
三重地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載
専
門
育
成
研
修

傾聴ボランティア入門講座 未　定 3 4/29（日・祝） 30 3,900円

面接カウンセラー訓練講座（面接実習） 産業カウンセラー養成講座実技指導者 12 11/10㈯、11㈰ 24 19,500円
（2日間）

対象者に
個別に連絡

面接カウンセラー訓練講座（逐語検討） 協会スーパーバイザー 12 12/16㈰、23（日・祝） 24 19,500円
（2日間）

対象者に
個別に連絡

委嘱CO
研 修

受託カウンセラー研修会 協会スーパーバイザー 他 12 奇数月第3月曜日 18 無　料 対象者に
個別に連絡

受託カウンセラー等グループスーパービジョン 協会スーパーバイザー 6 2019年2〜3月開催予定 18 11,360円 対象者に
個別に連絡

北陸地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

委嘱CO
研 修

事例検討会 協会スーパーバイザー 6 調整中 — 対象者に個別に連絡
グループスーパービジョン 協会スーパーバイザー 6 2019/3/10㈰ — 対象者に個別に連絡

養成講座部
専門分野 講　座　名（開催会場） 講　　　　師 時間 日　　程 参加地区 受講料（税込） HP掲載

専
　門
　育
　成
　研
　修

S3実践力向上研修（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 12 11/17、11/18（2日間） 合　同 対象者に個別連絡

S3育成研修（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 42 10/20、10/21、11/24、

11/25、12/15、12/16（6日間） 合　同 対象者に個別連絡

ブラッシュアップ研修⑤⑥（名古屋会場） 産業カウンセラー　養成講座S4実技指導者 14 12/1、12/2（2日間） 合　同 対象者に個別連絡

サブリーダー研修（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 12 2/2、2/3（2日間） 愛岐三 対象者に個別連絡

サブリーダー研修（静岡会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 12 2/10、2/11（2日間） 静　岡 対象者に個別連絡

サブリーダー研修（北陸会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 12 2/2、2/3（2日間） 北　陸 対象者に個別連絡

実技指導者共通研修（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 30 7/16、9/17、2/23、2/24、

3/9（5日間） 愛岐三 対象者に個別連絡

実技指導者共通研修（静岡会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 30 6/17、7/28、10/20、2/24、

3/21（5日間） 静　岡 対象者に個別連絡

実技指導者共通研修（北陸会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 30 7/16、9/17、2/23、2/24、

3/9（5日間） 北　陸 対象者に個別連絡

専門分野 講　座　名（開催会場） 講　　　　師 時間 日　　程 受講料（税込） HP掲載

そ
の
他

実力トレーニング（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 各6 12/1、12/15、1/12

各10,800円
※3日間一括申込の場合

　29,200円

10月

実力トレーニング（静岡会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 各6 12/9、12/16、1/14 10月

実力トレーニング（三重会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 各6 12/1、12/15、1/12 10月

実力トレーニング（北陸会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 各6 12/1、12/15、1/12 10月

※養成講座部主催の専門研修については養成講座修了者に限ります。

【講座のお申し込みについて】
１．2018年度各事業部の講座日程に掲載されている講座の申し込みは、中部支部ホームページの（セミナー・講演会一覧）
＜http://www.counselor-chubu.jp/lecture/＞よりご応募ください。Web申し込みが難しい場合は開催地区の事務所へ電話にて
お尋ねください。
HPへの掲載は講座開催の2〜3ヶ月前の偶数月となります。（原則）

２．2017年度より資格更新制度が変更されています。今までのポイント数による更新はなくなり、資格登録会員すべての方が5年間に計
6時間の「資格更新研修」もしくは「みなし更新研修」を受講することが必須となります。中部支部では、2018年度講座日程の中で「会
員研修」・「CC講座」・「事業推進部（講師育成）」・「相談事業部主催講座」はすべての講座が、また、その他は講座名に（みなし更新）と
付記されている講座が「みなし更新研修」に相当します。現在（みなし更新）付記が無い場合でも、追記される場合がありますので申し
込み時にご確認くださいますようお願い致します。

