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2016.No.338

募集概要（各科目共通事項）

2016年度（平成28年度）

新シニア育成講座
開講の募集について（4月募集開始分）

受講資格
産業カウンセラー資格を有し、学びを継続しながら今後産業カウンセラーとして実践活動する
ことを目指し能力向上に意欲を持って取り組める者。
協会に資格登録をしている会員であること。

募集期間

2016 年 4月 18 日（月）～ 2016 年 5月 9日（月）
※先着順ではありません。応募者多数の場合は抽選となります。
※定員に満たない場合は募集期間を延長します。
　延長は協会本部ホームページの記載の確認もしくはお問い合わせください。

申込方法

①ｅメールまたは会員マイページからの申し込みとなります。
　（一部支部は会員マイページ申し込みが未対応でｅメールのみ）
　郵送・FAXでの申し込みは受け付けません。
　申込先は開催を主催する本部または支部になります。
　なお申込書は協会ホームページからダウンロードしてください。
　http://www.counselor.or.jp/course/tabid/138/Default.aspx
②受講確認メールを受信後に、振込先へ受講料を振り込んでください。
③受講料の入金を確認した時点で申し込み完了メールを発信し、受講が確定します。

申込先 講座によって申込先が違いますので各科目の申込先をご覧ください。

振込先
受講確認メールに記載されます。ただし講座によっては振込先通知前に、再度受講の条件につ
いて了承の確認をさせていただく場合があります。

キャンセル

受講料入金確認をもって受講申込み完了となります。キャンセルについては 3月号別冊②もし
くは協会本部ホームページに掲載している新シニア育成講座の受講約款をご参照ください。
なお、キャンセル・欠席された場合、講座当日以降に配布されるレジュメ・資料の配付はござ
いません。

受講条件

次の条件に満たない場合は受講をお断りする場合があります。
・協会とメールの送受信ができること。
　レポート等のやりとりのため、データファイルの送受信可能なアドレスをご用意ください。
　（ケータイ・スマホのみは不可）
・期日までに受講申込みおよび入金が完了されていること。
・事前学習で必須に指定されている図書については読了していること。
・事前レポート（設定科目の場合）の提出が完了していること。
・守秘義務に関する誓約書に署名し受講前に提出していること。
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募集概要（1）
講座名 科目№ 5：ソリューション・フォーカスト・アプローチ
講師 若島　孔文（東北大学大学院 教育学研究科 准教授）

時間数／単位数 6 時間（グループ討議 2、演習 4）（自学習 3時間）／ 1単位

日時・場所
2016 年 7月 16 日 ( 土 )・1日間
CIVI 研修センター新大阪東（大阪市東淀川区東中島 1-19-4）
9:30 開場、10:00 開始、17:00 終了（昼食 1時間）

定員・費用 18 名（最少催行人数：10名）　16,200 円（税込）
申込先 協会本部　育成・研修部（senior@counselor.or.jp）

講座概要および
目的

ソリューション・フォーカスト・アプローチは、既存のカウンセリングとは全く異なる援助理
論と援助方法を有している。問題や病理の原因を分析し、追究していくような方法ではなく、
問題や病理的現象が生じていないとき（例外）に注目し、リソースを有効に利用し、解決を構
築していくというものである。
既存の考え方と全く異なる方法であるため、ソリューション・フォーカスト・アプローチの前
提となる援助理論と援助方法について十分に理解をすることが大切である。さらに理解するこ
とと実践することは異なるので、実践的な利用が可能になるように演習を実施し、理解を深め
ることを目的とする。

到達目標
ソリューション・フォーカスト・アプローチをカウンセリング場面で実施できるようになるこ
とを到達目標とする。

事前学習 １．別途指定する課題図書を読了する。
修了条件 １．指定テーマによる修了レポート　3000 字程度。テーマは講座終了時に出題する。
その他 ワークにおける発言内容の守秘義務を負うことになるので、その点を了承し参加すること。

