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国家資格 キャリアコンサルタント技能更新講習 スケジュール Vol.3
キャリアを取り巻く現状は、変化のスピードが速く、
どのように変化していくか予測不可能な
「不確実な時代」
です。
これまでのように生涯のキャリアパスを会社が示すことは不可能であり、想定外のキャリアチェンジを前提とし、
自らキャリアを切り開く能力が必要とされています。弊社のキャリアコンサルタント更新講習は、多彩な現場経験と
理論をベースに体験を重視した講習を開催致します。
どの講習も、
クライエントの自己理解を促し、
「自らキャリアを切り開く能力」につながる内容です。
キャリアコンサルタントとしての継続学習の場として、
ご活用ください。

エゴグラムと自己理解

講師：中村

武美

エゴグラムは養成講座のテキストによく出て来ており、皆様になじみのあるツールかと思います。
しかし実際
には、質問紙法エゴグラムは日本で開発されたものであり海外で質問紙法エゴグラムが通用しないことは
意外と知られていません。本講習では、
キャリアコンサルタントが現場での実践に繋がることを意識して、
交流分析の日本での導入の経過やエゴグラムの成立といった背景から易しく解説します。従来の質問紙法
エゴグラムの実習に加えて、直観法エゴグラムを体験していただくことで、多様な場面でのクライエントの
自己理解の援助や促進といったキャリアコンサルティング場面で実践的に活用することを目指します。

事例で学ぶメンタルヘルス

講師：岡部

道代

〜自己理解を通して〜

2021年

合計4時間

7月3日(土)10:00〜12:00

事前学習 1時間
オンライン講習 2時間

7月21日(水)19:00 〜 21:00
8月6日(金)19:00 〜21:00

事後課題 1時間

8月18日(水)19:00〜 21:00
9月4日(土)10:00 〜12:00
9月15日(水)19:00 〜21:00

受講料 9,500円

2021年

合計6時間

8月22日(日)13:00〜17:00

事前学習 1時間
オンライン講習 4時間
事後課題 1時間

キャリアコンサルタントは相談者のキャリア支援だけではなく、
メンタル不調者へ対応することも増えてきて
います。
しかしながら、実際のメンタル不調者への対応を十分できるキャリアコンサルタントは多くないのが

現状です。本講習では、
メンタルヘルス事例対処に必要不可欠な知識を得ることを目的とし、見立てや

アプローチ方法などキャリアコンサルタントとして身に着けておくべき技能を習得します。具体的には

受講料 20,000円

ストレスに関する理論、セルフケアについて再度確認し、代表的な精神疾患（特にうつ病やパニック障害、

（リピーター割 18,000円）

適応障害）
の事例に焦点を当て、
その見立てと介入についてグループワークで学びます。

キャリアコンサルタントのためのブリーフセラピー入門
〜悪循環を断つ MRIアプローチ編〜
〜解決志向を目指す SFA編〜

講師：中村

武美

ブリーフセラピーには、
「 悪循環を切る」MRIアプローチと「良循環を拡張する」SFA（ソリューション・

フォーカスト・アプローチ）の２つのアプローチがあり、
「二重記述モデル（ダブル・ディスクリプション・
モデル）」
と呼ばれています。本講習では、キャリアコンサルティングの場面を想定した両アプローチを

悪循環を断つMRIアプローチ編

合計4時間

2021年

事前課題1時間

7月14日(水)19:00〜21:00

オンライン講習2時間

8月4日(水)19:00〜21:00

事後課題1時間

8月27日(金)19:00〜21:00
9月8日(水)19:00〜21:00
9月25日(土)10:00〜12:00

学習し、面談での見立て・介入に役立てることを目指します。

解決志向を目指すSFA編

202１年
7月7日(水)19:00〜21:00
7月30日(金)19:00〜21:00
8月14日(土)10:00〜12:00
9月1日(水)19:00〜21:00
9月29日(水)19:00〜21:00