会員研修　　　会員研修として開催される以下の研修はすべて「資格更新研修」の「みなし更新研修」に相当します。

愛知・岐阜地区
区分 講　座　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備　考

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修

スキル向上研修シリーズ
キャリア理論の実践的理解 藤田　廣志

キャリアコンサルタント養成講習講師
キャリアコンサルティング技能士会
副代表幹事
1級キャリアコンサルティング技能士

24
5/12㈯、6/9㈯、
7/14㈯、
8/11（土・祝）

10：00〜17：00
20 31,200円

（4日間） 掲載中

【傾トレ】傾聴トレーニング 未　定 産業カウンセラー
養成講座実技指導者 各6

①7/29㈰
②9/23（日・祝）
③12/2㈰　④3/17㈰
各10：00〜17：00

各8 各7,800円 4月・6月
10月・12月

各日2講座
実施　  　

明日から使える交流分析（仮題） 青沼ますみ
FIRST VOICE代表
国際TA協会公認CTA/E
キャリア・カウンセラー

12 7/15㈰、7/22㈰
9：30〜16：30 40 15,600円

（2日間） 4月
新シニア育成
講座「交流分
析」受講要件
を満たせます

サイモントン療法・ヒーリングプログ
ラムの体験（仮題） 田村　祐樹 滋賀医科大学非常勤講師 各6 7/21㈯、9/1㈯

10：00〜17：00 20 各7,800円 4月 2日間講座
（1日のみ受講可）

レジリエンス〜傷つきから立ち直る〜
個人差に応じた心のサポート 平野　真理 東京家政大学講師 6 10/20㈯

9：30〜16：30 40 7,800円 8月

産業カウンセラー・キャリアコンサル
タントが知っておきたい労働法（仮題） 未　定 協会会員講師 6 10/21㈰

9：30〜16：30 40 7,800円 8月

継
続
研
修

実務で役立つカウンセリングのコツ
〜現場力をみがく 林　久美子 シニア産業カウンセラー 各24

①9/8、9/22、10/21、11/11
②12/9、1/6、2/17、3/10
10：00〜17：00

各12 26,000円
（2期各4日）

①：  6月
②：10月 3ヶ月単位

実践フォーカシング 小松原智子
TFI認定フォーカシング
トレーナー
シニア産業カウンセラー
臨床心理士

24
4/15、5/20、6/10、
7/8、8/5、9/9
毎回日曜日

13：00〜17：00
15 26,000円

（半期毎）
前期：掲載中
後期：8月 6ヶ月単位

認知行動療法の基礎 中川　貴嗣 臨床心理士 15
10/6、11/10、12/8、
1/12、2/9、3/9
毎回土曜日

18：00〜20：30
30 16,200円

（後期） 8月 6ヶ月単位

※2018年度から新設予定の会員定例研修会の詳細につきましては、ほのぼの中部6月号でご案内します。
※継続研修の日程は中部支部ホームページに掲載中です。ご確認お願い致します。
※前期募集開始となる講座のみを掲載しております。なお、講師の都合等により変更になる場合もありますので、詳細は中部支部ホームページにてご確認お願い致します。

静岡地区
区分 講　座　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備　考

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修

アドラー心理学【実践編】
〜アドラーミーティングを体験しよう！〜 向後　千春 早稲田大学

人間科学学術院教授 6 4/29（日・祝） 28 7,800円 掲載中

ストレスチェック実施後の集団分析結果の活用　
〜企業が喜ぶ職場改善の為のアプローチ〜 松本　桂樹 株式会社ジャパンEAP

システムズ 代表取締役社長 6 5/19㈯ 24 7,800円 掲載中

発達障害の理解と支援について　〜就労
支援の事例から具体的な支援を学ぶ〜 梅永　雄二 早稲田大学教育・

総合科学学術院教授 3 6/24㈰ 20 3,900円 4月

トラウマへの支援と支援者のためのセ
ルフケア　〜基本のキ〜 野村　和代 常葉大学教育学部初等教育課程

特別支援教育担当 講師 6 7/8㈰ 24 7,800円 4月

行動問題のある発達障害児者へのABAアプ
ローチ　〜QOLの向上を目指した行動支援〜 野村　和代 常葉大学教育学部初等教育課程

特別支援教育担当 講師 6 8/11（土・祝） 24 7,800円 4月

ゲシュタルト・セラピー ワークショップ　
〜「今・ここ」への「気づき」のために〜 岡田　法悦 ゲシュタルト・インスティ

テュート株式会社 代表取締役 12 9/22㈯、
9/23（日・祝） 24 15,600円

（2日間） 6月

来談者中心療法の新たな潮流　〜ロジャー
ズとジェンドリンが創造してきたもの〜 末武　康弘 法政大学現代福祉学部

臨床心理学科教授 6 11/25㈰ 24 7,800円 8月

三重地区
区分 講　座　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備　考
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
研
修

