
 

■ 対 象：国家資格キャリアコンサルタント 有資格者   ■ 定員：各回 20 名（先着順） 

■ 定員になり次第締切。最少催行人数に満たない場合は中止。  ■ 時間帯は全て 9：30～16：30（昼休憩 1 時間） 

■ 受講料：1 講習 16,000 円（日本産業カウンセラー協会会員）、非会員は 20,000 円   ※共に非課税 

■ 講座の目的(内容)は裏面をご覧下さい。問合わせ・申込先も裏面にあります。 

県 日程 会場 講座名 講師 締切 

愛 
 
媛 

7月 12日（日） 
松山市総合 

コミュニティーセンター 
キャリアコンサルティング事例検討 

キャリアの転機 
深見 
尚子 

6/30 

7月 18日（土） 四国支部研修室 
キャリアコンサルティングに必要な 
グループアプローチの技能・基礎編 

竹田 
三千代 

7/5 

7月 23日（木祝） 
松山市総合 

コミュニティーセンター 
VPIを用いたキャリアコンサルティング 

深見 
尚子 

7/9 

7月 29日（水） 四国支部研修室 事例に学ぶ「メンタルヘルスの理解と対応」 
五百竹 
洋子 

7/15 

8月 1日（土） えひめ共済会館 
事例検討と演習で学ぶ 

中年期以降の転機への支援 
竹田 
三千代 

7/19 

8月 22日（土） 
松山市総合 

コミュニティーセンター 
体験的に学ぶアンガーマネジメント 

竹田 
三千代 

8/10 

8月 29日（土） 四国支部研修室 
キャリアコンサルティングの関係構築に役立つ 

傾聴スキルの習得 
竹田 
三千代 

8/16 

香 
 
川 

7月 12日（日） 
香川産業頭脳化 
センタービル 

体験的に学ぶアンガーマネジメント 
竹田 
三千代 

6/30 

7月 24日（金祝） 
香川産業頭脳化 
センタービル 

キャリアコンサルティングに必要な 
グループアプローチの技能・基礎編 

平井 
佳寿美 

7/10 

8月 16日（日） 
香川産業頭脳化 
センタービル 

事例に学ぶ 
発達障害の理解と対応 

平井 
佳寿美 

8/2 

高 
知 

7月 18日（土） 
高知市文化プラザ 

かるぽーと 
キャリアコンサルティングの関係構築に役立つ 

傾聴スキルの習得 
深見 
尚子 

7/5 

7月 19日（日） 
高知市文化プラザ 

かるぽーと 
ジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティング 

深見 
尚子 

7/5 

徳 
島 

7月 23日(木祝) 
徳島県 

労働福祉会館 
体験的に学ぶアンガーマネジメント 

竹田 
三千代 

7/9 

◆開催地の事務所に FAX or メール、又は WEB でお申込下さい。先着順に受付し、講座の開催が決まり次第 

振込のご連絡をメール送信します。メールに記載の振込先にご入金下さい。ご入金確認後に講座のご案内を送付します。 
 

キャリアコンサルタント更新講習申込書              2020 年   月   日 

氏名
ふりがな

  
□産業ｶｳﾝｾﾗｰ協会会員 ・ □非会員 

会員番号： 

申込 
講座 
 
☑ 
記入 

愛媛 
□7/12 ｷｬﾘｱの転機   □7/18 ｸﾞﾙｰﾌﾟｱﾌﾟﾛｰﾁ   □7/23VPIを用いたキャリコン 

□7/29 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ    □8/1中年期   □8/22 ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ   □8/29傾聴スキル 

香川 □7/12 ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ  □7/24 ｸﾞﾙｰﾌﾟｱﾌﾟﾛｰﾁ  □8/16発達障害 

高知 □7/18傾聴スキル  □7/19 ｼﾞｮﾌﾞ･ｶｰﾄﾞ 徳島 □7/23アンガーマネジネント 

※国家資格キャリアコンサルタント登録番号 ※生年月日 

 西暦     年   月   日 

住所 
〒 

連 
絡 
先 

Tel           Ｅ-mail 

 



 

