実践 について学びます。 



 

〚講義の進め方・特徴〛 
（１）キャリアコンサルタントの成長モデル （２）スーパービジョン（事例指導）とは何か（事例検討との違い） （３）

スーパービジョン実施の仕方 （４）スーパービジョンの実際（スーパービジョンを希望される方にご協力いただき、

ライブでお見せします。） 

〚講義の進め方・特徴〛 

元々は瞑想法なので「目をつぶり座る」という形は同じでも、内面を見つめるやり方は自己流になりがちで

す。 図式を用いて、勘違いしやすいポイントを解りやすくお伝えします。 また理論とともに、本来のマ

インドフルネスを体験いただくだけでなく、その状態を応用したワークも合わせて行い、トータルな理解と

実感を自然に深めていただける講座にします。 
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日 程 2021年 12月 19日（日） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 SV について学んでみたい方 

こんな方にオススメ 1 級キャリアコンサルティング技能士受

験予定の方、その他すべてのキャリアコン

サルタントの方に 

講 師 

略 歴 

石﨑 一記 氏 

東京成徳大学応用心理学部教授 

1 級キャリアコンサルティング技能士 

受講料 会員 ：9、900 円（税込） 

非会員：12,100 円（税込） 

日 程 2022年 1月 29日（日） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ マインドフルネスを体験したい方、どの

ような効果があるのかを知りたい方等 

講 師 

略 歴 

佐藤 ひさこ 氏 

日本産業精神保健学会会員 

日本アドラー心理学会会員 

日本マインドフルライフ協会会員 

受講料 会員 ：8,800 円（税込） 

非会員：11,000 円（税込） 

♪講師からのメッセージ♪ 
キャリアコンサルティングにおいて事例指導者がすることを勘違いされている方が大勢いらっしゃいます。（１）事

例相談者の話を良く聴いて、事例相談者の方が相談者のことをどう見ているのかを理解すること、（２）事例相談者

が困っていることを理解すること、（３）分からないことや違和感のある所を尋ねることを行います。その過程で事

例相談者自身が、不足や弱みに気づき、自信がわき、研修を受けたくなり、また相談者に会いたくなって、受けるこ

とが楽しいものです。義務で受けるものではないし、叱られたり、けなされたりするものではありません。皆さんと

一緒に楽しい 1 日を過ごしたいと願っています。 

スーパービジョンの理論と実際                            

                                    RENEWAL！    
～事例指導者を目指す方のために～ 

〚講座の概要〛 

キャリアコンサルタントの成長モデルに必須のスーパービ

ジョンについて、理論の解説とともに、グループスーパービ

ジョンと個人スーパービジョンを実際に体験しながら理解

を深めます。事例指導（スーパービジョン）で、何をするの

か、どうするのかを分かりやすく解説して、参加された方が

できるようになっていただきたいと思っています。 

また、スーパービジョンをこれから受けてみたいと思ってい

る方にも参考になる内容です。 

マインドフルネスを体験してみよう！        

    

☆講師からのメッセージ☆   
私がマインドフルネスと出会ったのは、もう２０年以上前。 マインドフルネスを使って、日々多くの人の方達の変化する力・乗

り越える力に向き合い、お手伝いをしてきました。 

日常の意識とは違う、「マインドフルネスで感じる」ことの大切さを、こころを込めてお伝えします。  

はじめての方やご自身のメンタルケアに役立てたい方、体験者の方も・・・ぜひご参加下さい！  

 

～理論と体験をシンプルに学ぶ～ 

〚講座の概要〛 

ストレス解消・感情処理にも役立つマインドフルネスを、

集中力・作業効率アップの為に取り入れる企業様が増えま

した。 マインドフルネスは「考え方」ではなく、自身の

「感じ方」を理解し、その変化を促すことのできる状態で

す。 １０００回以上のマインドフルネス体験を通して、

多くの方々の変化を見つめてきた中で培った、マインドフ

ルネスの理論を解りやすくお伝えします。  

 



 

～カウンセラーとしての応用力を身に付けよう～

〚講座の概要〛 

養成講座が終わり、試験に合格していよいよカウンセリ
ングの場に立つと、これまで学習してきたことをどう応
用すればいいのかとまどうことが多いと思います。 
上級のカウンセリングスキルを身に着ける過程で、早い
うちに鍛えておく必要があるのが、要約と質問の技術で
す。ここを鍛えると、クライアントのリアクションが変
わり、カウンセリングに手応えを感じられるようになり
ます。 