ポジティブ心理学入門 川島　一晃 皇學館大学文学部
コミュニケーション学科助教 2 8/11（土・祝）

9：30〜11：30 40 2,600円 6月

復職支援に必要な
カウンセラーのスキル 中村　千紘 作業療法士 6 10/28㈰

9：30〜16：30 40 7,800円 8月

継
続
研
修

カウンセリング演習A（基礎コース） 平岩 真理 他 シニア産業カウンセラー 18 奇数月1回　土曜日
9：30〜16：30 16 19,500円

（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位

カウンセリング演習B
（アドバンスⅠコース） 中川真理子 他 シニア産業カウンセラー 21 毎月1回　土曜日

9：00〜12：30 16 22,700円
（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位

カウンセリング演習C
（アドバンスⅡコース） 中川真理子 他 シニア産業カウンセラー 21 毎月1回　土曜日

13：15〜16：45 16 22,700円
（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位

逐語検討グループスーパービジョン
（逐語検討GSV） 笠井　正則 産業カウンセラースーパーバイザー

シニア産業カウンセラー 21 奇数月1回　土曜日
9：00〜17：00 12 22,700円

（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位

傾聴の技法（理論） 笠井　正則 シニア産業カウンセラー 18 偶数月1回　土曜日
9：30〜16：30 20 19,500円

（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位
内容は1年で完了

※継続研修の日程は中部支部ホームページに掲載中です。ご確認お願い致します。

2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程2018年度 各事業部 講座日程

　 　平成30年3月1日発行　第59号 別冊

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 中部支部



北陸地区
区分 講　座　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備　考

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修

キャリア面談 蓑輪　紀子 キャリアオフィスみのわ
代表 各6 4/22㈰、5/13㈰、

5/20㈰、5/27㈰ 各6 各7,800円 掲載中

【傾トレ】傾聴トレーニング 高嶋　美紀
シニア産業カウンセラー
産業カウンセラー養成講座
実技指導者

各6 各6 各7,800円 4月

オープンダイアローグ入門
〜新しい家族療法の展開〜 八巻　　秀 駒澤大学教授

やまき心理臨床オフィス代表 6 6/16㈯ 30 7,800円 4月

カウンセリング演習
〜積極的技法とプロセスを学ぶ〜 椙井　岳史

シニア産業カウンセラー
産業カウンセラー養成講座
実技指導者

各6 7/1㈰、8/5㈰ 各6 各7,800円 4月

アドラー心理学連続講座「理論と実践」 向後　千春 早稲田大学
人間科学学術院教授 12 9/1㈯、9/2㈰ 30 15,600円

（2日間） 6月

認知行動療法 石川　健介 金沢工業大学教授 24 毎月1回 20 31,200円
（4日間） 6月 4回継続

CC講座　　　CC講座として開催される以下の研修はすべて「資格更新研修」の「みなし更新研修」に相当します。

愛知・岐阜地区
講　　座　　名 講　　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

CCスキルアップ講座・・・「ジェロントロジー」
〜「産業ジェロントロジー（老年学）」に基づいた企業
におけるシニア人材教育（入門）〜

崎山みゆき
一般社団法人日本産業ジェロン
トロジー協会代表理事
静岡大学大学院客員教授

6 8/26㈰
9：30〜16：30 40 7,800円 6月

CCスキルアップ講座・・・「LGBT」
〜多様な人々も共に働く仲間だということ〜

中山　貴将
松井　優斗

NPO法人性同一性障害支援機構
理事長 6 9/23（日・祝）

9：30〜16：30 40 7,800円 6月

CCスキルアップ講座・・・「実践家の実際のキャリ
ア・カウンセリングをライブで学ぶ」 河野　裕子 協会会員講師

リエゾン・カウンセリング研究所代表 6 11/10㈯
9：30〜16：30 40 7,800円 8月

CCスキルアップ講座・・・「組織開発」 中村　和彦 南山大学人文学部心理人間学科教授
人間関係研究センター センター長 6 10/21㈰

9：30〜16：30 40 7,800円

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（学科）
〜CCに必要な知識を体系的に学ぶ〜 杉本　和夫 協会会員講師 各6

4/28㈯、7/28㈯、
10/27㈯、1/27㈰
9：30〜16：30

各30 各17,280円
掲載中
4月、8月、
10月

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（論述） 調整中 CC養成講習講師または演習講師 各6
5/13㈰、8/4㈯、
11/4㈰、2/9㈯
9：30〜16：30

各30 各17,280円
掲載中
6月、8月、
12月

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（面接） 調整中 CC養成講習講師または演習講師 各6
5/20㈰、8/12㈰、
11/11㈰、2/10㈰
9：30〜16：30

各30 各17,280円
掲載中
6月、8月、
12月

CC実技トレーニング 調整中 支部認定CCトレーナー 各2.5
4/17、5/16、6/14、7/17、
8/22、9/20、10/16、11/14、
12/20、1/22、2/20、3/14
各19：00〜21：30

各12 各5,000円 毎偶数月

CC実技トレーニング1日コース 調整中 支部認定CCトレーナー 各6
9/24（月・振休）、12/24（月・振休）、
2019/1/14（月・祝）、3/30㈯
9：30〜16：30

各36 各7,800円
掲載中
6月、8月、
12月

2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座 調整中 協会会員講師/
1級キャリアコンサルティング技能士 7 5/27㈰

9：30〜17：30 30 9,100円 掲載中

北陸地区
講　　座　　名 講　　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座 未　定
協会キャリアコンサルタント養成
講習講師及び演習講師/2級キャ
リアコンサルティング技能士

7 5/20㈰
9：30〜17：30 12 9,100円 掲載中

2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座 未　定
協会キャリアコンサルタント養成
講習講師及び演習講師/2級キャ
リアコンサルティング技能士

