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#001 IRIS FLAIR 11月21日(土)10:00～11:30 b) 集合形式
a. 立川市 

b. Cafe イロノハ

a. なないろキャリアデザイン

b. ママ向けワークショップ

c. 6名

https://smart.reservestock.jp/consecutive_event_form/index/5846#event_list

＃地域活性,＃就職/就業,＃育

児,＃キャリア教育,＃自己啓発,＃

withコロナ

#002 テレネットジャパン株式会社
全3回：11月21日（土）、28日（土）、

12月5日（土）各日9時30分スタート
a) オンライン形式 オンラインによる開催

a:第二種電気工事士技能試験対策講座（オンライン）

b:第二種電気工事士技能試験を受験される方向け講習会

https://eipo.jp/tnj/

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃セカンドキャリ

ア,＃自己啓発

#003 テレネットジャパン株式会社

全4回：11月28日（土）、29日（日）、

12月5日（土）、6日（日）各日9時30分

スタート

b) 集合形式

a:①東京都北区 

   ②千葉県千葉市 

b:①テレネットジャパン東京研修センター 

   ②ＴＮＪ千葉研修センター

a:第二種電気工事士技能試験対策講座（通学型）

b:第二種電気工事士技能試験を受験される方向け講習会

https://eipo.jp/tnj/

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃セカンドキャリ

ア,＃自己啓発

#004 一般社団法人　EH経営研究会 11月15日（日）13:30～17:00 c) 併用

a:大阪市北区

b:グランキューブ大阪（大阪国際会議場）

オンラインでの参加もOK！

a:長坂養蜂場　長坂善人社長講演会

「ぬくもりと笑顔あふれ出す組織づくり ～ぬくもりの波紋をファミリーから社外へ広げよう～」

b:経営者、従業員、主婦、学生などどなたでもご参加OKです。開催形態はオンラインとリアルの併用で

す。

c:会場は50名限定

　オンラインは100名を予定しております。

https://eh-keiei.jp/event/201115lecturer/

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃地域

活性

#005 株式会社日本・精神技術研究所
11月29日（日）10:30～17:30

（終了後に任意参加で質問会あり）
a) オンライン形式 オンライン（Zoom)による開催

a:イベント名称：【オンラインセミナー】講義とライブセッションから学ぶ！スーパービジョン の理論と実際

b:参加対象者：国家資格キャリアコンサルタント（有資格者）その他、当講座の受講を希望される方

開催形態：オンライン会議システム（Zoom）を利用

c:参加予定人数：20名

内容：講義と1名の事例提出者に対するライブセッションを通じて、スーパービジョンとは何かを学ぶ

https://bit.ly/2FIwvSe

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

その他

#006
特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング協会【CCA】
11月22日（日）10：00-18：00 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a:マルチサイクル・デザインツールを活用したキャリアコンサルティング技能講習（基礎編） 【キャリアコンサ

ルタント国家資格更新講習（技能・9H）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b:全国

の国家資格者、オンラインによる開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c:定員20

名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.career-

npo.org/learning/lineup/multicyc.html

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃介護,＃多

様性/ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ,＃育児,＃セカン

ドキャリア

#007
特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング協会【CCA】
11月23日（月祝）13：00-18：00 b) 集合形式

a:東京都港区新橋

b:キャリアカウンセリング協会セミナールーム

a:キャリアコンサルタントとしてのセルフモニタリング力向上講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b：

集合【資格更新講習（技能）5H】

c:18名

https://www.career-npo.org/learning/lineup/smonitoring.html

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

自己啓発,＃その他

#008
特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング協会【CCA】
11月18日（水）9:30-18:30 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a:キャリアコンサルティング実践講座（関係構築編）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b:

キャリアコンサルタント国家資格更新講習（技能・8H）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c:18名

https://www.career-npo.org/learning/lineup/practice1.html

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃セカンドキャリ

ア
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#009
特定非営利活動法人

キャリアカウンセリング協会【CCA】
11月7日(土)10：00-11：00 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a:GCDF-Japan無料受講相談会（オンライン）

b:キャリアコンサルタント・GCDF-Japan資格にご関心のある方ならどなたでも。　資格やトレーニングにつ

いてお気軽に質問ください

c:18名

https://www.career-npo.org/GCDF/activity/

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃転

職,＃キャリア教育,＃セカンドキャリ

ア,＃自己啓発

#010 キャリコンサロン 11月14日(土)14:00-16:30 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a：【キャリコンフェスONLINE-2020秋】～人生100年時代のキャリア形成力～

