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国家試験対応
厚生労働大臣認定講習
公益財団法人 日本生産性本部

キャリアコンサルタント
養成講座
■ 開講期間
2018 年 10 月 13 日
（土）〜 12 月 9 日
（日）
■ 専門実践教育訓練指定講座

公益財団法人 日本生産性本部

ご案内
働く人の視点に立ったキャリア開発をどう支援していくのか、あるいは企業の人材マネジメントにキャリア形
成支援をどのように組み込んでいくのか、といった問いは、大きな課題になってきております。
日本生産性本部では、

①専門的な知識・スキルを用いた個人のキャリア開発に関する相談支援（カウンセリング）
②キャリア開発支援を企業・労働組合に提案・導入・展開（コンサルティング）
のできる人材を養成することを目的に「キャリア・コンサルタント養成講座」を2002年春より開講し、2015年度末
までに延べ1,000名以上の「日本生産性本部認定キャリア・コンサルタント」を輩出致しました。
この度「キャリアコンサルタント」国家資格制度が始まったことを受け、本講座も、国家試験受験に際し受講・修
了が求められる「厚生労働大臣認定講習」として開講を致します。
キャリアコンサルタントは2016年度より国家資格となりました。
本講座はキャリアコンサルタント国家資格試験に対応した養成講座です。

本講座の特徴

1.

個人のキャリア開発に対する
カウンセリング

2.

日本の労働市場や企業の特質を考慮し
た労働者のキャリア開発研修企画、及
びキャリア開発支援制度設計に関する
知識を習得し、それをバックアップす
るファシリテーターを養成します。

個人の特性やキャリアビジョン、及び職
務遂行に必要な知識や経験を明確にし、
環境変化に対応しながら、最適なキャ
リアカウンセリングを行うことのできる
コンサルタントを養成します。

実践的なカウンセリングスキルを修得す
るため、様々なケースを用いたロールプレイ
演習を多く取り入れ、受講者全員が、講師に
よるアドバイスを受けることができます。
ご自身のカウンセリングスキルを客観的
に振り返り、ステップアップすることができ
ます。

組織におけるキャリア開発支援の
ファシリテーション

キャリアコンサルティングを実践的に行
うため、キャリアの棚卸し、職務経歴書の
作成方法や、企業にキャリア開発支援を組
織展開するための具体的な手法、知識につ
いて学びます。

3.

資格取得後のフォローアップ体制 及び
キャリアコンサルタントの活躍の場

フォローアップ体制

プログラム監修：宮城

まり子

キャリア心理学研究所 代表
臨床心理士。早稲田大学大学
院修士課程修了、カリフォル
ニア州立大学大学院キャリア
カウンセリングコース研究留
学、病院臨床（精神科、小児科、
心療内科）、教育相談所など
の臨床心理士を経て大学教
員。現在生涯発達心理学、キ
ャリアカウンセリング論な
どを担当、日本産業カウンセ
リング学会 名誉会長、著書に
「キャリアカウンセリング」
（駿河台出版社）他。

当本部認定キャリアコンサルタントが継続的に学
習・研鑽を行い、スキルや知識を向上できるよう、専
門家によるスーパービジョン、キャリアコンサルテ
ィングの事例研究、労働市場の動向、メンタルヘル
スなどをテーマとした研究会を、定期的に開催して
おります。
※別途、費用がかかります。

キャリアコンサルタントの活躍の場
キャリアコンサルタントとして、企業や労働組合
におけるキャリアカウンセリング及びキャリア開発
研修／公的職業紹介機関における就職支援セミナー
及び個別カウンセリング／教育機関におけるキャリ
ア教育及びキャリアガイダンス等の様々な活躍の場が
あります。また、キャリアカウンセリングや講師とし
ての機会も提供しております。
※但し、別途選考・契約が必要となります。

キャリアコンサルタント養成講座
1日目

2日目

10日間のプログラムと日程

講座概要

担当講師

キャリアコンサルティングの全体像について概観するとともに、学習の目的・ポイントについてキャリアガ
イダンスし、キャリアコンサルタントの果たすべき役割について討究いたします。

（日本生産性本部）

2018年10月13日（土）
「キャリアコンサルティング概論」

栗林

10月14日（日）
「キャリアカウンセリング概論」「キャリアカウンセリングの基礎技法 I」

裕也

栗林

裕也

吉次

潤

ライフキャリア概念や生涯発達論など、キャリアカウンセリングの概論を解説します。カウンセリング基礎
技法の「積極的傾聴」を学び、カウンセリングマインドを習得します。

3日目

10月27日（土）
「キャリアの棚卸と職務経歴書・ジョブ・カードの作成、添削指導」
個人の職務経験の棚卸、振り返りを行いつつ、自己理解を深める方法を学びます。また、ジョブ・カードの
作成方法、添削指導のポイントについて記述演習を交えて習得します。

4日目

10月28日（日）
「キャリア開発支援にかかわる労働法規」「キャリアコンサルタントに必要な人事労務」
キャリアコンサルタントとして必要な労働法規、助成金などについて学習するほか、組織課題の解決に向け
て必要な人事労務や人材育成の知識、従業員のパフォーマンスを高める最新のモチベーション理論などを学
習します。

5日目

11月24日（土）
「キャリアカウンセリングの基礎技法II」
カウンセリングの基盤となる傾聴技術の習得に向けたトレーニングを繰り返し、おこなうとともに、カウンセ
リングでの質問の仕方やアクティブリスニングについて学びます。

8日目

11月25日（日）
「キャリアカウンセリングの理論と進め方」「キャリアカウンセリング

ロールプレイ演習Ⅰ」

キャリアカウンセリングの代表的な理論およびカウンセリングの効果的な進め方について学習します。様々な
ケースを用いたロールプレイ演習を行い、講師によるフィードバックを行います。