7 11/11㈰
9：30〜17：30 12 9,100円 8月

事業推進部（講師育成）　　　事業推進部（講師育成）として開催される以下の研修はすべて「資格更新研修」の「みなし更新研修」に相当します。

愛知・岐阜地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備考欄（会場）

ベ
ー
シ
ッ
ク
講
座

メンタルヘルス基礎講座 緒方　一子 日本産業カウンセリング学会理事 6 7/1㈰ 40 9,800円 4月 中部支部
会員ホール

ハラスメント基礎講座 涌井美和子 オフィスプリズム代表 6 8/11（土・祝） 40 9,800円 6月 中部支部
会員ホール

必携・カウンセリング倫理 水野修次郎 立正大学心理学部特任教授 6 9/16㈰ 40 9,800円 6月 中部支部
会員ホール

人間関係づくりファシリテーション
（SGEより変更） 津村　俊充 南山大学名誉教授 12 9/29㈯、9/30㈰ 30 19,440円

（2日間） 6月
29日：IMY
30日：
中部支部
会員ホール

事業推進部（リスナー研修）
愛知・岐阜地区

講　　座　　名 講　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

スタッフ養成講座（みなし更新） リスナー研修講師 24 4/1㈰、4/7日㈯、4/8㈰、4/15㈰ 20 38,900円
（4日間） 掲載中

スタッフトレーニング — 各2 6/6㈬、7/5㈭、8/6㈪ 各20 — 対象者に　
個別に連絡

企業向け体験講座（みなし更新） リスナー研修講師 各4 7/18㈬、2019/2/7㈭ 各24 各8,000円 4月・12月

スキルアップ研修 リスナー研修講師 各3.5 2019/2/11（月・祝）、
2/17㈰、3/23㈯ 各20 — 対象者に　

個別に連絡

静岡地区
講　　座　　名 講　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

企業向け体験講座（みなし更新） リスナー研修講師 4 7/18㈬ 12 8,000円 4月

スタッフ養成講座（みなし更新） リスナー研修講師 24 7/15㈰、7/29㈰、
8/19㈰、9/16㈰ 20 38,900円

（4日間） 4月

スキルアップ研修 リスナー研修講師 3.5 11/18㈰ 12 — 対象者に　
個別に連絡

スタッフトレーニング — 2 随　時 12 — 対象者に　
個別に連絡

相談事業部主催講座　　　相談事業部主催講座として開催される以下の研修はすべて「資格更新研修」の「みなし更新研修」に相当します。

愛知・岐阜地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

新規ボラン
ティア希望
者の研修

傾聴ボランティア入門講座
名古屋市社会福祉協議会職員ほか 3 4/21㈯

認知症サポーター養成講座含む
20 5,200円

（2日間） 掲載中
社会福祉法人職員 5 4/22㈰

施設見学および実習

新規カウ
ンセラー
育成のた
めの研修

相談員育成のための
相談スキルトレーニング 産業カウンセラー養成講座実技指導者 18

5/12㈯、6/10㈰、
7/7㈯、8/18㈯、9/16㈰、

10/14㈰　午前
24 23,400円

（6日間） 掲載中

相談力向上のための
逐語検討研修 協会スーパーバイザー 18

5/12㈯、6/10㈰、7/7㈯、
8/18㈯、9/16㈰、
10/14㈰　午後

12 23,400円
（6日間） 掲載中

相談事業部
指 定 講 座

必携・カウンセリング倫理（ベーシック講座） 事業推進部（講師育成）を参照してください。

電話相談について 未　定 6 7/28㈯ 15 9,800円 4月

公開事例検討会（一般会員も対象） 未　定 4 2019/2/9㈯
または2/10㈰ 30 6,500円 12月

委嘱登録
研 修 電話・面接カウンセラー育成研修※ 協会スーパーバイザー 18 12/1㈯、15㈯、16㈰ 20 29,200円

（3日間） 8月

委 嘱CO
研 修

電話・面接カウンセラーグループスーパービジョン 協会スーパーバイザー — 対象者に個別に連絡

電話・面接カウンセラー事例検討会 協会スーパーバイザー — 対象者に個別に連絡

電話・面接カウンセラースキルアップ研修 産業カウンセラー養成講座
S4実技指導者 12 7/8㈰、8/4㈯、9/29㈯

のうち2日選択 — 対象者に個別に連絡

※ 本部ガイドラインに基づき実施致します。新たに電話・面接カウンセラーを希望する方は、できるだけ相談事業部指定3講座ならびに新シニア指定講座（「1,3,4,5」
のうち1科目選択、「9または21」、「2,6,11,17」全て）を受講していることが望まれます。（申し込みの時点で新シニア指定講座受講中、または旧シニア講座受講済
の方も育成研修受講可能です。）

