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国が養成を後押し

キャリアコンサルティングの効果に注目

はたらくを、かがやくに

人と組織を元気にする専門職

就職や転職、職場の人間関係など、

仕事を巡る様々な悩みを抱えた相談

者に、カウンセリングを行って支援

する専門職です。最近ではメンタル

面での相談も多くなっています。

キャリア

コンサルタントとは？

企業の従業員だけでなく、学生、

主婦、シニア層まで幅広く支援しま

す。また、小・中学生や高校生に

は、キャリア教育や進路指導も行い

ます。

どんな人から

相談を受けるの？

相談者に対するカウンセリングは

もちろん、組織を元気にするのも

キャリアコンサルタントの仕事で

す。講師や会議をファシリテートす

る役割も担います。

具体的には

どんな仕事をするの？

2016（平成 28）年度に国がキャ

リアコンサルタントを国家資格化し、

「キャリアコンサルタント」は資格者

だけが使える名称独占資格となりまし

た。国は 2025 年までに 10 万人の資

格者を養成しようとしています。

国家資格化と

「10 万人養成計画」

厚生労働省「平成 29 年度能力開発基

本調査」によると、自らのキャリアにつ

いて相談した労働者の約９割が「役に

立った」と回答しました。

また、同省「令和３年度能力開発基

本調査」によると、キャリアコンサル

ティングを行うしくみを、正社員に対し

て導入している事業所は 41.8％ ( 前年

37.8％）と、増加傾向にあります。

「役に立った」が 9 割超

導入事業所は増加傾向

活躍の場はいろいろ！

●　人事・総務部門

●　 部下や後輩の

　　指導・育成

●　メンタルヘルス対策

●　対人・接客業務全般

●　ハローワーク

●　ジョブカフェ

●　障がい者

　　支援施設など

●　各種行政機関の

　　相談業務

●　人材サービス会社の

　　コンサルタント

●　派遣

　　コーディネーター

●　営業

●　スタッフ登録・

　　フォロー

●　高校・専門学校・

　　大学などで進路指導

●　就職支援

　　キャリア教育授業

●　学生課での相談業務

●　研修・セミナー講師

●　人事・組織

　　コンサルティング

　 （社会保険労務士、中

小企業診断士などの有

資格者がダブルライセ

ンスとして取得・活用）

一般社団法人地域連携プラットフォームは、「はたらくを、かがやくに」を理念に掲げ、「世界中の働く人を幸せにする」と

いう思いで国家資格キャリアコンサルタント養成講習を実施しています。キャリアコンサルタントは傾聴力と質問力を身につ

けたキャリア相談の専門家です。あなたも一般社団法人地域連携プラットフォームのキャリアコンサルタント養成講習で、キャ

リア相談の専門家になりませんか？
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リーズナブルな価格設定