〚講義の進め方・特徴〛 

要約・質問にはどういう意義・効果があるのか簡単な講義を交えながら、 

いろいろなパターンの実習をしていきます。 

～面談や人間関係の悩み解消に活かすヒント～ 

〚講座の概要〛 

カウンセラーが体験したことがない悩みをもつクライ
アントや悩む部下をそのまま受容し、より深く共感して
傾聴するための多面的な視野を持つための講座です。性
格によって異なる人生に求めるものや物事のとらえ方・
対処の違いをエニアグラムの理論に基づいて探ってい
きます。書籍に書かれている理論をワークショップ形式
で体験し、カウンセラー自身の自己理解を深めながら他
者理解を目指しています。 
・動機：性格の特徴の素となる 
・社会的スタイル：カレン・ホーナイの理論を基にした
人とのかかわり方の傾向 
・ハーモニクス：問題の捉え方や対処法の違いを知る 

〚講義の進め方・特徴〛 

ワークショップ形式で進めていきます。先ずは、エニアグラムの 9 つの性格タイプのちがいの素となるタイプの

動機について探ります。自己理解を深めるための個人作業・話し合いをベースにして他者理解のための発表へと

進め、エニアグラムの理論としてまとめます。また、アクシデントや問題のとらえ方や対処の方法の多様性もエニ

アグラムの理論で説明されています。 
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日 程 2022年 1月 30日（日） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 制限なし 

こんな方にオススメ すべての方 

講 師 

略 歴 

下園 壮太 氏 

元自衛隊メンタル教官 

メンタルレスキュー協会理事長 

受講料 会員 ：9,900 円（消費税別） 

非会員：12,100 円（消費税別） 

日 程 2022年 2月 19日（土） 

会 場 東関東支部柏研修室 

受講対象者 20名 

こんな方にオススメ 相談業務支援に携わっている方・自己理解

他者理解を深めたい方・人事教育関係者 

講 師 

略 歴 

富澤 優江 

NPO 法人日本エニアグラム学会専任講師 

受講料 会員 ：8,800 円（税込） 

非会員：11,000 円（税込） 

要約・質問力を鍛える！                                      

RENEWAL！    

☆受講者の声☆ 
・受容・共感を深めるというテーマで基本に戻ることができました。下園先生のパワフルな講義を受講したことで元気を

もらえました！ 

・クライエントとの信頼関係のポイントについてお話しいただいたことが腑に落ちました。「味方になる」という言葉、

大切にしていきます♪ 

 

☆受講者の声☆ 
人間関係の葛藤や対立となるので、ロールプレイや話し合いを通して、他者の世界を明らかにしていきます。 

自己受容・他者受容、更には問題解決の一歩になるように、たくさん語りたくさん聞きながら深めていきましょう。 

エニアグラム                                      

RENEWAL！    
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東関東支部 会員研修申込書 

☆東関東支部会員研修限定「スキルアップポイントカード」１日受講で 1P、 

10P貯まるとお好きな講座（１日分）を無料で受講できます！！ 

（※受講料が無料、テキスト等は有料となります。） 

☆カードをご希望の方は研修参加時受付にて発行希望とお伝えください♪ 

申込方法：下記の「申込欄」に必要事項を記入し、FAX・郵送・メール添付にてお申込みください。 

東関東支部ホームページ内「会員マイページ」からのお申込みも可能です。 

【お問い合わせ先：申込み先】 

一社）日本産業カウンセラー協会 東関東支部 研修部・キャリア部 

TEL：04-7168-7160  FAX：04-7168-7180   MAIL：kenshu@co-h i ga sh i kan to . j p  

キャンセルについて： 

☆お申込み後のキャンセルには以下の事務手数料がかかりますので、ご了承ください。 

① 講座開講日の１週間前を超過して事務所営業時間内に受付したキャンセルについては、2,000 円の事務手数料を申し受けま

す。 

② 事務所営業日で数えた講座開講日の前々日以降のキャンセルについては受講料全額を申し受けます。 

③ 上記の事務所営業時間ならびに事務所営業日とは平日の 9:00-17:00 を指します。 

④ メールまたは FAXによるキャンセル申出の場合には、記載された日付・時刻にて上記を判断させて頂きます。 

お振込みについて： 

・開講確定または不成立に関しては 1 ヶ月前を目安にご連絡いたします。 

・お振込みは支部からの受講確定の連絡後にお願いいたします。 

振込先：三井住友銀行 柏支店（498） 普通 7731511  

一社）日本産業カウンセラー協会東関東支部 

〇頂いた個人情報は本件に関する事務連絡の他、協会開催の各種研修等の案内等に必要な範囲内で 

利用させていただくことがあります。 

 