静岡地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

専
門
育
成
研
修

＜静岡相談室＞
電話相談員スキルアップ講座
（電話相談員の更新）

午前：
内山　春美 協会スーパーバイザー

6 6/24㈰ — 9,800円 対象者に
郵送　　午後：

梅永　雄二
早稲田大学教育・
総合科学学術院教授

事例検討（事業活動登録の必須講座） 内山　春美 協会スーパーバイザー 6 12/8㈯ — 9,800円 対象者に
郵送　　

合同リスニングトレーニング
（事業活動登録の必須講座）
＜会員研修主催＞

協会認定
スーパーバイザー 協会スーパーバイザー 12

7/21㈯、9/30㈰、
10/14㈰、11/17㈯
のうち2日選択

— 15,600円
（2日間）

対象者に
郵送　　

※ 「電話相談員スキルアップ講座」の午後からの講座は電話相談員及び会員合同の受講となります。電話相談員以外の会員の方は静岡地区会員研修をご覧ください。



北陸地区
区分 講　座　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備　考

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修

キャリア面談 蓑輪　紀子 キャリアオフィスみのわ
代表 各6 4/22㈰、5/13㈰、

5/20㈰、5/27㈰ 各6 各7,800円 掲載中

【傾トレ】傾聴トレーニング 高嶋　美紀
シニア産業カウンセラー
産業カウンセラー養成講座
実技指導者

各6 各6 各7,800円 4月

オープンダイアローグ入門
〜新しい家族療法の展開〜 八巻　　秀 駒澤大学教授

やまき心理臨床オフィス代表 6 6/16㈯ 30 7,800円 4月

カウンセリング演習
〜積極的技法とプロセスを学ぶ〜 椙井　岳史

シニア産業カウンセラー
産業カウンセラー養成講座
実技指導者

各6 7/1㈰、8/5㈰ 各6 各7,800円 4月

アドラー心理学連続講座「理論と実践」 向後　千春 早稲田大学
人間科学学術院教授 12 9/1㈯、9/2㈰ 30 15,600円

（2日間） 6月

認知行動療法 石川　健介 金沢工業大学教授 24 毎月1回 20 31,200円
（4日間） 6月 4回継続

CC講座　　　CC講座として開催される以下の研修はすべて「資格更新研修」の「みなし更新研修」に相当します。

愛知・岐阜地区
講　　座　　名 講　　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

CCスキルアップ講座・・・「ジェロントロジー」
〜「産業ジェロントロジー（老年学）」に基づいた企業
におけるシニア人材教育（入門）〜

崎山みゆき
一般社団法人日本産業ジェロン
トロジー協会代表理事
静岡大学大学院客員教授

6 8/26㈰
9：30〜16：30 40 7,800円 6月

CCスキルアップ講座・・・「LGBT」
〜多様な人々も共に働く仲間だということ〜

中山　貴将
松井　優斗

NPO法人性同一性障害支援機構
理事長 6 9/23（日・祝）

9：30〜16：30 40 7,800円 6月

CCスキルアップ講座・・・「実践家の実際のキャリ
ア・カウンセリングをライブで学ぶ」 河野　裕子 協会会員講師

リエゾン・カウンセリング研究所代表 6 11/10㈯
9：30〜16：30 40 7,800円 8月

CCスキルアップ講座・・・「組織開発」 中村　和彦 南山大学人文学部心理人間学科教授
人間関係研究センター センター長 6 10/21㈰

9：30〜16：30 40 7,800円

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（学科）
〜CCに必要な知識を体系的に学ぶ〜 杉本　和夫 協会会員講師 各6

4/28㈯、7/28㈯、
10/27㈯、1/27㈰
9：30〜16：30

各30 各17,280円
掲載中
4月、8月、
10月

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（論述） 調整中 CC養成講習講師または演習講師 各6
5/13㈰、8/4㈯、
11/4㈰、2/9㈯
9：30〜16：30

各30 各17,280円
掲載中
6月、8月、
12月

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（面接） 調整中 CC養成講習講師または演習講師 各6
5/20㈰、8/12㈰、
11/11㈰、2/10㈰
9：30〜16：30

各30 各17,280円
掲載中
6月、8月、
12月

CC実技トレーニング 調整中 支部認定CCトレーナー 各2.5
4/17、5/16、6/14、7/17、
8/22、9/20、10/16、11/14、
12/20、1/22、2/20、3/14
各19：00〜21：30

各12 各5,000円 毎偶数月

CC実技トレーニング1日コース 調整中 支部認定CCトレーナー 各6
9/24（月・振休）、12/24（月・振休）、
2019/1/14（月・祝）、3/30㈯
9：30〜16：30

各36 各7,800円
掲載中
6月、8月、
12月

2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座 調整中 協会会員講師/
1級キャリアコンサルティング技能士 7 5/27㈰

9：30〜17：30 30 9,100円 掲載中

北陸地区
講　　座　　名 講　　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座 未　定
協会キャリアコンサルタント養成
講習講師及び演習講師/2級キャ
リアコンサルティング技能士

7 5/20㈰
9：30〜17：30 12 9,100円 掲載中

2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座 未　定
協会キャリアコンサルタント養成
講習講師及び演習講師/2級キャ
リアコンサルティング技能士