・入学金なし、受講料のみ

 　 入学金なし、テキスト代込みだから、受講料だけで OK。他校に比べてリーズナブルにキャリアコンサ

ルタント国家試験の受験資格を得ることができます。

・各種特典制度あり

　 「給付金対象外特典」「ペア特典」「シニア特典」「ご紹介特典」をはじめ、お得に受講していただくため

様々な特典をご用意しています。

最短最速で受験資格

・通常コースは約3カ月で修了

 　 １～２週間に１回の講習を計 10 回受講していただき、約 3 カ月で修了できます。土曜コース、日曜コー

スに加え、月曜コースや平日夜コースもあります。ご都合に合わせて選択してください。

・約1.5 カ月の最速コースも

　 土曜・日曜ともに講習を行うことで、計 10 回を約 1.5 カ月で修了できる最速コースもあります。急い

で資格取得したい方に好評です。短期集中型の方におすすめです。

充実した受験対策

・実技試験対策

　 国家試験の実技試験対策として、「受験対策講座」が好評です。論述と面接ロールプレイの講座をリー

ズナブルな価格で受講できます。対象は受講生・卒業生のみです。

・学科試験対策

　 『国家資格キャリアコンサルタント 学科試験 要点テキスト & 一問一答問題集』は、柴田郁夫・弊校代

表が作成した問題集です。この一冊を活用すれば合格間違いなし、と大人気の受験対策本です。

すべてオンライン

・北海道から沖縄、海外まで　忙しい方も受講しやすく

 　 オンライン講習はもちろん、通信添削課題の提出や習得度確認試験も、すべてオンラインです。受講生

の住所は北海道から沖縄まで。「出張が多くて海外から受講したい」という忙しい方も受講可能です。

・受験対策講座もオンライン

　 受験対策講座も原則としてオンライン。どこにいても論述や面接ロールプレイの練習ができます。

資格取得後も手厚いフォロー

・就職支援や独立開業支援も

 　 資格を取得した後の支援体制も充実しています。キャリアコンサルティングなどの就職支援制度や、各

種セミナーを通じたブランディング支援、独立開業支援も実施しています。

・経験を積んで講師への道

　 養成講習のアシスタントや上位資格講座の受講は、弊校講師の資格を取得するステップとなります。

経験豊富な一流講師陣

・1級技能士を中心に

 　 国家検定キャリアコンサルティング 1 級技能士や大学名誉教授を中心とした一流講師陣が、分野別に

授業を担当し、チーム一丸となって指導します。

・定番参考書の著者が指導

　 講師陣には人気のキャリコン受験本の著者も。分かりやすい指導が好評です。

無料の講習振替制度

・同じ期の別のコースに振替OK

 　 同じ期に最低でも 2 コースあるため、都合の悪い日は無料で振替 OK です。全 80 時間のうち、原則

として 16 時間まで振替可能です。外せない用事が入ってしまっても安心して受講できます。

・欠席が16時間を超えた場合は次の期に無料で振替可能

　 16 時間までの欠席はレポート提出で修了要件を満たせますが、超えた分は次の期に受講できます。
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講習の流れ

リーズナブルな価格設定

オンライン講習（ZOOM）カリキュラム：80 時間

通信添削課題（自宅学習）：70 時間相当

オンラインの受講方法 振替・欠席、講習の特徴

すべてオンライン

Q　自宅が遠くて全く登校できなくても受講可能？

A   　 オンライン講習はすべて ZOOM で開催します。通信添削

課題は Excel を E メールでやり取りします。北海道から

沖縄まで、さらには海外からでも受講可能です。海外出張

が多くて忙しい方にも受講していただけます。また、別途

開催している受験対策講座も原則オンラインです。

事前に必要な準備

Q　オンライン受講や課題の提出に、何か準備が必要？

A 　 インターネット接続環境や ZOOM、Word、Excel が使用

できる環境をご準備ください。また講習では資料を画面に

表示したり、共有したりするため、パソコンでの参加を推

奨しています。参加はカメラオンを必須としておりますの

で、落ち着いて受講できる環境をご用意ください。

無料の講習振替制度

Q　オンライン講習の振替受講や欠席はできるの？

A 　 振替は無料で、同じ期の中なら原則 16 時間まで可能です。

欠席は 8 時間まで可能、8 時間を超えて 16 時間までは、

欠席レポートを提出することで修了要件を満たすことがで

きます。16 時間を超えた分については、特別な救済措置

として、次の期での受講を認めています。

演習重視・組織開発に重点

Q　カリキュラムの内容にはどんな特徴があるの？

A 　 演習の多いことが一番の特徴です。講習の 4 分の 3 が演

習で、カウンセリングのスキルをじっくり体得できます。

第 2 にグループアプローチや組織開発、ファシリテーショ

ンを学ぶ時間が多いことです。キャリアコンサルタントに

必要な組織開発についての学びを深めることができます。

受講料

297,000円(税込)
※入学金・教材費は不要。受講料のみお支払いいただきます

※  クレジットカード払いは paypal をご利用ください

※分割払いは教育ローンをおすすめしています

　リーズナブルなのは受講料だけではありません。各種特典制度も充実しているほか、合格をサポートする受験対策講座の料

金も他校の 3 分の 1 以下と、受講しやすい価格を目指しています。そうすることで、多くの人にキャリアコンサルタントになっ

てもらいたい。そして、「世界中の働く人を幸せにすること」へとつなげたい。そんな思いから、設備費用を抑え、オンライ

ン講習 (ZOOM) のみにすることで、リーズナブルな価格設定を実現しました。

■講義　●演習　★平日夜コースの場合 ※全 10 日間、1 日 8 時間（午前 9 時～午後 6 時 40 分）　※平日夜コースは全 40 日間、1 日 2 時間（午後 7 時 20 分～ 9 時 30 分または午後 7 時 50 分～ 10 時）

