
会員研修会員研修　　　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

カウンセラーのための実践NLP研修
〜神経言語プログラミング＝心理学×脳科学〜 西澤　秀樹 NLPアドバンス　

米国NLP協会トレーナー 6 2022/6/26㈰
9：30〜16：30 40 8,000円 4月 会場開催

【オンライン】
クライシスカウンセリングを学ぶ 下園　壮太

特 定 非 営 利 活 動 法 人
（NPO法 人 ）メ ン タ ル
レスキュー協会 理事長
同シニアインストラクター

6 2022/7/9㈯
9：30〜16：30 20 8,000円 4月 オンライン

人と組織の活性化のための企業内
カウンセリング 浅川　正健 浅川キャリア研究所 所長 6 2022/9/11㈯

9：30〜16：30 40 8,000円 6月 会場開催

難病患者の就労支援について（仮） 中金　竜次 就労支援ネットワーク
ONE代表 6 2022/10/8㈯

9：30〜16：30 40 8,000円 8月 会場開催

カウンセリングに役立つ睡眠の話
〜働く人と職場を支援する視点から〜 本間　徳子 臨床心理士、

医学書翻訳家 3 2022/10/29㈯
13：30〜16：30 40 4,000円 8月 会場開催

TA101基礎講座（交流分析）（2日間）
★本講座はシニア養成講座NO.3 TA

（交流分析）の受講条件を満たす基礎講
座です。

青沼ますみ
First Voice 代表
国際TA協会公認CTA

（トランザクショナル・
アナリスト）/教育分野

12
2022/11/5㈯、

11/6㈰
9：30〜16：30

22 16,000円 8月 会場開催

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

リエゾンカウンセリング
研究所 所長
医学博士米国心理学会

（American Psychological 
Association）会員

6 2022/11/19㈯
9：30〜16：30 40 8,000円 8月 会場開催

【オンライン】
ハコミセラピー・ワークショップ ウィリングヘム 広美

米州公認臨床心理士、
元ザィード大学教育学部
ソーシャルワーク 助教授、
ジョージア大学心理学 学士

6
2022/12/3㈯、

12/4㈰
9：00〜12：00

25 8,000円 10月 オンライン

【オンライン】
ナラティヴ・セラピー・ワークショップ 国重　浩一

臨床心理士、ニュージーランド・カウン
セリング協会会員、ダイバーシティ・カ
ウンセリング・ニュージーランド　マ
ネージャー兼スーパーバイザー

6 2023/2/4㈰
9：30〜16：30 40 8,000円 12月 オンライン

あきらめると、うまくいく
障がいと共に生きる精神科医からの
メッセージ2

藤野　智哉 愛知医科大学　
精神神経科勤務 産業医 6 調整中

9：30〜16：30 40 8,000円 会場開催

介護について、あれこれ学ぶ（仮） 調整中 6 調整中
9：30〜16：30 40 8,000円 会場開催

ひとり親に関する支援について（仮） 調整中 6 調整中
9：30〜16：30 40 8,000円 会場開催

【オンライン】
支部定例研修会①〜⑥ 協会認定講師 3

7月〜3月　6回開催
（調整中）

13：30〜16：30
各
20 4,000円 オンライン

繼
続
研
修

【オンライン】
傾聴ベーシック研修（前期）※ 養成講座実技指導者 30

6/4㈯、7/17㈰、8/20㈯、
9/18㈰、10/16㈰

9：30〜16：30
12 20,000円 4月 オンライン

【オンライン】
傾聴ベーシック研修（後期）※ 養成講座実技指導者 30

11/20㈰、12/18㈰、
1/8㈰、2/19㈰、3/26㈰

9：30〜16：30
12 20,000円 8月 オンライン

ベ
ー
シ
ッ
ク
研
修

【オンライン】
ベーシック研修　ハラスメント講座※ 協会認定講師 6 調整中

9：30〜16：30 10 5,000円 オンライン

【オンライン】
ベーシック研修　カウンセリング倫理※ 協会認定講師 3 調整中

13：30〜16：30 12 2,500円 オンライン

【オンライン】
ベーシック研修　メンタルヘルス講座※ 協会認定講師 6 調整中

9：30〜16：30 10 5,000円 オンライン

※は支部認定講師を認定する講座です。「傾聴ベーシック研修（前期）または（後期）」「ベーシック研修ハラスメント講座」「ベーシック研修カウンセリング倫理」「ベー
シック研修メンタルヘルス講座」及び「指定する新シニア講座」の受講をお願いします。
★会場開催は状況によりオンラインに切り替わる可能性があります。　★調整中の講座日程等は決定次第ホームページのセミナー・講演会に記載します。