7 11/11㈰
9：30〜17：30 12 9,100円 8月

事業推進部（講師育成）　　　事業推進部（講師育成）として開催される以下の研修はすべて「資格更新研修」の「みなし更新研修」に相当します。

愛知・岐阜地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備考欄（会場）

ベ
ー
シ
ッ
ク
講
座

メンタルヘルス基礎講座 緒方　一子 日本産業カウンセリング学会理事 6 7/1㈰ 40 9,800円 4月 中部支部
会員ホール

ハラスメント基礎講座 涌井美和子 オフィスプリズム代表 6 8/11（土・祝） 40 9,800円 6月 中部支部
会員ホール

必携・カウンセリング倫理 水野修次郎 立正大学心理学部特任教授 6 9/16㈰ 40 9,800円 6月 中部支部
会員ホール

人間関係づくりファシリテーション
（SGEより変更） 津村　俊充 南山大学名誉教授 12 9/29㈯、9/30㈰ 30 19,440円

（2日間） 6月
29日：IMY
30日：
中部支部
会員ホール

事業推進部（リスナー研修）
愛知・岐阜地区

講　　座　　名 講　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

スタッフ養成講座（みなし更新） リスナー研修講師 24 4/1㈰、4/7日㈯、4/8㈰、4/15㈰ 20 38,900円
（4日間） 掲載中

スタッフトレーニング — 各2 6/6㈬、7/5㈭、8/6㈪ 各20 — 対象者に　
個別に連絡

企業向け体験講座（みなし更新） リスナー研修講師 各4 7/18㈬、2019/2/7㈭ 各24 各8,000円 4月・12月

スキルアップ研修 リスナー研修講師 各3.5 2019/2/11（月・祝）、
2/17㈰、3/23㈯ 各20 — 対象者に　

個別に連絡

静岡地区
講　　座　　名 講　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

企業向け体験講座（みなし更新） リスナー研修講師 4 7/18㈬ 12 8,000円 4月

スタッフ養成講座（みなし更新） リスナー研修講師 24 7/15㈰、7/29㈰、
8/19㈰、9/16㈰ 20 38,900円

（4日間） 4月

スキルアップ研修 リスナー研修講師 3.5 11/18㈰ 12 — 対象者に　
個別に連絡

スタッフトレーニング — 2 随　時 12 — 対象者に　
個別に連絡

相談事業部主催講座　　　相談事業部主催講座として開催される以下の研修はすべて「資格更新研修」の「みなし更新研修」に相当します。

愛知・岐阜地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

新規ボラン
ティア希望
者の研修

傾聴ボランティア入門講座
名古屋市社会福祉協議会職員ほか 3 4/21㈯

認知症サポーター養成講座含む
20 5,200円

（2日間） 掲載中
社会福祉法人職員 5 4/22㈰

施設見学および実習

新規カウ
ンセラー
育成のた
めの研修

相談員育成のための
相談スキルトレーニング 産業カウンセラー養成講座実技指導者 18

5/12㈯、6/10㈰、
7/7㈯、8/18㈯、9/16㈰、

10/14㈰　午前
24 23,400円

（6日間） 掲載中

相談力向上のための
逐語検討研修 協会スーパーバイザー 18

5/12㈯、6/10㈰、7/7㈯、
8/18㈯、9/16㈰、
10/14㈰　午後

12 23,400円
（6日間） 掲載中

相談事業部
指 定 講 座

必携・カウンセリング倫理（ベーシック講座） 事業推進部（講師育成）を参照してください。

電話相談について 未　定 6 7/28㈯ 15 9,800円 4月

公開事例検討会（一般会員も対象） 未　定 4 2019/2/9㈯
または2/10㈰ 30 6,500円 12月

委嘱登録
研 修 電話・面接カウンセラー育成研修※ 協会スーパーバイザー 18 12/1㈯、15㈯、16㈰ 20 29,200円

（3日間） 8月

委 嘱CO
研 修

電話・面接カウンセラーグループスーパービジョン 協会スーパーバイザー — 対象者に個別に連絡

電話・面接カウンセラー事例検討会 協会スーパーバイザー — 対象者に個別に連絡

電話・面接カウンセラースキルアップ研修 産業カウンセラー養成講座
S4実技指導者 12 7/8㈰、8/4㈯、9/29㈯

のうち2日選択 — 対象者に個別に連絡

※ 本部ガイドラインに基づき実施致します。新たに電話・面接カウンセラーを希望する方は、できるだけ相談事業部指定3講座ならびに新シニア指定講座（「1,3,4,5」
のうち1科目選択、「9または21」、「2,6,11,17」全て）を受講していることが望まれます。（申し込みの時点で新シニア指定講座受講中、または旧シニア講座受講済
の方も育成研修受講可能です。）