9日目

潤

栗林

裕也

栗林

裕也

栗林

裕也

栗林

裕也

栗林

裕也

栗林

裕也

11月4日（日）
「組織とキャリアコンサルティング」
キャリアコンサルティングの組織導入の基本的な考え方、その前提となる「人間観」「組織感」について学
びます。個人と組織が共生する、そして働きがいのある組織にする、そのポイントについてケーススタディ
を通じて学習します。

7日目

吉次

11月3日（土）
「アセスメントツールの活用｣
キャリア開発ワークショップにおけるファシリテーターのスキルを習得すると同時に、自己理解を深めてい
ただきます。キャリアカウンセリングのプロセスにおいて重要な「アセスメントツール」について理解を深
め、その効果的な活用方法について学びます。

6日目

（株式会社ヒューマナイズ）

12月8日（土）
「キャリア教育の基礎知識」「組織におけるキャリア開発支援の展開方法」
大学でのキャリア教育の現状や課題、キャリアコンサルタントに求められる知識について事例を交えながら
学習するほか、組織内でキャリア開発支援を展開する方法や研修のファシリテーションを担う実践力を習得
します。

10日目 12月9日（日）
「メンタルヘルスの基礎知識」「キャリアカウンセリング総合演習」
組織内でキャリアコンサルティングを活用する方法や、キャリアカウンセリングの実際的な活用方法を中心
に解説し、メンタルヘルスに関する知識も含めて講座を総括します。
※各回 ９：３０〜１８：３０（昼休み１時間含む）となります。
※この他に、事前課題と添削課題があります。

会員割引について
福岡県キャリアセンター会員の方については、「キャリアコンサルタント養成講座」の受講料を以下の会員割引価
格で提供いたします。

福岡県キャリアセンター会員
の場合の特別割引価格
（通常価格）

296,100 円（消費税別）

専門実践教育訓練給付金を活用
す る と 最 大 で 教 育 訓 練 費 の 70％ が
支給されます。

361,500 円（消費税別）

88,830 円（税別）で受講可能

※

。

※支給要件を満たす場合

福岡県キャリアセンター会員について（講座申込時入会可）
年会費10,000円（税別）です。
会員の皆様には国家試験対策講座を優先的にご案内するほか、資格更新に関わる情報等を提供致します。

団体受講割引について
同一組織から複数名ご参加頂く場合には『団体受講割引制度』が適用されます。
お一人当たりの受講料（消費税別）

１名参加（通常価格）

2 名参加

3 名参加

4 名参加

−−−−

▲ 21,600 円

▲ 32,400 円

▲ 43,200 円

団体受講割引額
①一

般

361,500 円

339,900 円

329,100 円

318,300 円

②会

員

296,100 円

274,500 円

263,700 円

252,900 円

◎日本生産性本部賛助会員の方も、
福岡県キャリアセンター会員の団
体受講割引と同一の割引が適用さ
れます。

募集要項
１．受講対象

社会人経験を３年以上有する方で国家資格キャリアコンサルタントの資格取得を希望する方

２．募集人員

30 名
（定員になり次第締め切ります）

３．受講期間

2018 年 10 月 13 日
（土）〜 12 月 9 日（日）
※通常業務への支障や業務による学習の中断がないよう、週末に集中して行います。

４．通学会場

福岡朝日会館 11 階（福岡市中央区天神 2 丁目 8 番 41 号）

５．受 講 料

会員 296,100 円
（消費税別） 一般 361,500 円
（消費税別）
（教材費含む）

６．申込方法

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、下記事務局まで簡易書留扱いにてご送付下さい。
申込書受付後、テキスト・事前課題をお送り致します。

７．教育訓練給付金・助成金
「専門実践教育訓練（個人申込）」・「人材開発支援助成金（組織による派遣）」がございます。

お問合せ先・お申込み先
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター（受託運営会社）
「公益財団法人日本生産性本部キャリアコンサルタント養成講座」事務局
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2 丁目 8 番 41 号 福岡朝日会館 14F
TEL：092-733-8293

Mail：jigyokaihatsu@ahc-net.co.jp

本講座における受講生受付業務は株式会社アソウ・ヒューマニーセンターが受託運営しております
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キャリアコンサルタント養成講座

1．申込締切
２０１８年 10 月 5 日（金）必着
（ただし、定員に達したところで募集を締切ります）

2．申込書類
本申込書、職務経歴書（申込書裏面）に必要事項をご記入の上、下記事務局まで
簡易書留扱いにて、ご送付下さい。
〒810-0001 福岡市中央区天神 2 丁目 8 番 41 号 福岡朝日会館 14F
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター事業開発部内
「日本生産性本部キャリアコンサルタント養成講座」事務局
※黒のボールペンまたは万年筆でご記入下さい
※受講者の E-mail アドレスは必ずご記入下さい（お申込後、郵送及び E-mail にて事前課題をお送りいたします。）
※派遣元情報は派遣責任者がいらっしゃる場合のみご記入下さい。
※お申込後のキャンセルは原則としてご遠慮いただいております。
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福岡県キャリアセンター会員について
日本生産性本部賛助会員について

※人材開発支援助成金を利用される場合には組織名にして下さい。
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お預かりした個人情報は、
「キャリアコンサルタント養成講座」におけるご連絡および、関連するご案内のみに使用し、
その他の目的では一切使用いたしません。
※当講座における業務の一部を㈱アソウ・ヒューマニーセンターが委託を受け運営しております。
当社では受付手続き等、委託を受けた範囲のみで個人情報を利用いたします。

個人情報の取り扱いに同意します。

