第5６・5７・5８期
試験合格まで徹底対策

スキルアップ支援も充実

キャリア形成もフォロー

試験直前の対策講座で試験準備の勘所

資格取得後の、さらなる質の向上を目

企業や公的機関等における様々な活躍

や、試験当日の様子等、受験に向けた

的とするセミナーや研究会などの勉強

の場があり、キャリアカウンセリング

活きたヒントが得られます。

の場を提供しています。

や講師としての機会も提供しています。

第 5６期（通学）

第 5７ 期（通学）

第 5８ 期（オンライン）

第 1 回

2022年6月4日

(土)

2022年10月1日

(土)

2023年1月21日 (土)

第 2 回

2022年6月11日 (土)

2022年10月8日

(土)

2023年1月28日 (土)

第 3 回

2022年6月12日 (日)

2022年10月15日 (土)

2023年2月4日

第 4 回

2022年6月18日 (土)

2022年10月22日 (土)

2023年2月12日 (日)

第 5 回

2022年6月25日 (土)

2022年10月29日 (土)

2023年2月18日 (土)

第 6 回

2022年7月3日

(日)

2022年11月6日

(日)

2023年2月19日 (日)

第 7 回

2022年7月9日

(土)

2022年11月12日 (土)

2023年2月25日 (土)

第 8 回

2022年7月16日 (土)

2022年11月19日 (土)

2023年3月4日

(土)

第 9 回

2022年7月23日 (土)

2022年11月26日 (土)

2023年3月5日

(日)

第10回

2022年7月24日 (日)

2022年12月3日

(土)

2023年3月11日 (土)

第11回

2022年7月30日 (土)

2022年12月10日 (土)

2023年3月18日 (土)

第12回

2022年8月6日

2022年12月18日 (日)

2023年3月26日 (日)

(土)

テーマ

(土)

講師（敬称略）

・キャリアカウンセリング概論

キャリア心理学研究所

代表

宮城 まり子

・キャリアカウンセリングの基礎技法Ⅰ・Ⅱ

キャリア心理学研究所

代表

宮城 まり子

・キャリアカウンセリング ロールプレイ演習

キャリア心理学研究所

代表

宮城 まり子

・メンタルヘルスの基礎知識

キャリア心理学研究所

代表

宮城 まり子

・キャリアカウンセリング総合演習

キャリア心理学研究所

代表

宮城 まり子

・キャリアの棚卸しと職務経歴書の作成添削指導

ティーズワーク

・キャリア教育の基礎知識

法政大学キャリアデザイン学部教授 児美川 孝一郎

・キャリアコンサルティング概論

専修大学経済学部

・キャリアコンサルタントに必要な人事労務

日本生産性本部

・キャリア開発支援に関わる労働法規

トミヅカ社会保険労務士事務所

・アセスメントツールの活用

日本生産性本部 人材・組織開発コンサルタント 栗林 裕也

・組織とキャリアコンサルティング

早稲田大学大学院経営管理研究科

・組織におけるキャリア開発の展開方法

専修大学経済学部

・キャリアカウンセリングの理論と進め方

共栄大学 国際経営学部 国際経営学科 准教授

・組織におけるキャリア課題とアプローチ法

ライフキャリアリサーチ

代表取締役

特任教授

上野 昌枝

大山 雅嗣

雇用システム研究センター

特任教授

所長

東狐 貴一

冨塚 祥子

教授 竹内 規彦

代表

大山 雅嗣
太原 靖一郎

北川 佳寿美

※プログラムの開催順はホームページをご覧ください。
※やむを得ない理由により、日程を変更させてただく場合があります。お申込前に一度ホームページで日程をご確認ください。http://www.js-career.jp/

□ 募集要項
受講対象

原則、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習得希望の方

募集人数

20名（定員になり次第締め切ります）

通学会場

日本生産性本部（永田町駅 徒歩5分、赤坂見附駅 徒歩9分）

賛助会員：326,400円（税別）
受 講 料 一
般：384,000円（税別）

359,040円（税込）
422,400円（税込）

※教材費含む

申込方法

ホームページ（http://www.js-career.jp）からお申し込みください。

□ 割引制度のご案内
▶ 個人の方には2つの割引制度の適用があります。
割引制度Ⅱ「紹介制度」

割引制度Ⅰ

①日本生産性本部賛助会員
ないしは
②JSHRM会員
一般

紹介制度の適用あり

紹介制度の適用なし

353,540円（税込）
会員費別途

359,040円（税込）
会員費別途

416,900円（税込）

422,400円（税込）

●割引制度Ⅰをご利用の場合、下記のいずれかへのご入会をお選びください。
「日本生産性本部賛助会員制度」または「日本人材マネジメント協会(JSHRM)会員制度」
①「日本生産性本部賛助会員制度」

②「日本人材マネジメント協会 (JSHRM) 会員制度」

日本生産性本部賛助会員制度に個人でご入会いただく場合、
年会費は20,000円（税込）です。

日本人材マネジメント協会 (JSHRM) 会員には割引制度が
適用されます。
個人でご入会いただく場合、 年会費は20,000円（税込）です。
※10～3月の入会は10,000円（税込）

［適用条件］
キャリアコンサルタント養成講座の受講費用請求時までに
日本生産性本部賛助会員の入会手続きを完了されていること。

［適用条件］
キャリアコンサルタント養成講座の受講費用請求時までに
日本人材マネジメント協会の入会手続きを完了されていること。

●割引制度Ⅱ「紹介制度」についてはお問い合わせください。

▶ 同一組織から複数名派遣いただく場合には「団体受講割引制度」が適用されます。
［適用条件］下記①と②の両方を満たす場合に適用となります。
①同じ会期に派遣される
※同じ会期に派遣されることが難しい場合、同一年度（4/1～3/31）内での派遣でも適用が可能です。
その場合、一番早い会期の派遣時に全員分のご請求を申し上げます。
②派遣窓口（連絡窓口）を統一される
1名派遣

お一人当たりの受講料

団体受講割引制度

（通常価格）

2名派遣

3名派遣

4名派遣

日本生産性本部賛助会員

359,040円

348,040円

345,840円

342,540円

一般価格

422,400円

411,400円

409,200円

※法人の賛助会入会についてはお問い合わせください。

405,900円
※金額は税込です。

▶ 教育訓練給付金制度（専門実践教育訓練給付）等の公的な助成制度もご利用いただけます。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
公益財団法人日本生産性本部
お問い合わせ先・ 「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
〒102-8643 東京都千代田区平河町2-13-12
お申込み先
03-3511-4060

03‐3511-4052

http://www.js-career.jp

cc-kouza@jpc-net.jp