本部開催分（協会本部へお申し込みください）

修了認定条件

新シニア育成講座では各科目とも、実習・グループ討議を非常に重要視していますので、全日程・
全時間の出席が必須となります。
また講座終了後に修了レポートを提出していただき、一定の評価以下の場合（基準等は科目毎
に異なります）は再提出となります。
事前課題（設定科目の場合）、講座の全時間出席、講座の到達目標修得、修了レポートの完了をもっ
て修了となります。
なお修了レポートは、講師による評価が一定の基準に達しない場合は再提出となります。それ
でも達しない場合、また講座の到達目標修得、修了レポートを含めた最終的な総合評価が基準
に達しない場合は修了認定とならず、未修了となる場合があります。
その場合、当該科目の単位取得のためには再受講が必要になります。

守秘義務の遵守
について

新シニア育成講座では実習やグループ討議において受講者の自己開示がなされたり実際のケー
スを扱う場合があり、その内容を講座外で公表することは禁止します。また各科目の講座内
容はすべて日本産業カウンセラー協会の著作物であり、写真撮影、録画、録音およびWEB、
SNS、Facebook、Twitter 等への記載・転載、さらに二次利用は禁止します。安全な場を確保
するため、守秘義務に関する誓約書に署名捺印の上、ご提出いただきます。
なお受講時に許可無く撮影、録音された場合は、記録媒体を回収の上でご退出いただきます。

その他 すでにシニア産業カウンセラー資格をお持ちの方でも受講は可能です。
ご不明な点は協会本部 育成・研修部（電話：03-3438-4568）までお問い合わせください。

資格登録制度 1 日 6時間の科目は 1日あたり 5ポイント、6時間を超える科目は 7ポイントとなります。
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募集概要（2）
講座名 科目№ 10：心理アセスメントの実践的理解
講師 杉山　崇（神奈川大学 人間科学科 教授）

時間数／単位数 12 時間（講義 2、グループ討議 2、実習 8）（自学習 5時間程度）／ 2単位

日時・場所
2016 年 6月 4日 ( 土 )、5日 ( 日 )・2日間
大橋会館（東京都目黒区池尻大橋）
9:30 開場、10:00 開始、17:00 終了（昼食 1時間）

定員・費用 30 名（最少催行人数：12名）　31,320 円（税込）
申込先 協会本部　育成・研修部（senior@counselor.or.jp）

講座概要および
目的

心理テストおよび観察法によるアセスメントの概論を学び、クライエントの問題の見立て、目
標設定等のカウンセリング・プロセスを的確に促進できるようになること、また、アセスメン
トを行って、その結果の集計や統計、分析ができるようになることを目的とする。

到達目標
心理テストの結果を活用して科学的に人を理解することができ、その理解を適切に関係者に
フィードバックできることを目指す。

事前学習
１．別途配布する事例を読んで検査報告書を作成しておくこと。
２．別途配布するテキストを読み込んでおくこと。

修了条件
修了レポート　3000 文字程度、および実技演習の結果を報告書として受講後 2週間以内に提出
する。
サポートのテーマは講座終了時に出題する。

その他
本科目の受講と併せて科目No.7『パーソナリティの病理』を受講されることを強く推奨する。
受講希望者多数の場合は抽選となるが、科目No.7 を既に受講されている方が優先となる。

募集概要（3）
講座名 科目№ 2：アサーション
講師 上田　敬（株式会社CDPサポート 代表）

時間数／単位数 6 時間（講義 3、グループ討議 3）（自学習 3時間程度）／ 1単位

日時・場所
2016 年 7月 9日 ( 土 )・１日間
新潟ユニゾンプラザ（新潟市中央区上所 2丁目 2番 2号）
9:30 開場、10:00 開始、17:00 終了（昼食 1時間）

定員・費用 20 名（最少催行人数：10名）　16,200 円（税込）
申込先 上信越支部（office@jaico-jse.jp）

講座概要および
目的

講座での学習は以下の３点を学ぶことを目的とする。
１．アサーションの概要を知る
２．産業カウンセラーとして、自分の自己表現についての理解を深める
３．産業カウンセラーとして、アサーションをどのように活かすかの指針を得ることで、今後