静岡地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

専
門
育
成
研
修

＜静岡相談室＞
電話相談員スキルアップ講座
（電話相談員の更新）

午前：
内山　春美 協会スーパーバイザー

6 6/24㈰ — 9,800円 対象者に
郵送　　午後：

梅永　雄二
早稲田大学教育・
総合科学学術院教授

事例検討（事業活動登録の必須講座） 内山　春美 協会スーパーバイザー 6 12/8㈯ — 9,800円 対象者に
郵送　　

合同リスニングトレーニング
（事業活動登録の必須講座）
＜会員研修主催＞

協会認定
スーパーバイザー 協会スーパーバイザー 12

7/21㈯、9/30㈰、
10/14㈰、11/17㈯
のうち2日選択

— 15,600円
（2日間）

対象者に
郵送　　

※ 「電話相談員スキルアップ講座」の午後からの講座は電話相談員及び会員合同の受講となります。電話相談員以外の会員の方は静岡地区会員研修をご覧ください。



三重地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載
専
門
育
成
研
修

傾聴ボランティア入門講座 未　定 3 4/29（日・祝） 30 3,900円

面接カウンセラー訓練講座（面接実習） 産業カウンセラー養成講座実技指導者 12 11/10㈯、11㈰ 24 19,500円
（2日間）

対象者に
個別に連絡

面接カウンセラー訓練講座（逐語検討） 協会スーパーバイザー 12 12/16㈰、23（日・祝） 24 19,500円
（2日間）

対象者に
個別に連絡

委嘱CO
研 修

受託カウンセラー研修会 協会スーパーバイザー 他 12 奇数月第3月曜日 18 無　料 対象者に
個別に連絡

受託カウンセラー等グループスーパービジョン 協会スーパーバイザー 6 2019年2〜3月開催予定 18 11,360円 対象者に
個別に連絡

北陸地区
専門分野 講　　座　　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

委嘱CO
研 修

事例検討会 協会スーパーバイザー 6 調整中 — 対象者に個別に連絡
グループスーパービジョン 協会スーパーバイザー 6 2019/3/10㈰ — 対象者に個別に連絡

養成講座部
専門分野 講　座　名（開催会場） 講　　　　師 時間 日　　程 参加地区 受講料（税込） HP掲載

専
　門
　育
　成
　研
　修

S3実践力向上研修（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 12 11/17、11/18（2日間） 合　同 対象者に個別連絡

S3育成研修（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 42 10/20、10/21、11/24、

11/25、12/15、12/16（6日間） 合　同 対象者に個別連絡

ブラッシュアップ研修⑤⑥（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 14 12/1、12/2（2日間） 合　同 対象者に個別連絡

サブリーダー研修（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 12 2/2、2/3（2日間） 愛岐三 対象者に個別連絡

サブリーダー研修（静岡会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 12 2/10、2/11（2日間） 静　岡 対象者に個別連絡

サブリーダー研修（北陸会場） 産業カウンセラー　
養成講座S4実技指導者 12 2/2、2/3（2日間） 北　陸 対象者に個別連絡

実技指導者共通研修（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 30 7/16、9/17、2/23、2/24、

3/9（5日間） 愛岐三 対象者に個別連絡

実技指導者共通研修（静岡会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 30 6/17、7/28、10/20、2/24、

3/21（5日間） 静　岡 対象者に個別連絡

実技指導者共通研修（北陸会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 30 7/16、9/17、2/23、2/24、

3/9（5日間） 北　陸 対象者に個別連絡

専門分野 講　座　名（開催会場） 講　　　　師 時間 日　　程 受講料（税込） HP掲載

そ
の
他

実力トレーニング（名古屋会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 各6 12/1、12/15、1/12

各10,800円
※3日間一括申込の場合

　29,200円

10月

実力トレーニング（静岡会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 各6 12/9、12/16、1/14 10月

実力トレーニング（三重会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 各6 12/1、12/15、1/12 10月

実力トレーニング（北陸会場） 産業カウンセラー　
養成講座実技指導者 各6 12/1、12/15、1/12 10月

※養成講座部主催の専門研修については養成講座修了者に限ります。

【講座のお申し込みについて】
１．2018年度各事業部の講座日程に掲載されている講座の申し込みは、中部支部ホームページの（セミナー・講演会一覧）
＜http://www.counselor-chubu.jp/lecture/＞よりご応募ください。Web申し込みが難しい場合は開催地区の事務所へ電話にて
お尋ねください。
HPへの掲載は講座開催の2〜3ヶ月前の偶数月となります。（原則）

２．2017年度より資格更新制度が変更されています。今までのポイント数による更新はなくなり、資格登録会員すべての方が5年間に計
6時間の「資格更新研修」もしくは「みなし更新研修」を受講することが必須となります。中部支部では、2018年度講座日程の中で「会
員研修」・「CC講座」・「事業推進部（講師育成）」・「相談事業部主催講座」はすべての講座が、また、その他は講座名に（みなし更新）と
付記されている講座が「みなし更新研修」に相当します。現在（みなし更新）付記が無い場合でも、追記される場合がありますので申し
込み時にご確認くださいますようお願い致します。

