一般社団法人日本産業カウンセラー協会関西支部 研修部

シニア産業カウンセラー育成講座
～常に成長し続ける産業カウンセラーを目指して～

講座内容
座学だけでなく、主体的に対話を通じて学びを深めていきます。
少人数（定員 18 名）のため、講師との距離も近く、じっくり、かつ実践的に理解することがで
きます。また、事前課題、修了レポートにより、学んだことを着実に身につけることができます。

こんな人におススメ
・より専門性を高めたい方（既にシニア産業カウンセラー資格をお持ちの方も受講可能です）
・時代の流れに応じて、活動の幅を広げたい方
・各分野の第一線で活躍されている講師による講座に興味のある方
・他のメンバーとも交流し、学びを深めたい方
・職場の環境作りにかかわりたいなど、組織の中で広く活動したい方
・シニア産業カウンセラー資格取得者で、現状にあった知識、スキルを学びなおしたい方
・研修講師として、知識を増やしスキルアップを図りたい方
・養成講座の指導者を目指されている方
・シニア産業カウンセラーを目指している方、など

受講者された方の声
・グループワークで、自分の課題を考えるヒントを得ることができた
・事前課題では感じなかったが、グループでシェアした時に気づきが多く、びっくりした！
・学ぶ→実践する姿勢を繰り返し続けたい
・グループディスカッションで、自分が知らなかった職場の抱える問題が聞けて良かった
・内容や知識だけでなく、ファシリテーションの勉強にもなった
・講師から具体的なアドバイスをいただくことができて、良かった
・講義を聞いていて、話し方や間の取り方など勉強になった
・グループディスカッションを通し他の職場のことを知れて、今後の支援に活かせると思った

2020 年度シニア産業カウンセラ
ー育成講座（関西支部での開催）
グループで学ぶた
め、知識に加え、多
様な視点や、様々な
情報にも触れるこ
とができるよ。

は、次頁をご覧ください。

養成講座のテ
キストを書か
れた先生の講
座もあるんだ。

一般社団法人日本産業カウンセラー協会関西支部 研修部

2020 年度
シニア産業カウンセラー育成講座
＊会場はすべて大阪市内になります。
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2020 年
下記講座は、日程が変更になりました。
4 月２５日（土）
⇒８月１５日（土）

No.22
目白大学 心理学研究科 教授
レポート・報告書作成の研究的視点と実践的理解 原 裕視先生

5 月３日（日）
⇒８月２３日（日）
5 月 9 日（土）
⇒2021 年
2 月 27 日（土）
5 月 16 日（土）
⇒9 月 6 日（日）
5 月 16 日（土）
⇒9 月 6 日（日）
6 月 6 日（土）
⇒12 月 5 日（土）

No.11
逐語記録・事例報告の作成と検討（１期）

法政大学 現代福祉学部 教授
末武 康弘先生

No.５
ブリーフ・セラピー

岐阜大学 教育学部 助教
板倉 憲政先生

No.23-1
シニア産業カウンセラーの理解(受講ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ)
No.23-2
産業カウンセラー倫理の実践的理解
No. 2
アサーション

協会認定講師
朴 宗筍先生
協会認定講師
森田 江里子先生
(株)CDP サポート 代表
上田 敬先生

下記７月以降の講座につきましては、今のところ開催する予定です(05/12)。
７月５日（日）

No.17
人間関係形成の実践的理解

7 月 18 日（土）、 No.11
19 日（日）
逐語記録・事例報告の作成と検討（２期）
8 月 9 日（土）、
10 日（日）

協会認定講師
濵田 多美代先生
協会認定講師

No.13
羽衣国際大学・立命館大学非常勤講師
自己理解の深度化＜BEG 体験＞
博士（臨床教育学） 水野 行範先生
No.15
8 月 10 日（月・祝）
協会認定講師
多文化と価値観の多様性へのアプローチ
No,14
目白大学 心理学研究科 教授
8 月 16 日（日）
コミュニティ・アプローチ
原 裕視先生
No.16
協会認定講師
9 月５日（土）
職場のグループダイナミックスの実践的理解
高道 純子先生
No.19
株式会社ｱｲﾃｨ‣ｱｼｽﾄ 代表取締役会長
9 月 21 日（月・祝）
教育研修指導法の実践的理解
小野村 英敏先生
No.12
協会認定講師
10 月 24 日（土）
セルフキャリア開発
五藤 勝三先生
No.10
神戸学院大学 心理学部心理学科 講師
10 月 25 日（日）
心理アセスメントの実践的理解
竹田 剛先生
No.６
日本精神保健福祉連盟
10 月 31 日（土）
臨床精神医学・心身医学の実務
常務理事 大西 守先生
No.8
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
11 月 1 日（日）
危機介入等の実践的理解
廣川 進先生

11 月 14 日（土）、 No.11
15 日（日）
逐語記録・事例報告の作成と検討（２期）

協会認定講師

11 月 21 日（土）、
No.20
22 日（日）、
メンタルヘルス支援体制構築の実践的理解
23 日（月・祝）

協会認定講師
田中 晶子先生

12 月 12 日（土）、 No.1
１3 日（日）
認知行動療法
No.7
１２月 20 日（日）
パーソナリティの病理

東京家政大学大学院 心理カンセリング学科 教授
福井 至先生
聖マリアンナ医科大学 神経精神科 特任教授
小野 和哉先生

2021 年
1 月 10 日（日）、 No.21
11 日（月・祝）
働きやすい職場づくりの実践的理解

株式会社セフィーロ
代表取締役社長 GI ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
峯村 隆久先生

2 月 13 日（土）、 No.11
14 日（日）
逐語記録・事例報告の作成と検討（３期）

協会認定講師

3 月 20 日（土）、 No.3
21 日（日）
TA（交流分析）

First Voice 代表
国際 TA 協会公認トレーナー
青沼 ますみ先生

●本部 HP：シニア産業カウンセラー育成講座
https://www.counselor.or.jp/course/tabid/138/Default.aspx
●支部 HP: 関西支部での開催講座
https://jica-kansai.jp/course/new-senior
●申込方法：
会員マイページ ⇒ 受講申し込み「シニア産業カウンセラー育成講座」
●申込開始：
開催日の 3 か月前の 1 日から開始

No.23-1
シニア産業カウンセラーの理解（受講ガイダンス）
2020 年 9 月 6 日（日）14 時～17 時
シニア講座ではどんなことをどんなふうに学ぶのか、どんな課題・レポート
があるのか、そもそもシニア産業カウンセラーに求められることは何か、受講
するにあたっての心がけはどんなものか等について、お伝えします。
シニア講座についてお知りになりたい方、少しでも興味のある方は、
是非ご受講ください。