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

【オンライン】 産業保健と法
〜健康情報の取扱いと法〜 三柴　丈典 近畿大学 法学部 教授 3 第1回：2022/10/23㈰

13：30〜16：30 40 4,000円 8月 オンライン

【オンライン】 産業保健と法
〜Q&A形式で説くメンタルヘルスに
関する現場問題と法〜

三柴　丈典 近畿大学 法学部 教授 3 第2回：2022/11/13㈰
13：30〜16：30 40 4,000円 8月 オンライン

継
続
研
修

傾聴ベーシック研修 養成講座実技指導者 30
4/16㈯、5/21㈯、
6/4㈯、7/2㈯、

7/16㈯
9：30〜16：30

6 20,000円 2月 会場開催

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

〔講演会〕障害者復帰支援の現状と課題
〜リワーク支援の現場から〜 未定 障害者職業カウンセラー 2 8月11日（木・祝） 40 2,700円 6月

カウンセリングに活かす睡眠学
（オンライン） 宮崎総一郎

中部大学生命健康科学
研究所 特任教授
日本睡眠教育機構理事長

6 11月23日（水・祝） 40 8,000円 8月

2022年度 各事業部 講座日程2022年度 各事業部 講座日程



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

継
　
続
　
研
　
修

傾聴ベーシック 平岩　真理 シニア産業カウンセラー 各6

月1回土曜日
9：30〜16：30

前期： 5/14、6/11、7/9、 
8/13、9/10

後期： 11/5、12/10、1/14、 
2/11、3/11

8 各期
20,000円 2月・8月

前期後期そ
れ ぞ れ 5 回
開催

傾聴アドバンス 中川真理子
水谷　訓子 シニア産業カウンセラー 各

3.5

月1回土曜日
9：00〜12：30

前期： 4/23、5/28、6/26、 
7/23、8/27、9/17

後期： 10/22、11/19、12/17、 
1/28、2/25、3/25

8 各期
23,100円 2月・8月

今年度は、
前期後期そ
れ ぞ れ 6 回
開催

傾聴の技法（理論講座） 笠井　正則 シニア産業カウンセラー
公認心理師 各6

偶数月1回土曜日
9：30〜16：30

前期：4/2、6/4、8/6
後期：10/1、12/3、2/4

12 各期
19,800円 2月・8月

前期後期そ
れ ぞ れ 3 回
開催

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

ほんものの傾聴を学ぶ
〜気づきと学びの最高のアプローチ〜 諸富　祥彦 明治大学 文学部 教授 6 7/10㈰

9：30〜16：30 30 8,000円 4月

アサーション
〜組織で働く人のポジティブ心理学〜 塩谷　　亨 金沢工業大学 心理科学

研究所 所長・教授 6 10/15㈰
9：30〜16：30 30 8,000円 7月

継
続
研
修

傾聴べーシック研修　前期（3回継続） — 養成講座実技指導者 各6
5/22㈰、6/19㈰、

7/24㈰
9：30〜16：30

7 12,000円 2月

傾聴べーシック研修　後期（3回継続） — 養成講座実技指導者 各6
9/17㈯、10/15㈯、

11/19㈯
9：30〜16：30

7 12,000円 6月

CC講座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

【オンライン】
キャリアコンサルタント国家試験対策講座（学科）

当協会専任講師、
CC養成講習演習講師 各6

5/14㈯、9/3㈯、
2023/1/14㈯

9：30〜16：30
各
12 各8,000円 掲載中・

6月・10月

【オンライン】
キャリアコンサルタント国家試験対策講座（論述）

当協会CC養成講習演習講師、
国家資格1級及び2級キャリアコ
ンサルティング技能士

各6
5/21㈯、9/4㈰、

2023/1/21㈯
9：30〜16：30

各
12 各9,900円 掲載中・

6月・10月

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（面接）
当協会CC養成講習演習講師、
国家資格1級及び2級キャリアコ
ンサルティング技能士

各6
6/4㈯、10/10（月・祝）、

2023/2/12㈰
9：30〜16：30

各
12 各9,900円 4月・8月・

12月

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（面接夜）
当協会CC養成講習演習講師、
国家資格1級及び2級キャリアコ
ンサルティング技能士