b：人事担当者、経営者、キャリアコンサルタント有資格者、キャリアコンサルタントを目指している方、キャ

リア関連業務の従事者に向けたイベント

c：200名

https://career-fes.peatix.com/

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

キャリア教育,＃セカンドキャリア,＃

withコロナ

#011 JCDA東北支部岩手地区会 11月15日（日）10：00-16：30 c) 併用

a：岩手県盛岡市 

ｂ：アイーナ（いわて県民情報交流セン

ター）8F　研修室811 

a:「自分を見つめなおす1on1セッション～キャリアカウンセリングを受けてみよう～」

ｂ：会場、オンライン（ZOOM）同時開催

c:25名

※受付終了しました

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

転職,＃キャリア教育,＃セカンドキャ

リア,＃自己啓発

#012
ハッカズーク

アルムナイ研究所/WASEDA NEO
１１月１６日（月)18:00-20:00 a) オンライン形式

東京都中央区、　　　　　　WASEDA

NEO（早稲田大学社会人キャンパス）

イベント名称:アルムナイシンポジウム

参加対象者：これから個人と組織の関係性について関心や問題意識を持っている方

参加予定人数：３００名

https://wasedaneo.jp/course/course-detail/6636/

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成

#013 一般財団法人ACCN
11月 14日（土） 10：00～11：30 ／

11月 29日（日） 10：00～11：30
a) オンライン形式 「オンライン(ZOOM）による開催」

a:【OPEN ACCN on ZOOM】

b:キャリアコンサルタント、キャリアコンサルタントを目指している方　活躍されているベテランキャリアコンサル

タントの方に、資格の活かし方や活動の広げ方、自分の磨き方等を皆さんからの質問と共にざっくばらんに

お話しいただく交流会

ｃ:30名

https://www.allccn.org/information/entry000209.html

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

自己啓発,＃その他

#014 株式会社プライド 11月2日～30日平日毎日9:30~16:30 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a.キャリコン・クリニック（ロープレの実践力をあげたい、研修内容相談、ご自身のコンサル体験、オンライン

コンサルの注意点などなんでも相談できるキャリアコンサルタントの駆け込み寺です）

b.キャリアコンサルタント向けオンライン開催

c.１回お一人

http://www.pridelimited.com/キャリコンクリニック/

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃介護,＃キャ

リア教育,＃自己啓発

#015 一般財団法人ACCN中国四国支部 １１月２９日（日）１０：００～12;00 a) オンライン形式 オンライン実施

a:ACCN会員限定オンラインイベント「グループスーパービジョンを体験しよう」午前の部

b:ACCN会員限定でオンライン実施

ｃ：参加予定人数20名

https://eventregist.com/e/gYjCRRsW7CAl

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

自己啓発

#016 一般財団法人ACCN中国四国支部 １１月２９日（日）１４：００～16:00 a) オンライン形式 オンライン実施

a:ACCN会員限定オンラインイベント「グループスーパービジョンを体験しよう」（午後の部）

b:ACCN会員限定のオンラインイベント

c:20名

https://eventregist.com/e/QBOZb1uAskIy

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

自己啓発
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#017 株式会社パソナ　生涯キャリア支援協会 11月6日（金）14:00～15:30 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a：人事様向けWEBセミナー

―Withコロナ時代こそ強くなる―

社員の自律的キャリア形成・組織風土醸成の人事戦略

b：人事様向けセミナー、オンライン開催

c：300名

https://krs.bz/pasonacareer/m?f=1072

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃キャリ

ア教育,＃withコロナ

#018 JCDA新潟地区会 11月14日（土）13：30～16：00 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a:キャリア支援と出会う-キャリアコンサルタントの役割と可能性、新潟県内の活動事例-

b:【参加費、対象】

無料 ※非会員（一般の方、他団体の方）の他、会員の方もご参加いただけます

開催形態：オンライン（ZOOM）

c:【定員】　100名

https://www.kokuchpro.com/event/jcdaniigata1114/

＃就職/就業,＃キャリア教育,＃健

康

#019
関西カウンセリングセンター・法人育て上げ

ネット
11月5日(木)19:00-20:00 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a：オンラインセミナー【参加無料】高校生と社会をつなぐ若者支援の取り組み

b：若者支援・キャリア教育に関心のある方向け

c：何人でも

https://www.kokuchpro.com/event/ksccsoda/

＃就職/就業,＃貧困,＃キャリア教

育,＃自己啓発,＃不登校/引きこも

り,＃withコロナ

#020
特定非営利活動法人日本キャリア開発協

会（JCDA)
11月14日（土）10:00 - 18:00 a) オンライン形式 オンライン（Zoom)による開催

a: 名称　　JCDAオンラインキャリアカウンセリング

b: 開催日時  2020年11月14日（土） 10:00 - 18:00

　　　　　        1回60分：お一人様一回限りの利用となります。

                ※詳しくは下記をご確認ください。

https://www.j-cda.jp/events/2020/cc20/index.html

c: 定員　　200名

＃人材/人材開発/キャリア形成

#021 公益財団法人あきた企業活性化センター 11月10日（火）13：00-16：30 b) 集合形式

a:秋田県秋田市 

 

b:秋田拠点センターALVE　1階きらめき広

場

a:あきた起業家交流フェスタ2020

b:県内起業家約３５者による展示会。出展起業家としてキャリアコンサルティング事業の紹介を行う。価

値観診断体験。起業家同士の交流及び一般参加者に対するPR。

c:150人

http://www.bizcon.vt-akita.com/

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃地域

活性,＃就職/就業,＃多様性/ﾀﾞｲ

ﾊﾞｰｼﾃｨ,＃セカンドキャリア,＃自己

啓発,＃withコロナ

#022
 @CAREER CLUB (合同会社アットキャ

リア)
11月4日(水)　21:00～23:00 a) オンライン形式 オンライン会議室zoom

a; 『パラレルキャリアの新たな潮流～キャリア自律の重要性を考える』

時代の変化とともに私たちがキャリアコンサルタント自身が考えていくこと、働く方々の支援にあたって学んで

おくべき新たなキャリアの考え方『パラレルキャリア』。

今回は法政大学大学院 政策創造研究科 研究科長・教授でいらっしゃる石山 恒貴先生をお迎えし

『パラレルキャリアの新たな潮流～キャリア自律の重要性を考える』セミナーを開催します。

　この機会に日本発キャリア理論の新たな潮流を学びませんか?