※申込書のキャリアコンサルタント登録番号、生年月日は修了証発行時に必要な項目ですので必ずご記入下さい。 
申込書に記載いただいた個人情報は講座の目的で使用します 

講座名・講座コード 講座の目的 

7/12愛媛 

キャリアコンサルティング事例検討

「キャリアの転機」  JIC17T08 

キャリアの転機を対象としたキャリアコンサルティングの場面での事例を検討す

ることにより、キャリアの転機の抱える課題を理解し、キャリアコンサルタントの専

門家にふさわしい見識と実践的な力を身につけます。 

7/12香川、7/23徳島、8/22愛媛 

体験的に学ぶアンガーマネジメント 

JIC18T03 

キャリアコンサルティングの支援の中で起こる可能性のある、怒りの感

情をアンガーマネジメントの立場から理解し、適切な支援方法と留意点

を講義と事例ワークを通じて身につけます。 

7/18愛媛、7/24香川 

キャリアコンサルティングに必要なグル

ープアプローチの技能・基礎編 

JIC19T07 

グループを活用したキャリアコンサルティングの意義、有効性、進め方

の留意点等について理解し、それらを踏まえてグループアプローチを

実践できる事を目的とします。 

7/18高知、8/29愛媛 

キャリアコンサルティングの関係構築

に役立つ傾聴スキルの習得 

JIC18T02 

キャリアコンサルティングは関係構築ができて初めてコンサルティングの成功が

あります。安心して相談者が語れるためにはコンサルタントとの信頼関係を築く

必要があります。相談者が親身になって聴いてもらえた、気持ちがわかってもら

えたと思う共感的理解・感情への応答を基礎から学べる講座。感情への応答ス

キルの特徴と留意点をライブとロールプレイを通じて身につけます。 

7/19高知 

ジョブ・カードを用いたキャリアコンサ

ルティング JIC17T11 

ジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティングにおける支援（姿勢とス

キル）の特徴と留意点を、ワークやロールプレイを通じて身につけま

す。 

7/23愛媛 

VPI を用いたキャリアコンサルティン

グ  JIC19T11 

ＶＰＩのプロフィールを用いたキャリアコンサルティングの演習やグルー

プワークを通して、クライエントへの自己理解支援を体験的に学びま

す。 

7/29愛媛 

事例に学ぶ「メンタルヘルスの理解

と対応」   JIC19T01 

メンタルヘルスの問題と対応についてより深く理解し、キャリアコンサル

ティングの専門家にふさわしい見識と実践的な力を身につけます。 

8/1愛媛 

事例検討と演習で学ぶ「中年期以

降の転機への支援」  JIA19T12 

中年期の危機とも呼ばれる、ライフステージにおける転機に遭遇した相

談者に対して、キャリアコンサルタントとして支援するために、必要な知

識とスキルを身につけます。 

8/16香川 
事例に学ぶ「発達障害の理解と対応」 
JIC19T02 

発達障害の問題と対応についてより深く理解し、キャリアコンサルティン

グの専門家にふさわしい見識と実践的な力を身につけます。 

※2020年度のキャリアコンサルタント更新講習年間計画を広報誌 4月号でお知らせする予定でしたが、新型コロナ 

ウイルス感染拡大により現在日程を調整しております。年間計画は決まり次第お知らせ致します。 

＜愛媛＞ 問合せ・申込先 ＜香川＞ 問合せ・申込先 

〒790-0814松山市味酒町 1-3四国ガス第 3 ビル 7F 

日本産業カウンセラー協会 四国支部 

TEL（089）-968-2800 ／ FAX（089）-968-2801 

shikoku@counselor.or.jp 

〒761-0301 高松市林町 2217-15 

香川産業頭脳化センタービル 4階 411 

日本産業カウンセラー協会四国支部 香川事務所 

TEL(087)816-8040 ／ FAX(087)816-8041 

shikoku.kagawa@counselor.or.jp 
  

＜高知＞＜徳島＞ 問合せ・申込先 

※7月 23日に徳島で開催する「体験的に学ぶアンガー 

マネジメント」は高知事務所にお申込みください。 

〒780-0870 高知市本町 4 丁目 2-31 

アートセンタービル１F 

日本産業カウンセラー協会四国支部 高知事務所 

TEL & FAX  088-826-9880 

shikoku.kochi@counselor.or.jp 
 


