
上野 昌枝氏株式会社ティーズワーク 代表取締役

公益財団法人日本生産性本部

東京都千代田区平河町2-13-12

2019年5月25日（土） 10:00～18:00頃

(東京・永田町)生産性ビル　1階セミナー室

キャリア・クロス会会員価格
25,000円（非課税）

日程

会場

お問い合せ先
TEL：03-3511-4041

各線永田町駅徒歩4分

http://www.js-career.jp/

会費

講師

MAIL:cc-kouza@jpc-net.jp

35,000円（非課税）
(一般／キャリア・クロス会会員以外の方)

→本講座を修了された方は、日本生産性本部主催の

このような方におすすめの講座です。
キャリアコンサルティングのスキルをブラッシュアップしたい。

キャリアコンサルタントや

活動領域を拡げたい。 等

ジョブ・カード制度についての知識を整理したい。

自己分析・職務の棚卸等
クライエント支援のスキルを向上させたい。

ラーニング・アーキテクト

組織風土開発(チームの活性化支援等)のコンサルティングに従事し、
長年、企業における人材育成(教育研修体系の構築、リーダー育成支援等の研修の実施)

個人の自己啓発支援や組織内キャリアコンサルティングの豊富な実績を有す。
現在も月10名程度のジョブ・カード作成支援面談を実施している。

受付時間：平日 9:30～17:30

お申込先

ジョブ・カード作成支援事業にご参画をいただけます。

ジョブ・カード作成アドバイザーとして、

JPC キャリコン 検索

コンサルティング部（ジョブカード講座係）

「更新講習」ページ内フォームへ
必要事項をご記入下さい。
折り返し、ご参加に必要な情報をメールにてご案内します。
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※別途日本生産性本部キャリア・クロス会への入会が必要となります。

国家資格更新講習

学習時間7時間
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講義終了後(17:00頃)、
習得度評価課題にお取組みいただきます。

日本生産性本部キャリアコンサルタントＨＰ

https://ws.formzu.net/fgen/S55261533/

※国家資格取得者は非課税、非取得者は課税対象です。



（３）演習・事例研究

開催にあたって
企業の人材育成のための各種助成金の申請や、公共の職業訓練の受講には、ジョブ・カードを活用した
キャリアコンサルティングが求められ、ジョブ・カードの作成支援を行う機会はますます増えています。

しかしながらジョブ・カード作成支援の現場では、ジョブ・カードを作成する意義への理解や自己の棚卸、
仕事理解が不十分なまま、キャリアコンサルティングに臨む来談者も多くいるのが現状です。

そのため、限られた面談時間においていかに来談者のキャリア形成支援に有益なキャリアコンサルティングを
進めていくか、という課題を多くのキャリアコンサルタントが持っています。

そこで本講座では、「ラ・ポールの構築」、

講義や事例研究、経験知の共有を通じて、即戦力となる知識・技能を得たい
とお考えの方はぜひご参加をご検討下さい。

１）正社員経験が少なく、自己効力感が低い。

２）面談の目的・趣旨がまったく伝わっておらず、ジョブ・カードの記述内容が真っ白に近い！なにから始めれば？

３）助言・情報提供を求められた。アドバイスはどの程度、どのように行えばいいのだろう・・・。 等

演習事例

ムカリキュラ

「クライエント理解の形成」、「効果的な記述内容の添削指導」等、

知識・技能の向上を図っていきます。
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

長所を引き出すにはどうしたら？またその長所をどのように職場や面談先に伝えてもらえばよい？

（１）ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングとは

（２）ジョブ・カード作成支援の実際

（４）まとめ・質疑応答

①ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの流れ

②従前制度と新ジョブ・カード制度の変更点

①各種助成制度の概要

②社会保険労務士との連携のありかた

②経験知の共有

①事例研究

講義終了、修了判定の後、国家資格更新に必要な学習時間のうち技能講習分7時間が得られます。

会場のご案内
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