日時　　11月4日(水)21:00～23:00

参加費　2000円、@CAREER CLUBメンバーは1800円(10%off)

参加お申込み　イベント詳細URL(Peatixサイト)で事前決済をお願いいたします。

https://peatix.com/event/1678127/view

※当日のzoom IDは11月2日(月)までに連絡させて頂きます。

では皆様のご参加を楽しみにいたしております。

@CAREER,LLC 代表　市川 慶輔

＃人材/人材開発/キャリア形成
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#023 ACCN東京支部 11月15日（日）13：30～17：30 a) オンライン形式 ZOOM開催

ACCN東京支部では「キャリアマンス2020~WITHコロナでのキャリアを考える～」の一環として、「Withコ

ロナを生きる～キャリア支援者のためのレジリエンス向上エクササイズ～」と題したワークショップを開催しま

す。

本ワークシップでは、誰でもが持っている「レジリエンス（困難からの復活力復元力）」を維持向上する幾

つかの手法をご紹介します。

対人援助職であるキャリア支援者自身のレジリエンスを維持向上し、支援者としてのあり方を整えることも

Withコロナ時代には欠かせないものと考えます。ストレス対処法としても活用いただける内容ですので、

きっと、皆さんのお役に立てていただけるものと思います。

当日のプログラムは下記をご覧ください。なお、プログラムは変更する可能性がありますことをご了承くださ

い。

【当日のプログラム】

13:00～13:30　参加者受付

13:30～17:30（参加者交流時間も含みます）

①開催挨拶

②ワークショップ「Withコロナを生きる～キャリア支援者のためのレジリエンス向上エクササイズ～」

・Withコロナでの日常の変化とCCとしてのあり方

・キャリア支援者のレジリエンスを整える～レジリエンスバンクの活用～

・これからどうする？を考える

③東京支部活動のご紹介＆参加者交流

【お問い合わせ】ACCN東京支部までメールにてお問合せください。

ACCN東京支部：accntokyo@gmail.com

申込み：https://eventregist.com/e/o39pdJpwZIGo

＃withコロナ

#024
ACCN東京支部テーブル№12『超高齢化

社会でも必要とされる人財』
11月20日（金）19：00～20：30 a) オンライン形式 ZOOM開催

ACCNテーブル№12　2020年11月20日（金）ZOOM開催【高齢化社会でも必要とされる人財と

は・・ヒアリング活動】

テーブル№12では、『超高齢化社会でも必要とされる人財育成』の必要性をキャリア支援者自身が認識

し、アイデアを持ち寄り、キャリコンが活躍できるフィールドを開拓することをテーマに活動をしています。

今般のヒアリングでは、主に30代の会員（会員のご友人など非会員も含む）へのヒアリングを通して、コロ

ナ禍で考えた今の会社で働くこと、転職、働くこと自体への考え方を聴かせていただき、これからの超高齢

化社会において必要とされる人材像を明確化していきたいと考えています。

当日のプログラムは下記をご覧ください。なお、プログラムは変更する可能性がありますことをご了承くださ

い。

【当日のプログラム】

18:30～19:00 ZOOM参加受付

19:00～20:30

① 開催挨拶＆Table12の活動趣旨の説明

② 活動の概念である「Lift&Shift」「共補・共創」の共有

③ 活動メンバー（シニア世代）から見える30~40代の姿を伝え、30代の彼らがコロナ禍で考えた今の

会社で働くこと、転職、働くこと自体への考え方を聴かせていただく（ヒアリングタイム）

【お問い合わせ】ACCN東京支部までメールにてお問合せください。

ACCN東京支部：accntokyo@gmail.com

申込：https://eventregist.com/e/1MMZuYNp8jm4

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃withコロナ
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#025 株式会社ライフジャパン
11月7日(土)　午前9：00-12：00　午後