会員研修　　　会員研修として開催される以下の研修はすべて「資格更新研修」の「みなし更新研修」に相当します。

愛知・岐阜地区
区分 講　座　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備　考

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修

スキル向上研修シリーズ
キャリア理論の実践的理解 藤田　廣志

キャリアコンサルタント養成講習講師
キャリアコンサルティング技能士会
副代表幹事
1級キャリアコンサルティング技能士

24
5/12㈯、6/9㈯、
7/14㈯、
8/11（土・祝）

10：00〜17：00
20 31,200円

（4日間） 掲載中

【傾トレ】傾聴トレーニング 未　定 産業カウンセラー
養成講座実技指導者 各6

①7/29㈰
②9/23（日・祝）
③12/2㈰　④3/17㈰
各10：00〜17：00

各8 各7,800円 4月・6月
10月・12月

各日2講座
実施　  　

明日から使える交流分析（仮題） 青沼ますみ
FIRST VOICE代表
国際TA協会公認CTA/E
キャリア・カウンセラー

12 7/15㈰、7/22㈰
9：30〜16：30 40 15,600円

（2日間） 4月
新シニア育成
講座「交流分
析」受講要件
を満たせます

サイモントン療法・ヒーリングプログ
ラムの体験（仮題） 田村　祐樹 滋賀医科大学非常勤講師 各6 7/21㈯、9/1㈯

10：00〜17：00 20 各7,800円 4月 2日間講座
（1日のみ受講可）

レジリエンス〜傷つきから立ち直る〜
個人差に応じた心のサポート 平野　真理 東京家政大学講師 6 10/20㈯

9：30〜16：30 40 7,800円 8月

産業カウンセラー・キャリアコンサル
タントが知っておきたい労働法（仮題） 未　定 協会会員講師 6 10/21㈰

9：30〜16：30 40 7,800円 8月

継
続
研
修

実務で役立つカウンセリングのコツ
〜現場力をみがく 林　久美子 シニア産業カウンセラー 各24

①9/8、9/22、10/21、11/11
②12/9、1/6、2/17、3/10
10：00〜17：00

各12 26,000円
（2期各4日）

①：  6月
②：10月 3ヶ月単位

実践フォーカシング 小松原智子
TFI認定フォーカシング
トレーナー
シニア産業カウンセラー
臨床心理士

24
4/15、5/20、6/10、
7/8、8/5、9/9
毎回日曜日

13：00〜17：00
15 26,000円

（半期毎）
前期：掲載中
後期：8月 6ヶ月単位

認知行動療法の基礎 中川　貴嗣 臨床心理士 15
10/6、11/10、12/8、
1/12、2/9、3/9
毎回土曜日

18：00〜20：30
30 16,200円

（後期） 8月 6ヶ月単位

※2018年度から新設予定の会員定例研修会の詳細につきましては、ほのぼの中部6月号でご案内します。
※継続研修の日程は中部支部ホームページに掲載中です。ご確認お願い致します。
※前期募集開始となる講座のみを掲載しております。なお、講師の都合等により変更になる場合もありますので、詳細は中部支部ホームページにてご確認お願い致します。

静岡地区
区分 講　座　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備　考

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修

アドラー心理学【実践編】
〜アドラーミーティングを体験しよう！〜 向後　千春 早稲田大学

人間科学学術院教授 6 4/29（日・祝） 28 7,800円 掲載中

ストレスチェック実施後の集団分析結果の活用　
〜企業が喜ぶ職場改善の為のアプローチ〜 松本　桂樹 株式会社ジャパンEAP

システムズ 代表取締役社長 6 5/19㈯ 24 7,800円 掲載中

発達障害の理解と支援について　〜就労
支援の事例から具体的な支援を学ぶ〜 梅永　雄二 早稲田大学教育・

総合科学学術院教授 3 6/24㈰ 20 3,900円 4月

トラウマへの支援と支援者のためのセ
ルフケア　〜基本のキ〜 野村　和代 常葉大学教育学部初等教育課程

特別支援教育担当 講師 6 7/8㈰ 24 7,800円 4月

行動問題のある発達障害児者へのABAアプ
ローチ　〜QOLの向上を目指した行動支援〜 野村　和代 常葉大学教育学部初等教育課程

特別支援教育担当 講師 6 8/11（土・祝） 24 7,800円 4月

ゲシュタルト・セラピー ワークショップ　
〜「今・ここ」への「気づき」のために〜 岡田　法悦 ゲシュタルト・インスティ

テュート株式会社 代表取締役 12 9/22㈯、
9/23（日・祝） 24 15,600円

（2日間） 6月

来談者中心療法の新たな潮流　〜ロジャー
ズとジェンドリンが創造してきたもの〜 末武　康弘 法政大学現代福祉学部

臨床心理学科教授 6 11/25㈰ 24 7,800円 8月

三重地区
区分 講　座　名 講　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載 備　考
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
研
修

ポジティブ心理学入門 川島　一晃 皇學館大学文学部
コミュニケーション学科助教 2 8/11（土・祝）

9：30〜11：30 40 2,600円 6月

復職支援に必要な
カウンセラーのスキル 中村　千紘 作業療法士 6 10/28㈰

9：30〜16：30 40 7,800円 8月

継
続
研
修

カウンセリング演習A（基礎コース） 平岩 真理 他 シニア産業カウンセラー 18 奇数月1回　土曜日
9：30〜16：30 16 19,500円

（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位

カウンセリング演習B
（アドバンスⅠコース） 中川真理子 他 シニア産業カウンセラー 21 毎月1回　土曜日

9：00〜12：30 16 22,700円
（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位

カウンセリング演習C
（アドバンスⅡコース） 中川真理子 他 シニア産業カウンセラー 21 毎月1回　土曜日

13：15〜16：45 16 22,700円
（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位

逐語検討グループスーパービジョン
（逐語検討GSV） 笠井　正則 産業カウンセラースーパーバイザー

シニア産業カウンセラー 21 奇数月1回　土曜日
9：00〜17：00 12 22,700円

（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位

傾聴の技法（理論） 笠井　正則 シニア産業カウンセラー 18 偶数月1回　土曜日
9：30〜16：30 20 19,500円

（半期毎） 掲載中8月 6ヶ月単位
内容は1年で完了

※継続研修の日程は中部支部ホームページに掲載中です。ご確認お願い致します。

2018年度 各事業部 講座日程

　 　平成30年3月1日発行　第59号 別冊

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 中部支部