の継続学習に活かす

到達目標
自分の自己表現をアサーションの一論の枠組みで理解し、クライエントの支援に活かすことが
出来るようになる。

事前学習

１．別途指定する課題図書を読んでアサーションの概要を理解しておくこと。
２．１．を理解した上で、自分の仕事やカウンセリング場面での非主張的表現、攻撃的表現の事
例を作成すること。以下の 2項目を配布したシートに記入し講座に持参する。

　　・場面や状況、及び自分が行った表現内容（せりふ）
　　・その時の自分の心理（気持ち、考え）

上信越支部開催分（上信越支部へお申し込みください）
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修了条件

１．事前課題（事前提出は不要）
２．修了レポート　2000 文字程度　受講後 2週間以内に提出する。
　　テーマは講座終了時に出題する。
３．参加態度：グループ学習でのアサーティブな態度・自己表現　
　　　　　　　リーダーシップとフォロアーシップ（適切な役割行動）

募集概要（4）
講座名 科目№ 7：パーソナリティの病理
講師 小野　和哉（東京慈恵会医科大学 医学博士・准教授）

時間数／単位数 6 時間（講義 3、事例討議 3）（自学習 1時間程度）／ 1単位

日時・場所
2016 年 7月 30 日 ( 土 ) ・1 日間
CIVI 新大阪研修センター（淀川区西中島 3-9-13 NLC 新大阪 8号館）
9:30 開場、10:00 開始、17:00 終了（昼食 1時間）

定員・費用 30 名（最少催行人数：10名）　16,200 円（税込）
申込先 関西支部（jimukyoku2@jica-kansai.jp）

講座概要および
目的

クライエントの抱えるパーソナリティおよび発達障害の症状特性理解および行動上の問題の見
立てと目標設定が的確にできること。

到達目標
産業カウンセリング場面で遭遇するパーソナリティ障害や発達障害を適切に見出し、産業医お
よび医療機関に繋ぐとともに、それらの認知特性に応じたカウンセリングの方法や、職場の環
境調整に役立つ実践的対処方法を習得する。

事前学習
１．別途指定する課題図書を読了すること。
２．課題図書の内容を踏まえ、指定されたテーマについてA4用紙 1枚にまとめて提出する。

修了条件
１．事前課題
２．修了レポート　2400 文字程度　受講後 2週間以内に提出する。
　　テーマは講座終了時に出題する。

その他 集団において協調性を有し、常識のあるもの。

関西支部開催分（関西支部へお申し込みください）
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募集概要（5）

講座名
科目№ 15：多文化と価値観の多様性へのアプローチ
　　　　　 （マイノリティへのリスペクト）

講師 飯田　順子（筑波大学 准教授）
時間数／単位数 ６時間（講義２、グループ討議４）（自学習３時間）／１単位

日時・場所
2016 年 7月 16 日 ( 土 )・1日間
埼玉県県民健康センター（さいたま市浦和区）
開場 9:30、10:00 開始、17:00 終了（昼食 1時間）

定員・費用 18 名（最少催行人数：10名）　16,200 円（税込）
申込先 北関東支部（kenshu@jica-saitama.org）

講座概要および
目的

これからのカウンセラーには、多文化の理解や多文化の理解に基づくカウンセリングの実践が
欠かせない。この講座では、講義と演習を通して、多文化理解で重要とされている３つの要素、
認識（awareness）、知識（knowledge）、スキル（skills）を総合的に高めていくことを目指す。

到達目標

以下の 5点を目標とする。
①多文化カウンセリングの基礎概念について理解する。
②多文化カウンセリングにおける様々な援助対象について理解を深める（文化的背景の異なる
クライエント、LGBT、年代など）
③文化的移動に伴う困難について、言語習得のモデルや文化適応のモデル、文化的コミュニケー
ションについて学ぶ。
④多文化カウンセリングで用いられるカウンセリング技法として、ナラティブアプローチを学
ぶ。
⑤多文化カウンセリングの視点から、日頃の実践を振り返る。