13：30-16：30（6時間）
a) オンライン形式 オンラインによる開催

キャリアコンサルタント更新講習「キャリア教育に活かす交流分析（技能講習）」を開催いたします。新型

コロナ感染予防対策のため、厚生労働省許可による特別措置としてオンラインにて開催いたします。定員

は20名です。

本講習では、交流分析の手法からキャリアコンサルタント自身の特性を理解し、相談者との関係構築の

力を高めていきます。また、事例とワークを通して、就労支援・学校・企業・家庭等での個別カウンセリン

グ・研修（アンガーマネジメント・コミュニケーション・部下指導）での活用方法をお伝えいたします。

https://lifejapan-k.jp/blog/385/

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃就職

/就業,＃転職,＃多様性/ﾀﾞｲﾊﾞｰｼ

ﾃｨ,＃育児,＃キャリア教育,＃自己

啓発,＃ハラスメント,＃不登校/引き

こもり,＃withコロナ

#026 株式会社ライフジャパン
11月8日(日)　午前9：00-12：00　午後

13：30-16：30（6時間）
a) オンライン形式 オンラインによる開催

キャリアコンサルタント更新講習「チームワークに活かす交流分析～ダイバーシティ・マネジメントへの活用～

（技能講習）」を新型コロナ感染予防対策のための厚生労働省許可による特別措置として、オンライン

にて開催致します。定員は20名です。

チーム力を高めていくためには、「心理的安全性」は必須です。そのためには、”お互いの関係性の質”を高

めていくことが求められます。その一つとして、個々の「違い」を受け入れ、認め合い、活かしていくダイバーシ

ティマネジメントが組織に求められています。ダイバーシティ―マネジメント活用に交流分析を取り入れまし

た。企業・教育の場で”チーム力”　”ダイバーシティマネジメント”にご興味のあるキャリアコンサルタントの方

にお勧めです。

https://lifejapan-k.jp/blog/386/

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃就職

/就業,＃転職,＃多様性/ﾀﾞｲﾊﾞｰｼ

ﾃｨ,＃キャリア教育,＃ハラスメント,＃

不登校/引きこもり,＃withコロナ

#027 株式会社ライフジャパン
11月28日(土)　午前9：00-12：00　午

後13：30-16：30（6時間）
a) オンライン形式 オンラインによる開催

キャリアコンサルタント更新講習	「キャリアコンサルティングに活かす動機づけ面接法(技能講習)」を新型コ

ロナ感染予防対策のための厚生労働省許可による特別措置として、オンラインにて開催致します。定員

は20名です。

面接をしていて、こんな相談者に出会ったことはありませんか。相談しているのに「やる気がない人」、「行動

しない人」、「自覚が足りない人」・・しかし実際は、行動したくない気持ちと行動したい気持ちの両方を抱

えているのです。本講習では動機づけ面接のスピリットやプロセスに則り、相談者のありたい方向へと協働

的に面接を進める手法を学びます。

これから企業での活躍をお考えのキャリアコンサルタントの方に特にお勧めです。　　　https://lifejapan-

k.jp/blog/385/

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃キャリア教育,

＃自己啓発,＃メンタルヘルス,＃健

康,＃不登校/引きこもり,＃withコ

ロナ

#028 株式会社ライフジャパン
11月29日(日)　午前9：00-12：00　午

後13：30-16：30（6時間）
a) オンライン形式 オンラインによる開催

キャリアコンサルタント更新講習「キャリアコンサルティング事例から学ぶ動機づけ面接法（技能講習）」を

新型コロナ感染予防対策のための厚生労働省許可による特別措置として、オンラインにて開催致します。

定員は20名です。

相談者は、「行動したくない気持ち」と「行動したい気持ち」の両方を抱えています。このような相談者に対

して「動機づけ面接法」で対応すると、短時間で望ましい方向へ変化します。本講座では、動機づけ面接

を事例から学ぶことで、より実践で活かすことができる知識とスキルが身に付けられます。

https://lifejapan-k.jp/blog/386/

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃キャリア教育,

＃自己啓発,＃メンタルヘルス,＃健

康,＃不登校/引きこもり

#029
（一社）日本産業カウンセラー協会

上信越支部
11月8日（日）13:00-17:00 a) オンライン形式 ZOOMによるオンライン開催

a:ワーク・エンゲイジメント入門。

b:興味のある方でオンライン環境の整っている方ならどなたでもご参加いただけます。

c:25名まで。

http://www.jaico-jse.jp/lecture/4/649/

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃キャリ

ア教育,＃自己啓発,＃その他

#030
（一社）日本産業カウンセラー協会

上信越支部

11月13日（金）19:30-21:00、11月14

日（土）15:00-16:30
a) オンライン形式 Zoomによるオンライン開催

a:オンライン無料体験会

b:興味のある方でオンライン環境の整っている方ならどなたでもご参加いただけます。

c:100名まで。

http://www.jaico-jse.jp/lecture/4/688/

＃メンタルヘルス,＃その他
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#031
（一社）日本産業カウンセラー協会

上信越支部
11月23日（月･祝）14:00-15:30 a) オンライン形式 Zoomによるオンライン開催

a:JAICOの日一般公開講座【Withコロナの時代に 職場コミュニケーションの変革提案】

b:興味のある方でオンライン環境の整っている方ならどなたでも参加いただけます。

c:100名まで。

http://www.jaico-jse.jp/lecture/4/689/

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃キャリ

ア教育,＃自己啓発,＃メンタルヘル

ス,＃withコロナ,＃その他

#032 笑顔のコーチングファシリテーター 11月1日(日)6:30-7:30 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a:幸せの夢たまご会　～１年後の自分に届ける夢レター～

b:どなたでもご参加いただけます。

c:8名

https://www.facebook.com/events/2977044795863523

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人材/

人材開発/キャリア形成,＃地域活性,＃

就職/就業,＃転職,＃多様性/ﾀﾞｲﾊﾞｰｼ

ﾃｨ,＃育児,＃セカンドキャリア,＃自己啓

発,＃健康,＃withコロナ,＃その他

#033 ＣＤＡ４８ＫＣコミュニティ 11月28日(土)19:00-21:00 c) 併用
a:東京都千代田区 

b:神田周辺

a:サロン・ド・キャリア

b:ゆるキャリ&#12316;ゆるくキャリアについて語ろう&#12316;

c:6名

https://www.facebook.com/events/1009249426206062

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃その

他

#034 合同会社働く楽しさ研究所 11月21日（土）10:00-12:00 a) オンライン形式 オンラインによる開催

【イベント名称】

1級キャリアコンサルティング技能士のSaturday Morning Talk!