受講料：9,500円

キャリアコンサルティングに活かす「関係構築・傾聴スキル」
〜人とつながる神経システムを通して学ぶ〜

講師：岡部

道代

2021年

合計5時間

7月17日(土)13:00〜17:00

オンライン講習4時間
事後課題1時間

「自律神経は、交感神経と副交感神経に分かれる」
と習ってきたかと思いますが、最新の研究では、自律
神経は3つに分かれると言われています。今心理学で主流になりつつある最新の神経理論（ポリヴェーガル

理論※）
を学び、関係構築に役立て実践していけることを目標とし、人とつながる神経を活性化するペア

ワークやグループワークを通して傾聴スキルの向上を図ります。

受講料：17,000円

※ ポリヴェーガル 理 論 は 、人と人とのつながりの 自 律 神 経システムの 理 論で あり、神 経システムを使えるように
エクササイズをすることで 、人との 安 心した関 係 が 構 築できるようになります。

キャリアコンサルティングに活かす「アサーション入門」
〜自己理解を通して学ぶ〜

講師：岡部

道代

2021年

合計6時間

9月11日(土)13:00〜17:00

事前学習1時間
オンライン講習4時間
事後課題1時間

相談のなかではクライエントが対人関係やコミュニケーションに悩んでいるケースが多く見られます。

しかし、
キャリアコンサルタント自身が自己表現できなければ、真のクライエント支援はできません。
この
講習では、
よりよい自己表現
（アサーション）
について学び、
キャリアコンサルタント自身のコミュニケーション

受講料：20,000円

パターンを振り返ることで、
アサーション課題を抱えたクライエントにも対応できることを目標とします。

（リピーター割 18,000円）

働く女性のキャリア支援
〜妊娠から復職までの就業上の配慮・法令・社会保障と事例検討〜

講師：越 希美江 ／峰 博子

妊娠・出産・育児は女性にとって極めて重大なライフイベントであり、
その後のキャリアに大きな影響を与え

2021年

合計8時間

7月25日(日)10:00〜17:00

事前学習1時間
オンライン講習6時間
事後課題1時間

9月18日(土)10:00〜17:00

ます。企業内でキャリアコンサルティングを実施する際には、制度の正しい知識を持ち、人事部門や健康管

理部門との連携が重要です。本講習では、母体の変化・社会保障制度・会社の制度・職場の環境整備に

受講料：20,000円

ついて学び、
事例にて具体的な介入を検討します。
講師は、
母性看護専門看護師の資格を持つ助産師です。

仕 事と介 護 の 両 立 支 援
〜各種支援制度の理解と事例検討〜

講師 ： 越 希美江 ／ 橋本 珠美

2021年

合計7時間

8月8日(日)10:00〜16:00

事前学習1時間
オンライン講習5時間
事後課題1時間

2025年には団塊世代のすべてが75歳以上となり、
ますます仕事をしながら介護をする人が増えていきます。
本講習では、介護の状態・クライエントの気持ち・各種両立支援制度・職場の環境整備について、企業の
人事部門や各領域の専門家との連携のための多角的な技能を習得することを目的としています。
これまで

受講料：20,000円

に延べ1万人の介護相談に対応した介護相談のプロによる講習です。

（リピーター割 18,000円）

人と組織の成長を支援する
構成的グループアプローチ
【基礎編】

2021年

合計8時間

講師：越 希美江

7月11日(日)10:00〜17:00

キャリアコンサルタントは、個別の面談における支援だけでなく、
グループ支援が必要な場面が数多く

9月26日(日)10:00〜17:00

事前学習1時間
オンライン講習6時間
事後課題1時間

8月15日(日)10:00〜17:00

あります。
このプログラムでは、構成的グループアプローチのワークを体験しながら、プログラム立案や

ファシリテーションに必要な理論を実践的に学びます。

受講料：18,000円

（リピーター割 16,000円）

申 込 方 法 ： HP よりお申し込みください。https://www.beyondwords.jp
講習実施方法： Zoom を利用しオンラインにて開催します。
キャンセル料： 受講者のご都合で欠席される場合には、次のキャンセル料が発生します。
・開催日 14 日〜7 日前：20％
・開催日 6 日〜3 日前：50％
・開催日 2 日前〜当日：100％（ご連絡なく不参加の場合も含みます）