各
2.5

7/13㈬、7/21㈭、
11/9㈬、11/18㈮、

2023/3/8㈬、3/14㈫
各
9 各5,000円 4月・8月・

12月

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

国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座
〜実技試験対策〜 久米　典子 当協会CC養成講習講師

2級キャリアコンサルティング技能士 12 6/18㈯
9：30〜16：30 12 9,900円 4月

国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座
〜実技試験対策〜 久米　典子 当協会CC養成講習講師

2級キャリアコンサルティング技能士 12 10/10（月・祝）
9：30〜16：30 12 9,900円 8月

三重地区
講　　座　　名 講　　　　　師 時間 日　　程 定員 受講料（税込） HP掲載

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（論述） 当協会CC養成講習演習講師、国家資格1級及
び2級キャリアコンサルティング技能士 各6 6/5㈰

9：30〜16：30 10 9,900円 4月

キャリアコンサルタント国家試験対策講座（面接） 当協会CC養成講習演習講師、国家資格1級及
び2級キャリアコンサルティング技能士 各6 6/12㈰

9：30〜16：30 10 9,900円 4月

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

【オンライン】
2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座

（論述）
椙井　岳史

協会キャリアコンサルタント養成講習講師
産業カウンセラー実技指導者
1級キャリアコンサルティング技能士

各6 6/5㈰、12/4㈰
9：30〜16：30 12 各9,900円 4月・10月

【オンライン】
2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座

（面接）
椙井　岳史

協会キャリアコンサルタント養成講習講師
産業カウンセラー実技指導者
1級キャリアコンサルティング技能士

各6 6/19㈰、12/18㈰
9：30〜16：30 12 各9,900円 4月・10月

【オンライン】
国家資格対策講座（論述） 蓑輪　紀子 協会キャリアコンサルタント養成講習講師

1級キャリアコンサルティング技能士 各6
6/26㈰、10/29㈯、

2023/2/26㈰
9：30〜16：30

12 各9,900円 4月・8月・
12月



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

国家資格対策講座（面接） 岡田早代子
協会キャリアコンサルタント養成講習講師
産業カウンセラー実技指導者
2級キャリアコンサルティング技能士

各6
7/10㈰、10/23㈰
2023/2/23（木・祝）
9：30〜17：30

12 各9,900円 4月・8月・
12月

面接力向上セミナー（夜間） 椙井　岳史
協会キャリアコンサルタント養成講習講師
産業カウンセラー実技指導者
1級キャリアコンサルティング技能士

1.5
7/12㈫、7/13㈬、
11/8㈫、11/9㈬、

2023/3/7㈫、3/8㈬
18：30〜21：00

4 各5,000円 4月・10月・
12月

事業推進部（講師育成）　事業推進部（講師育成）　　　

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

講
師
育
成
講
座

支部認定講師ブラッシュアップ研修 支部認定講師 3 調整中
【オンライン】3回 20 3,000円/1回 1回以上の

受講が必須。

企業向け「テーマ別研修講師」「プレゼ
ンター研修」発掘！！
プレゼンター研修

支部認定講師 4 9月調整中 15 5,000円 会場開催

企業向け「テーマ別研修講師」「プレゼ
ンター研修」発掘！！
テーマ別研修講師認定審査

支部審査会委員 6 10月調整中 15 10,000円 会場開催

リスナー講座　リスナー講座　
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

企業向け体験講座（みなし更新） リスナー研修講師 各4 2023年2月調整中 各
24 8,000円 12月

スタッフトレーニング — 各2 随時 各
20 — 対象者に個別に

連絡

スキルアップ研修 リスナー研修講師 各
3.5 随時 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 リスナー研修講師 4 7/14㈭ 12 無料 4月

スタッフ養成講座 リスナー研修講師 24 10/22㈯、10/29㈯、
10/30㈰、11/5㈯ 6 39,600円 8月

スキルアップ研修 リスナー研修講師 3.5 2023/3/25㈯ 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

相談事業部講座　相談事業部講座　　　相談事業部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 名古屋市東区いきいき支援センター職員ほか 5.5 4/29（金・祝）
10：00〜16：30 14 4,700円 掲載中