～対談形式で語る、キャリア支援のホントのところ～

キャリアコンサルタントの中でも"指導者レベル"として位置付けられる1級キャリアコンサルティング技能士がど

んなことを考えているのか、どんな思いを持って働いているのかなど、ざっくばらんに語る対談形式のイベントを

企画いたしました。

例えばキャリア支援の現場の話や、最近課題に感じていること、業界あるあるや今後のキャリアコンサルティ

ング資格の未来像など、この業界に関わる人やこれから関わりたい人が、思わず聞いてみたくなるような「ホ

ンネの話」を聴講していただけます。

事前に質問をお預かりして、それを拾い上げながら進める対談形式ですので、みなさまの聴きたいこと・語っ

て欲しいことをどしどしお寄せください。

（キャリアマンス参加者行動宣言に触れない範囲でのご質問をお願いします）

【参加対象者】

・キャリアコンサルティング有資格者の方

・キャリアコンサルタントを目指している方

・人材会社や就労支援機関などキャリア支援関連の業界に勤める方（相談業務をしていない方もOK）

・企業等で人事・採用業務に携わっている方

など、幅広い方にご参加いただけます。

【開催形態】

参加者からの質問を事前に集めて、それを題材にした1級CC技能士と司会者の対談をみなさんが聴講

する形です。

TVやラジオ番組でよくある、投稿者からの質問コーナーのイメージです。

"空いている時間にちょっと聴いてみよう""用事をしながら耳だけ参加してみよう"

などの気軽な形でもご参加いただけます。

【参加費】　無料

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃キャリア教育,

＃セカンドキャリア,＃自己啓発
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#035
特定非営利活動法人　日本キャリア・カウ

ンセリング研究会
11月3日（火）10：00-17：00 a) オンライン形式 オンラインによる開催

JCC特別講習「キャリア・カウンセリングのスーパービジョンを考える」

１．概　要

スーパービジョンで検討される視点は、「SAS（The Systems Approach to Supervision

Model）モデル（※）」が示すように実に多岐に亘りますが、その一つに、クライエントをどう理解するかと

いうケースの概念化があげられます。スーパーバイジーは、クライエント理解の幅を拡げることを目指して訓

練を受けるのですが、往々にしてそこで見えてくるのは、自分のクライエント理解がとても浅く一面的であった

りすることです。つまり、それまで見えなかったクライエントの生きる力やポジティブな思考、クライエントらしさ

など様々な側面が会話の中に潜んでいることに気づかされるのです。それは、少し大げさに言えばクライエン

トの豊かな世界に触れさせてもらうこととも言えます。こうした体験が、人間理解の幅を拡げるというカウンセ

ラー自身の成長に繋がり、クライエントの支援に活かされるのですが、スーパービジョンの目的はそこにあると

言えます。今回の企画では、スーパービジョンの必要性とともにこうした機能を考える時間を、みなさんと持

てればと考えています。

※：近年、広く注目を集めているスーパービジョンの統合的モデル

（参考文献「心理臨床スーパーヴィジョン」平木典子、金剛出版）

２．プログラム

（１）『スーパービジョンとは』　小澤康司

（２）『スーパービジョンの現場から見えてくること』　浅野衣子

（３）『カウンセリングの会話の実際&#12316;クライエント中心療法の理論を背景に』　八巻甲一

（４）ディスカッションと質疑応答

３．日時 11月3日（火・祝）10:00&#12316;16:00

４．参加費 会員：1,500円 一般：2,000円

５．定員 90名

※オンラインでの一般の方のご参加の申し込みは締め切りました。

JCC会員の方は個別にJCC佐々木にお問い合わせください。

s-sasaki@npo-jcc.org

＃人材/人材開発/キャリア形成
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#037
特定非営利活動法人　日本キャリア・カウ

