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～

「No.19 教育研修指導法の実践的理解」
講師：小野村 英敏 先生（株式会社アイティ・アシスト 代表取締役会長）
日時：2020 年 9 月 21 日（月祝）10 時～17 時
会場：関西支部研修センター（堺筋線・中央線「堺筋本町」から徒歩約 5 分）
会費：15,000 円＋消費税
様々な形での教育・研修を効果的に行うために、目的や進め方、教育指導の流れ、教育マテリアルの
作成方法と注意点、効果的なプレゼンテーション、そして評価方法などを学びます。知識、ノウハウに
加え、事前に作成したプレゼンテーション資料で模擬講義も行い、講師や受講者からのコメントももら
い講師としてのスキルアップのための実践力を身につけます。

「No.12 セルフキャリア」
講師：協会認定講師
日時：2020 年 10 月 24 日（土）10 時～17 時
会場：ドーンセンター
（京阪・大阪メトロ谷町線「天満橋」下車約 350m または JR 東西線「大阪城北詰」駅下車約 550m）

会費：15,000 円＋消費税
クライエントが人生を創造していくことを支援する者として信頼されるためには、カウンセラー自身が
自己のキャリアに関心を持ち、主体的にキャリアを築いている必要があります。そのためこの講座では、
他者のキャリア開発をモデルに自分自身のキャリアをイメージし、自身のキャリアビジョンを明確にしま
す。指定事例（自営、企業内カウンセラー、経営管理者、人事労務担当、地域などの活動の事例）につい
てグループで討議したり、産業カウンセラーとしてのライフキャリアをプランニングします。

「No.10 心理アセスメントの実践的理解」
講師：竹田 剛 先生（神戸学院大学 心理学部心理学科 講師）
日時：2020 年 10 月 25 日（日）10 時～17 時
会場：ドーンセンター
（京阪・大阪メトロ谷町線「天満橋」下車約 350m または JR 東西線「大阪城北詰」駅下車約 550m）

会費：15,000 円＋消費税
この講座の目的は、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です。そのため、産
業カウンセリングにおける質問紙法心理テストおよびエピソードによるアセスメントの基礎を学んだ後、
事例を通したアセスメント実習、アセスメントを活用した助言・提案のロールプレイを行います。

「No.6 臨床精神医学・心身医学の実務」
講師：大西 守 先生（日本精神保健福祉連盟 常務理事）
日時：2020 年 10 月 31 日（土）10 時～17 時
会場：大阪産業創造館（堺筋線・中央線「堺筋本町」から徒歩約 5 分）
会費：15,000 円＋消費税
この講座では、産業カウンセリングの限界を理解し、病理性・疾病性が疑われるケースに対する組
織内での支援体 制の構築、医療機関へのリファーとその後の連絡調整、復職支援などに関して実践
的な対応能力を獲得することを目的としています。そのため講義では、臨床精神医学・心身医学の基
本的理解の確認を行い、 実習では、ケアマネジメントの観点からの事例への対応を考え、場面ごと
に必要に応じた実務とは何かを考えていきます。

●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

＜2020 年 9 月以降の開催予定＞
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No.16
協会認定講師
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
5 月 16 日（土）
No.23-1
協会認定講師
⇒9 月 6 日（日）
シニア産業カウンセラーの理解(受講ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ)
朴 宗筍先生
5 月 16 日（土）
No.23-2
協会認定講師
⇒9 月 6 日（日）
産業カウンセラー倫理の実践的理解
森田 江里子先生
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
協会認定講師
15 日（日）
逐語記録・事例報告の作成と検討（２期）
9 月５日（土）

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）
6 月 6 日（土）
⇒12 月６日（日）
Zoom で開催
12 月 12 日（土）、
１3 日（日）

No. 2
アサーション

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

協会認定講師
田中 晶子先生
日本精神技術研究所
八巻 甲一先生

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

5 月 9 日（土）
⇒2 月 27 日（土）

No.５
ブリーフ・セラピー

3 月 20 日（土）、 No.3
21 日（日）
TA（交流分析）

岐阜大学 教育学部 助教
板倉 憲政先生
First Voice 代表
国際 TA 協会公認トレーナー
青沼 ますみ先生