問 合 せ 先 ： 株式会社ビヨンド・ワーズ 国家資格キャリアコンサルタント更新講習事務局
info̲career@beyondwords.jp
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国家資格キャリアコンサルタント更新講習 講師紹介
岡部 道代 （おかべ みちよ）ヒーリングスペース・リーブル

代表

2002年より産業カウンセラーとして活動。2004年に神戸にて私設開業。医療機関と連携し、精神疾患通院レベル
から健康度が高い方までの心のケアに従事。専門はトラウマ/アダルトチルドレン。
また公的機関や企業での心理
カウンセリング、
キャリアコンサルティングも多数。
資格等

・アライアント国際大学カリフォルニア臨床心理大学院(CSPP) 臨床心理学日本修士課程修了 ・キャリアコンサルタント
（国家資格）・公認心理師

（国家資格）・臨床心理士 ・ソマティック・エクスペリエンス認定プラクティショナー
（SEP）・日本産業カウンセラー協会認定シニア産業カウンセラー

・米国催眠療法協会認定ヒプノセラピスト ・Dean Ramsden認定関係性エネルギーヒーラー ・臼井レイキマスター／認定ティーチャ−

越 希美江 （こし きみえ）株式会社ビヨンド・ワーズ

代表取締役

公立病院にて13年間人事担当・経営企画担当として医療従事者の働きやすい環境づくりに従事し、その後独立。
組織内での介護・育児・病気等との両立支援実績が豊富。人事制度構築のコンサルティングも行っている。
資格等

・キャリアコンサルタント
（国家資格） ・MBA
（経営学修士） ・産業カウンセラー ・日本MBTI協会認定ユーザー ・両立支援コーディネーター

・ LEGO® SERIOUS PLAY®メソッドと教材活用トレーニング修了認定ファシリテータ ・ 日本ブリーフセラピー協会認定ブリーフセラピスト
・ 日本ゲシュタルト療法学会トレーニングコース及びアドバンスコース修了 ・ 大阪大学 ワークショップデザイナー育成プログラム修了

中村 武美 （なかむら たけよし）キャリア

インテグラル 代表

大学卒業後、当時の労働省（現・厚生労働省）に入省し2017年退官。生活保護連携コーディネーター・特別支援
学校進路相談・精神障害者就労支援モデル事業責任者などの職業相談業務に従事する。
資格等

・キャリアコンサルタント
（国家資格） ・２級キャリアコンサルティング技能士 ・公認心理士 ・両立支援コーディネーター

・産業カウンセラー ・日本ブリーフセラピー協会認定ブリーフセラピスト・ブリーフコーチ ・メンタルヘルス検定Ⅱ種・Ⅲ種
・日本ゲシュタルト療法学会トレーニングコース及びアドバンスコース修了 ・TA101修了（TA教育研究所・ITAA認定）

橋本 珠美 （はしもと たまみ）株式会社ユメコム

代表取締役 ／ 産業カウンセラー

大学卒業後、株式会社リクルートに入社。関西において、総務・人事・広報業務に携わる。その後、京都の保険販売
代理店に所属し、
ご契約者ための情報提供サービスを企画、運営する。2001年4月、
リスクマネジメント事業会社を
立ち上げ、介護・福祉のマーケットでのコンサルティングを始める。高齢社会における
「自分の老後と家族の介護」
に関わるサービスを個人から法人向けまで多種多様な企画に携わる。シニアサポートデスク
（老後と介護の相談
窓口）では、年間1,000件を超える仕事と介護の両立相談に対応している。

峰 博子 （みね ひろこ）からふるMum代表
助産師免許取得後、総合病院、
クリニックなど様々な規模の施設で助産師として30年勤務。出張専門で助産所
開業し、現在は分娩施設の勤務や訪問事業で助産師として、学校や職能団体での研修講師として活動している。
資格等

・アドバンス助産師、母性看護専門看護師、保健師、MBA（経営学修士） ・看護学修士

www.be yondw ords.jp