ンセリング研究会
11月21日（土）10：00-16：30 b) 集合形式 東京都文京区

JCC主催セミナー：「1級キャリアコンサルティング技能士による事例指導講座」

（JCC会員・一般対象）

　キャリアコンサルタントはどのようにスキル向上を目指していけば良いのでしょうか。現在、6つの国家資格

キャリアコンサルタント更新講習を開講しているJCCは、国家資格キャリアコンサルタントのみならず、熟練レ

ベルとされる2級キャリアコンサルティング技能士、指導者レベルとされる1級キャリアコンサルティング技能士

を目指して学ぶこともスキル向上につながるのではないかと考えています。また、キャリアコンサルタントを指導

育成するために、指導者はどのようなスキルが必要なのか体系的に学ぶことで、キャリアコンサルタントの自

己の成長への段階的な成長ビジョンを描けるのではないかと考えています。

　2020年度もキャリアコンサルタント（カウンセラー）の学びの場として、指導者レベル（1級）を目指そ

うと考えているキャリアコンサルタント向けの講座を開講いたします。実際に1級キャリアコンサルティング技能

士として実務経験を積み、指導者としてキャリア・コンサルタントを育成している方を講師をお招きし、常に

自己研鑽に励み、継続学習しなければならない宿命を負っているキャリアコンサルタント（カウンセラー）の

ための講座を開講いたします。

　指導者を目指すキャリアコンサルタントの方、これからスキルアップのロードマップを描いていきたいとお考え

のキャリアコンサルタントの方の積極的なご参加をお待ちします。

講習概要

〔講　師〕１級キャリアコンサルティング技能士　小林幸彦　氏

〔日　時〕　2020年11月21日

〔場　所〕JCCセミナールーム 〒113-0034 東京都文京区湯島3-13-8 湯島不二ビル601

千代田線湯島駅5番出口徒歩3分、銀座線末広町駅4番出口徒歩6分

〔人　数〕8名（先着順、最大催行人数は12名）※残枠わずか

※　密集をさけるため、ソーシャルディスタンスを確保できる人数での受講とさせていただきます。ご参加いた

だく方はマスク着用とさせいただきます。

こまめに換気、お昼休みに什器類の消毒を行います。

申込：https://npo-jcc.org/2020/10/06/jireishidou20201121_annai/

＃キャリア教育

#038 NPO法人 対話の会 １１月７日（土）１０：00～17：00a) オンライン形式 オンラインによる開催

a:修復的対話の進行役養成セミナー

b:修復的対話で、組織内ハラスメント・学校内いじめ・地域社会争いなど、対話による修復に

興味がある方。

c:ロールプレイ１グループ４名×２グループ＝８名

http://taiwanokai.org/?p=500

＃ハラスメント,＃不登校/引きこ

もり,＃その他

#040 有限会社Cマインド

11月14日（土）・15日（日）・12月12

日（土）・12月13日（日）　各日10:00

～15:00

a) オンライン形式 オンラインによる開催

Cマインド主催：技能更新講習「実践：サビカスのライフデザインアプローチ」の上位コースです。

少人数でキャリアカウンセリングのベースの部分から改めてしっかり学びます。

後半は各自ライフデザインのためのキャリア構成面接（CCI）の実践を行い、人生テーマをまとまった連続

したストーリーとして語るライフポートレートを書いてみます。

参加者が実践したケースを用いて、グループスーパービジョンを行いながらスキルアップを目指します。

修了時にはCCIを活用したキャリアカウンセリングができるよう、指導します。

http://c-mind.jp/iwpmain001/wp-

content/uploads/files1/C_20201114_Online_Rev.pdf

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

セカンドキャリア,＃自己啓発
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#043 有限会社Cマインド 11月23日（月祝）13:00～18:00 b) 集合形式