新規カウ
ンセラー
育成のた
めの研修

電話・面接カウンセラー養成研修※1 産業カウンセラー養成講座実技指導者 36
5/5（木・祝）、6/26㈰、

7/18（月・祝）、8/11（木・祝）、
9/18㈰、10/10（月・祝）

9：30〜16：30
12 47,520円 掲載中

相談事業部
指 定 講 座

電話相談について 北村　孝基
シニア産業カウンセラー、
1級キャリアコンサル
ティング技能士

6 9/17㈯
9：30〜16：30 15 9,900円 6月

公開事例検討会 江口　昇勇 前日本福祉大学 教授 4 11/23（水・祝）
13：00〜17：00 20 6,600円 8月

委嘱登録
研 修 電話・面接カウンセラー認定研修※2 協会スーパーバイザー、

産業カウンセラー養成講座実技指導者ほか 18
11/3（木・祝）、

11/23（水・祝）、12/24㈯
9：30〜16：30

12 29,700円 8月

※1　電話・面接カウンセラー認定研修の受講を考えている方には、奨励研修となります。
※2　 新たに支部登録（委嘱）カウンセラーを認定する講座です。相談事業部指定3講座ならびに指定するシニア講座、相談事業部「電話・面接カウンセラー養成研修」

または会員研修部「傾聴ベーシック講座」を受講の上での受講をお願いします。（申し込み時点で受講中の方も受講可能です。）
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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） 内山　春美 協会スーパーバイザー 3 7/30㈯ — 3,300円 4月

事例検討（事業活動登録の必須講座） 末武　康弘
法政大学
現代福祉学部臨床心理
学科 教授

3 11/20㈰ — 5,000円 8月

傾聴ベーシック研修（事業活動登録の必須講座） 産業カウンセラー養成講座実技指導者 6 対象者に個別に連絡

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

委
嘱
C
O

研
　
　
修

面接カウンセラー事例検討会 協会スーパーバイザー 6 7〜9月調整中 15 対象者に個別に連絡
面接カウンセラー訓練講座 実技指導者、協会スーパーバイザー 24 10〜12月調整中 15 対象者に個別に連絡
面接カウンセラーGSV 協会スーパーバイザー 6 1〜2月調整中 15 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

SNSを活用したカウンセリングスキル講座 株式会社ヒューマン・サポート 
メンタルサポート事業部長 1.5 6/4㈯

10：00〜11：30 15 1,000円 3月

面接カウンセラーGSV 協会スーパーバイザー 6 1〜2月調整中 7 対象者に個別に連絡

養成講座部養成講座部　　

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web） 実技指導者等
教育担当（S4） 12 11/12、11/13 合同 実技指導者ガイドブック参照

S3審査推薦候補者研修（名古屋web） 実技指導者等
教育担当（S4） 12 12/3、12/4 合同 実技指導者ガイドブック参照

サブリーダー研修
（愛知・岐阜・静岡・三重・北陸web）

実技指導者等
教育担当（S4） 12 2/4、2/5 合同 実技指導者ガイドブック参照

実技指導者共通研修
（愛知・岐阜・静岡・三重・北陸web）

養成講座
実技指導者（S4） 6 4/17 合同 修習生2年次以上全員参加

実技指導者共通研修
（名古屋会場）（愛知・岐阜・三重web）

養成講座
実技指導者（S4） 18 7/17、11/26、2/26（3日間） 愛岐三 修習生2年次以上全員参加

実技指導者共通研修（静岡web） 養成講座
実技指導者（S4） 18 7/17、11/26、2/26（3日間） 静岡 修習生2年次以上全員参加

実技指導者共通研修（北陸web） 養成講座
実技指導者（S4） 18 7/17、11/26、2/26（3日間） 北陸 修習生2年次以上全員参加

実技指導修習生推薦候補者選考研修 養成講座
実技指導者（S4） 12 10/1、10/2（2日間） 合同

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

学科フォローアップ講座オンライン 養成講座
実技指導者（S4） 各4 5/4（水・祝）、5/14㈯ 会員　　5,000円

非会員　6,000円

実力トレーニング（名古屋会場） 養成講座
実技指導者（S4） 各6 5/5（木・祝）、6/5㈰、6/12㈰

会員　各11,000円
※3日間一括申込の場合

29,700円
非会員　各14,300円

※3日間一括申込の場合
39,600円

実力トレーニング（静岡会場） 養成講座実技指導者 各6 12/4㈰、12/11㈰ 会員　　各11,000円
非会員　各14,300円

※養成講座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】
１．2022年度各事業部の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か月前の偶数月となりました。（原則）

２．2017年度より、資格更新制度が変更となりました。今までのポイント数による更新はなくなり、資格登録会員の方は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した。