事前学習 別途指定する課題図書を読了すること。

修了条件
修了レポート　A4用紙 2500 ～ 3000 文字　受講後 2週間以内に提出する。
テーマは講座終了時に出題する。

その他
守秘義務やその他のカウンセラーとしての倫理について理解し実践されていることを受講の条
件とする。

北関東支部開催分（北関東支部へお申し込みください）
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募集概要（6）

講座名
科目№ 15：多文化と価値観の多様性へのアプローチ
　　　　　 （マイノリティへのリスペクト）

講師 飯田　順子（筑波大学 准教授）
時間数／単位数 ６時間（講義２、グループ討議４）（自学習３時間）／１単位

日時・場所
2016 年 7月 30 日 ( 土 )・1日間
神奈川支部研修室（横浜市中区桜木町）
開場 9:30、10:00 開始、17:00 終了（昼食 1時間）

定員・費用 18 名（最少催行人数：10名）　16,200 円（税込）
申込先 WEB申し込みにて会員マイページよりお申し込み下さい

講座概要および
目的

これからのカウンセラーには、多文化の理解や多文化の理解に基づくカウンセリングの実践が
欠かせない。この講座では、講義と演習を通して、多文化理解で重要とされている３つの要素、
認識（awareness）、知識（knowledge）、スキル（skills）を総合的に高めていくことを目指す。

到達目標

以下の 5点を目標とする。
①多文化カウンセリングの基礎概念について理解する。
②多文化カウンセリングにおける様々な援助対象について理解を深める（文化的背景の異なる
クライエント、LGBT、年代など）
③文化的移動に伴う困難について、言語習得のモデルや文化適応のモデル、文化的コミュニケー
ションについて学ぶ。
④多文化カウンセリングで用いられるカウンセリング技法として、ナラティブアプローチを学ぶ。
⑤多文化カウンセリングの視点から、日頃の実践を振り返る。

事前学習 別途指定する課題図書を読了すること。

修了条件
修了レポート　A4用紙 2500 ～ 3000 文字　受講後 2週間以内に提出する。
テーマは講座終了時に出題する。

その他
守秘義務やその他のカウンセラーとしての倫理について理解し実践されていることを受講の条
件とする。

神奈川支部開催分（神奈川支部へお申し込みください）
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募集概要（7）
講座名 科目№ 2：アサーション
講師 上田 敬（株式会社CDPサポート 代表）

時間数／単位数 6 時間（講義 3、グループ討議 3）（自学習 3時間程度）／ 1単位

日時・場所
2016 年 7月 31 日 ( 日 )・1日間
九州支部会議室　（福岡市博多区博多駅南 1-2-15　事務機ビル 6階）
9:30 開場、10:00 開始、17:00 終了（昼食 1時間）

定員・費用 20 名（最少催行人数：10名）　16,200 円（税込）
申込先 九州支部 （kyusyu@counselor.or.jp）

講座概要および
目的

講座での学習は以下の３点を学ぶことを目的とする。
１．アサーションの概要を知る
２．産業カウンセラーとして、自分の自己表現についての理解を深める
３．産業カウンセラーとして、アサーションをどのように活かすかの指針を得ることで、今後

の継続学習に活かす

到達目標
自分の自己表現をアサーションの一論の枠組みで理解し、クライエントの支援に活かすことが
出来るようになる。

事前学習

１．別途指定する課題図書を読んでアサーションの概要を理解しておくこと。
２．１．を理解した上で、自分の仕事やカウンセリング場面での非主張的表現、攻撃的表現の事
例を作成すること。以下の 2項目を配布したシートに記入し講座に持参する。

　　・場面や状況、及び自分が行った表現内容（せりふ）
　　・その時の自分の心理（気持ち、考え）

修了条件

１．事前課題（事前提出は不要）
２．修了レポート　2000 文字程度　受講後 2週間以内に提出する。
テーマは講座修了時に出題する。
３．参加態度：グループ学習でのアサーティブな態度・自己表現　
　　　　　　　リーダーシップとフォロアーシップ（適切な役割行動）

九州支部開催分（九州支部へお申し込みください）

以上