福岡県福岡市博多区博多駅前   ２丁目

９－２ 

福岡商工会議所

「現場で活かす：キャリア支援のロールプレイング」

ロールプレイは、強みや癖を再確認するのに大変適した学習法です。

しかし、仲間内で繰り返しロールプレイを行うだけでは、なかなか成長できません。

指導者のもとで、自分の強みや課題を意識して行うことが効果的です。

本講習では、少人数でみっちりロールプレイを行い、講師が丁寧にフィードバックします。

資格試験を受験して以来、ロールプレイは久しぶり、という方にお勧めです。

http://c-mind.jp/iwpmain001/wp-content/uploads/files1/20201123_F.pdf

＃人材/人材開発/キャリア形成

#044 有限会社Cマインド 11月14日（土）10:00～10:40 a) オンライン形式 オンラインによる開催

11月度：オンライン受講練習会（土曜開催）

今年度、Cマインドでは講座のオンライン化を進めておりますが

「オンライン研修は初めて」「自分のパソコンで繋がるかな？」「あらかじめ確認しておきたい」という方も多い

ことと思います。

オンライン研修の開催に向けて、無料にて、接続テストを兼ねた「オンライン受講練習会」を開催します。

まだ受講をご検討の方も歓迎です。こちらにご参加の後、どうぞ安心して受講をお申込みいただけます。

まずはこの機会に、オンライン受講の練習をなさってみて下さい。

お問合せ先：info@c-mind.jp

＃自己啓発,＃withコロナ

#045 有限会社Cマインド 11月24日（火）20:00～20:40 a) オンライン形式 オンラインによる開催

11月度：オンライン受講練習会（平日開催）

今年度、Cマインドでは講座のオンライン化を進めておりますが

「オンライン研修は初めて」「自分のパソコンで繋がるかな？」「あらかじめ確認しておきたい」という方も多い

ことと思います。

オンライン研修の開催に向けて、無料にて、接続テストを兼ねた「オンライン受講練習会」を開催します。

まだ受講をご検討の方も歓迎です。こちらにご参加の後、どうぞ安心して受講をお申込みいただけます。

まずはこの機会に、オンライン受講の練習をなさってみて下さい。

お問合せ先：info@c-mind.jp

＃withコロナ

#046
一般社団法人

スーパーウーマンプロジェクト

11月23日（月・祝）13：

30&#12316;15：30
c) 併用

■集合形式とZOOMの併用開催です。

・会場：先着5名

熊本市中央区水前寺公園5-23　むぞカ

フェセミナールーム

・ZOOM：先着10名（ZOOMアカウントは

申込み後にお知らせいたします）

a:就活の母プレゼンツ!「キャリアプランを立ててみよう」学生向け就活セミナー2020

b:学生向けワークショップ

　対象：高校生、専門学校生、大学生、大学院生（学年問わず）

c:15名

https://www.kokuchpro.com/event/shukatsu2020/

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

ファイナンシャルプランニング,＃就職/

就業,＃キャリア教育,＃withコロナ

#047 一般財団法人ACCN
11月24日（火）～27日（金）　各日

19：00-20：00/20：15-21：15
a) オンライン形式 オンラインによる開催

▼「 ACCN テーブルフェス2020 ～あなたのテーマは何ですか？～ 」▼

新しい面談スタイル、人生100年時代、ダイバーシティ、直面する社会課題…さまざまなテーマを一緒に

学び合いませんか

●テーマに興味のある方ならキャリアコンサルタントに関わらずどなたでも参加いただけます（テーマ、開催

日時等詳細はサイトをご参照ください）

●参加費：無料

https://www.allccn.org/information/entry000234.html

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃就

職/就業,＃多様性/ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ,＃

メンタルヘルス,＃withコロナ



受付№ イベント主催者・団体名 イベント開催日時 イベント開催形式 イベント開催地 内容・参加対象者・予定人数等 イベントの中心となるテーマ

#048 株式会社アカルク 11月27日（金）19:00～20:30 b) 集合形式

大阪駅前第4ビル9階　会議室 

（〒530-0001　大阪市北区梅田1丁目

11-4） 

キャリア支援カウンセラー、人事担当者のための

「LGBTQキャリア支援 勉強会」

日時：2020年11月27日（金）19:00～20:30

場所：大阪駅前第4ビル9階会議室

参加費：1000円（参加費は当日会場でお支払いください）

定員：13名

対象：LGBTQなど性的マイノリティの方々のキャリア支援に現在関わっている方、もしくは今後関わりたい

と考えている方

おさえておきたい基礎知識から、当事者のキャリア体験談、企業の最新のLGBTQ採用への取り組みま

で、支援者として知りたい内容を、LGBTQ当事者のみなさんにお話いただきます。今回の企画は講演会

ではなく「勉強会」。現役のキャリアカウンセラーが同じ支援者の立場から、みなさんと一緒に学ぶべくお話を

聞いてゆきます。

登壇：堀川歩、中村舞斗、吉川寛、清田輝

聞き手：矢野由果（大阪府就職支援拠点キャリアカウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント）

主催：株式会社アカルク　https://akaruku.co.jp/

（トランスジェンダーに特化した就職支援、企業へのダイバーシティー活動のコンサルティングを行っている企

業です。）

https://akarukucareer.peatix.com/

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃多様性/ﾀﾞｲ

ﾊﾞｰｼﾃｨ

#049 株式会社トリプルバリュー 11月28日（土）10：00-11:45 b) 集合形式

a）大阪市東淀川区東中島1-13-13 

b）大阪市立青少年センター　KOKO

PLAZA 50４講義室 

a）エンゲージメントカード（価値観カード）体験ワークショップ

b)キャリア支援職向け、ワークショップ

c)定員30名

https://careermonth.peatix.com/

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成,＃就職

/就業,＃多様性/ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ,＃

キャリア教育,＃自己啓発

#050
特定非営利活動法人 日本キャリア・カウ

ンセリング研究会
11月14日（土）9：30-16：30 a) オンライン形式 オンラインによる開催

国家資格キャリアコンサルタント更新講習（技能講習）「自己理解（内的キャリア）の自覚度向上ワー

クショップ技能講習」、定員16名、Zoomミーティングによる講習です。　　　　　　　　　　https://npo-

jcc.org/2020/09/25/koushinkosyu_20201114annai/

＃キャリア教育

#052
特定非営利活動法人 日本キャリア・カウ

ンセリング研究会
11月28日（土）10：00-16：00 a) オンライン形式 オンラインによる開催

国家資格キャリアコンサルタント更新講習（技能講習）「職業生活設計の為の自己理解プログラム」～

目的ある人生の再設計と再出発の支援のために～

https://npo-jcc.org/2020/10/06/koushinkosyu_20201128annai/

＃人材/人材開発/キャリア形成

#053 株式会社テクノファ 2020年11月3日より公開 a) オンライン形式 オンラインによる配信（無料）

a:動画「横山哲夫さんとM社における実践」

ｂ：一般向け、企業経営、人事向け

ｃ：無し

https://technofer.info/contents/114

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃人

材/人材開発/キャリア形成

#055 NPO法人メンタルレスキュー協会
11月24日（火）19:00-21:00　　　　11

月26日（木）19:00-21:00
a) オンライン形式 オンラインによる開催

a:キャリアコンサルタントのための、ZOOMによるキャリアカウンセリング体験会

b:キャリアコンサルタント、オンラインによる開催

ｃ：16名（各日8名）

https://mentalrescue.org/careerconsultant-2020112426/

＃自己啓発,＃withコロナ,＃その

他
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#056
キャリコン面談「30分ロープレ」５人チャレン

ジ！実行委員会

11月21日(土)

10：00-17：00（2時間/3回）　　　　11

月22日(日)

10：00-17：00（2時間/3回）

11月23日(月祝)

10：00-17：00（2時間/3回）

a) オンライン形式
オンラインによる開催：予約の時にZOOM

ルームをご案内します。

a：キャリコン面談「30分ロープレ」５人チャレンジ！練習会

ｂ：キャリアコンサルタント向け練習会　オンラインで開催　約2時間/１回（複数回参加可）

ｃ：54名

キャリコン有資格者同士でキャリコン面談の練習をできるように企画しました。

イベント期間中に5人以上面談することを目標とします。

参加者には30分ロープレ練習会の記録・振返り用ワークシート（Excel）を進呈します。

＜ご案内＞

キャリアコンサルタントの皆さま

５人達成！を目指して、チャレンジしてみませんか？

長年のブランクのある方もお気軽にご参加ください。

キャリコン同士なので、お互いの気持ちがわかると思います。

練習会ではお互いへの配慮を大切にしています。

フィードバックは相手を尊重してポジティブな言葉で伝えています。

記録・振返り用ワークシートにて、スキルの向上が期待できます。

・ZOOMでオンライン面談（予約時にZOOMルームをご案内）

・同時に6名～8名参加できます

・ロープレ練習時は　2名１組でブレークアウトルームへ移動します。

*お互いにキャリアコンサルタント役とクライエント役を体験します。

*最初に30分ロープレを体験して、15分振り返りをした後、交代します。

*ブランクのある人もいます。振返りは充分な配慮をお願いしています。

参加することに意義のある練習会です。仲間もできます。

うまくいく、いかないにこだわらず、体験を重ねることにより必ず向上します。

話の内容によっては、ご自分の得意、不得意な分野があることでしょう。

様々な相談があります。さっきはうまくいかなかったけど、次の面談はうまくできた…

そんなことがよくあります。1回の面談で自分のスキルが決まるわけではありません。

「30分ロープレ」5人チャレンジ！練習会にて5人以上を目指して一緒に体験してみませんか。

https://select-type.com/rsv/?id=j1alDX3ZUIM&c_id=117088

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃セカンドキャリ

ア,＃自己啓発,＃withコロナ

#057 JCDA北海道支部札幌地区会 11月15日（日）13：00-17：00 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a：【イベント名称】オンライン版「人生すごろく~金の糸~」