 

お申込 

講座名 

①   

②  

③  

お申込み日    年   月   日 （会員ではない方は下の欄の非会員に○を、 

会員の方は資格登録番号をご記入ください。） フリガナ   

氏名    非会員 ・ 会員№ 

住所 
〒 

 

電話   

E-mail   

日中連絡先 携帯・職場 

東関東支部メール会員登録をご希望の方は右の□にチェックをご記入ください     □ 

mailto:kenshu@co-higashikanto.jp
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国家資格キャリアコンサルタント更新講習 申込書 

 

 

申込について（注意事項） 
お申込前に HP にて【受講約款・個人情報のお取扱いについて・注意事項】を必ずご確認ください。お申込は受講約款に

同意した上で行ったものとみなします。 

 

申込方法 

東関東支部 HP内「WEB申込」、または上記の「申込欄」に必要事項を記入しお申込みください。 

（FAX・郵送・メール添付いずれかの方法で支部へ送付） 

 

開講前に受講契約を解除（キャンセル）する場合は受講約款に基づき行います 

①開講日前4週間の応当日（応当日が土曜､日曜､国民の祝日にあたる場合はその前日まで  

の甲の事務取扱日）までの申し出については、乙の支払った受講料より事務取扱手数料（振込み手数料を含む）として

2,000円を控除した金額を返還します。  

②開講日前4週間の応当日を経過し開講日前日（開講日前日が土曜､日曜､国民の祝日にあ  

たる場合はその前日までの甲の事務取扱日）までの申し出については、乙の支払った受  

講料より講習開講の経費（受講料の１５％相当分）を控除し、併せて事務取扱手数料（振込み手数料を含む）2,000円を差

し引いた金額を返還します。  

 

〆切以前に定員に達しました場合はご容赦くださいますよう、お願いいたします。 

取得した個人情報は、各研修の運営等のほか、協会主催の各種講習会等の案内、アンケート・調査の依頼、お問合せに

対する回答等のお知らせを行なうために必要な範囲内で利用させていただくことがあります。また、取得した個人情報は、

法律上提供しなければならない場合を除き、ご本人の同意を得ることなく、目的の範囲を超えて利用したり第三者に開

示・提供することはいたしません。 

 

 

 

申込講座名 更新研修コード： 

講習名： 

開催日   

年  月  日 

協会会員番号                        ※会員の方のみ 

フリガナ  

氏名  

住所 〒 

 

TEL             ※日中連絡のつく連絡先 

FAX           

E-mail                 ＠ 

生年月日 （西暦）         年        月       日 

国家資格キャリアコンサ

ルタント登録番号 

 

受講料振込先 
三井住友銀行柏支店 （普通）７７３１５１１ 

一社）日本産業カウンセラー協会東関東支部 

お問い合わせ先 一社）日本産業カウンセラー協会 東関東支部 研修・キャリア部 

TEL：04-7168-7160  FAX：04-7168-7180    

MAIL：career@co-higashikanto.jp  
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〚主な会場のご案内〛 

 

                

●東関東支部柏研修室●    ●柏商工会議所●   

柏市柏 2-6-17染谷エステートビル 3Ｆ                              柏市東上町 7-18 

ＪＲ/東武野田線東口より徒歩５分                                 ＪＲ/東武野田線東口より徒歩８分 

 

 

 

 

   ●パリ美容総合専門学校柏校●                      ●市川山崎製パン企業年金基金会館● 

柏市柏３－４－７                                           市川市市川 1丁目 3-14 

ＪＲ/東武野田線柏駅より徒歩８分                                ＪＲ市川駅徒歩３分/京成市川真間駅より徒歩５分 

※入口は「ハウディモール」沿いになります。 

会場のご案内は受講確定後、各研修後地の開講案内にてお知らせいたします。 
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●シェアオフィス SSS● 
●千葉事務所● 

●茨城事務所・相談室● ●つくば国際会議場● 
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〚東関東支部各事務所のご案内〛 

 

〖柏事務所〗 

〒277-0005  千葉県柏市柏 2-6-17染谷エステートビル 3Ｆ TEL：04-7168-7160/FAX:04-7168-7180 

※柏事務所は柏研修室を併設しています 

〖千葉事務所〗 

〒260-0028 千葉市中央区新町 18-12 第８東ビル 501号室 TEL：043－204-8710/FAX：043－204-8780 

〖茨城事務所〗 

 〒312-8716 茨城県ひたちなか市勝田中央 14番 8号 305号室 TEL:029-353-5002/FAX:029-353-5003 

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