b：【参加対象者】キャリアコンサルタント（JCDA会員）

c：【開催形態】ビデオ会議システムZoomを使用

d：【参加予定人数】12名

＃経営/ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/組織開発,＃

人材/人材開発/キャリア形成,

＃ファイナンシャルプランニング,＃

就職/就業,＃転職,＃多様性/

ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ,＃キャリア教育,＃セ

カンドキャリア,＃自己啓発,＃

withコロナ

#058
筑波大学働く人への心理支援開発研

究センター
11月27日(金)19:00-21:30 a) オンライン形式 web(Zoom)

・本ワークショップは，筑波大学働く人への心理支援開発研究センターが行った「テレワークによ

る社内コミュニケーションの変化」に関する学術研究の結果をご紹介し，その後にキャリア支援

者としての考えや思いを対話する構成を予定しています。

・学術研究の結果は，以下でもすでに公開されています。

http://www.human.tsukuba.ac.jp/.../teleworksurveyreport/...

当日は，この報告書のポイントをご紹介させていただきます。

  ・参加者同士の対話は，ワールド・カフェ形式で行うことを想定しています。

https://kokucheese.com/event/index/604611/

＃人材/人材開発/キャリア形

成,＃その他
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#059
汐留キャリアカウンセラーズコンソーシアム

（SCCC）「11月のキャリアカフェ」
11月29日（日）13：00－15：00 a) オンライン形式 オンライン（ZOOM）開催

汐留キャリアカウンセラーズコンソーシアム（SCCC)は、汐留近辺で働くキャリアカウンセラーが、企業の枠

を超えて集まった組織です。現在、約20の企業・団体、約40人が活動しています。日頃は、ワークショッ

プやセミナーの開催、キャリアに関する相談など随時行っており、昨年のキャリアマンス2019クロージングイ

ベントにも参加しました。

このたび「キャリアマンス2020」に合わせ、毎月開催している「汐留キャリアカフェ」を広くご案内することとな

りました。「汐留キャリアカフェ」は、現在オンラインで開催しており、キャリアに関するご相談やお悩み、あるい

は日頃思っていること感じていることなどを、SCCCのキャリアカウンセラーと一緒に語り合い聴き合うフリース

ペースです。今回は3つのお部屋をご用意しています。お好きな部屋にお越しください。

①「キャリア相談の部屋」（SCCCのキャリアカウンセラーとのキャリア相談）

②「SCCCについて聞きたい部屋」（SCCCCについてご説明、ご質問にもお答えします。

③「フリートークの部屋」（なんでも語り合いましょう）

 汐留に縁のある方もそうでない方も、キャリアカウンセラーの方もそうでない方も、参加条件はまったくありま

せん。どなたでも無料でご参加いただけます。SCCCやキャリアカフェって何をしているの？と興味を持ってい

ただけましたら、是非お申込みください。

https://fb.me/e/6lBogCqj8

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

地域活性,＃自己啓発

#060 キャリコンサロン 2020年11月28日（土）14:00-15:30 a) オンライン形式 オンラインによる開催

a：キャリアカフェ「キャリコンサロン×CAREER POCKET(キャリアポケット)」協賛イベント

b：参加費無料

c：定員20名

https://careerpocket.jp/events/900003387166/?utm_source=facebookguest&utm

_medium=social&utm_campaign=201128cafe

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃自己啓発

#061 （一社）日本産業カウンセラー協会
11月21日（土）、22日（日）、23日

（月・祝）各日とも10：00-22：00
a) オンライン形式 オンラインによる開催

a：オンライン無料キャリアコンサルティング

b：日本産業カウンセラー協会のキャリアコンサルタントがボランティアでオンライン無料キャリアコンサルティン

グを実施

ｃ：一日あたり24人

https://www.counselor.or.jp/tabid/101/Default.aspx?itemid=340&dispmid=436

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃介護,＃貧

困,＃多様性/ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ,＃育児,

＃キャリア教育,＃セカンドキャリア,＃

自己啓発,＃ハラスメント,＃メンタル

ヘルス,＃健康,＃不登校/引きこも

り,＃withコロナ,＃その他

#062 ACCN北海道支部・ACCN事務局 11月29日（日）10:00-11:30 a) オンライン形式

a)北海道支部 

b)お申込み者へzoomのURLをご案内いた

します。

a)Open ACCN in 北海道

b)ACCN会員、国家資格キャリアコンサルタント、資格取得に興味・関心のある方

・支部活動紹介

・キャリコン活躍の姿：スピーカー１（民間企業）

・キャリコン活躍の姿：スピーカー１（公共機関）

・グループによる語り合い

c)約２０名（受付中）

https://www.allccn.org/information/entry000209.html

＃人材/人材開発/キャリア形成,＃

就職/就業,＃転職,＃セカンドキャリ

ア