※オンライン講習とは別の学習です

■オリエンテーション

　 社会経済動向、キャリ

コンの役割

●カウンセリング技能１

　 マイクロ技能の階層表

　 傾聴訓練を兼ねた自己

＆他己紹介（演習）

　 伝え返し、要約、感情

の反映（演習）

●自己理解の支援１

　 「私は……」演習

　 気づき、自己概念、人

生の振り返り（演習）

　 ライフラインチャート

での質問と要約演習

　 受容・共感と傾聴スキ

ルの演習

●自己理解の支援２

　 過去のキャリア

　 適切で謙虚な質問（演

習）

■カウンセリングの理論

●カウンセリング技能２

　 自己概念と体験の一

致・不一致

●仕事理解の支援

　 多様な職業理解（グ

ループ演習）

　 職 業 興 味 の ６ 類 型

（RIASEC 理論）

　 ワールド・オブ・ワー

クマップ

●自己啓発の支援

　 ライフ・キャリア・レ

インボーの作成

　 計画された偶発性

■キャリアに関する理論

●自己理解の支援３

　 理解を深める質問

●意思決定の支援１

　 決定プロセスの理解

　 「印象深い意思決定」

演習

　 転機の特性と乗り切り

方演習

●意思決定の支援２

　 転機への対処法

　 転機をテーマとした

ロールプレイ（演習）

　 意思決定への模擬ロー

ルプレイ（演習）

●方策実行の支援１

　 相談者への動機付け、

方策実行マネジメント

　 キャリアシート（職務

経歴書や履歴書）の点

検演習

●方策実行の支援２

　 求人情報探索、情報収

集

　 応募書類の作成支援

（演習）

　 採用面接の支援（演習）

●新たな仕事への適応支

援１

　 意思決定支援のロール

プレイ（演習）

　 効果的面談とフォロー

アップ（グループ討議）

● 新たな仕事への適応支

援２

　 キャリアチェンジ成功

の要因をさぐる（演習）

　 エンプロイアビリティ

　 「プロティアン・キャ

リア」と心理的成功

●相談場面の設定

　 ラポール形成を意識し

た模擬ロールプレイ

（演習）

● 相談過程全体の進行に

関する技能１

　 模擬ロールプレイ演習

●自己理解の支援４

　 アセスメントによる自

己理解

■労働政策及び労働関係

法令並びに社会保障制

度の知識

■職業能力開発の知識

● 相談過程全体の進行に

関する技能２

●相談場面の設定

　 気づきや変化を生むた

めの「見立て」

　 システマティック・ア

プローチ

　積極技法の詳細

　模擬ロールプレイ演習

●グループアプローチ技

法１

　 プロセスの理解

　 グループを観察する

（演習）

■企業におけるキャリア

形成支援の知識

■ ネットワークの認識と

実践

●■キャリアシートの作

成指導及び活用の技能

　 キャリアシート指導の

要点（グループ演習）

　 自己 PR の明確化を支

援するロールプレイ

（演習）

●環境への働きかけの認

識と実践１

　 グループへの働きかけ

（グループ・ファシリ

テーション演習）

　 企業・学校・地域への

プロジェクト（グルー

プ演習）

　 グループダイナミクス

と組織マネージメント

● ネットワークの形成演

習（個人演習＆グルー

プ討議）

　 ネットワークを意識し

た問題解決ロールプレ

イ（演習）

● グループアプローチの

技法２

　 ファシリテーションス

キルによる組織活性化

（グループ演習）

● 環境への働きかけの認

識と実践２

　 ジョブカードを用いた

組織内面談演習（セル

フ・キャリアドック）

●相談過程の総括

　 資格取得後のイメージ

（個人演習＆グループ

討議）

全 200 問を E メールで提出

習得度確認試験

・学科
・論述
・ 面接ロール

プレイ
通信添削課題の

攻略におすすめ ▶
6 日目までに

【問 101 ～ 150】

8 日目までに

【問 151 ～ 200】

4 日目までに

【問 51 ～ 100】

2 日目までに

【問 1 ～ 50】
▶ ▶ ▶
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合格・資格取得への歩み

充実した受験対策講座 人気の受験対策本

□　オンライン講習 10 日目の「習得度確認試験」に合格すること

□　オンライン講習の出席時間数が規定を満たしていること

□　通信添削課題をすべて提出し合格すること

□　受講料が支払い済みであること

■ 修了の要件
　学科試験は四肢択一のマークシート式で 50 問、制限時間は 100 分です。実技の論述は学科試験と同じ日に行われ、逐

語記録を読んで記述式で解答します。制限時間は 50 分です。実技の面接試験は、学科や論述とは別の日に別の会場で実施

されます。ロールプレイ 15 分、口頭試問 5 分の計 20 分です。詳しくは、各試験団体のホームページをご確認ください。

■　キャリアコンサルティング協議会（CC 協議会）　https://www.career-shiken.org/about/schedule/

■　日本キャリア開発協会（JCDA）  　https://www.jcda-careerex.org/information/schedule.html

■国家資格試験

　キャリアコンサルタントとして活動するためには、

キャリアコンサルタント名簿への登録が必要です。登

録事務は、特定非営利活動法人キャリアコンサルティ

ング協議会内に設置したキャリアコンサルタント登録

センターが行います。

　登録方法の詳細は【国家資格キャリアコンサルタン

ト Web サイト登録センター】をご確認ください。

■登録
　キャリアコンサルタントの登録を継続するには、5

年ごとの更新が必要です。更新を受けるには、厚生労

働大臣の指定を受けた講習の受講が必須で、弊校でも

実施しています。

　更新講習は登録完了後から受講可能です。5 年間で

計画的に受講することをお勧めします。

　※知識講習 8 時間以上・技能講習 30 時間以上

■更新講習

【通学課程】

オンライン講習：80 時間

【通信課程】

通信添削課題：70 時間相当

　『国家資格キャリアコンサルタント 学科試験 要点テキスト & 一問一答問題集』

（秀和システム刊）は、柴田郁夫・弊校代表が作成した問題集です。著者自らが

やさしく解説しているのでわかりやすく、この一冊を徹底的に学習することで、

幅広い知識が問われる学科試験を攻略することができます。万全の参考書として、

受験生に大人気の対策本です。

　また受講生は、学科試験に向けた勉強方法や出題傾向について、代表の柴田が

丁寧に説明する映像を視聴することもできます。

学科対策にはこの一冊

　実技受験に向けた弱点補強、再受験などにご利用いただける試験対策をリーズナブルな価格でご準備しています。養成講習

の受講生・卒業生のみが対象で、1 回 2 時間、原則としてオンラインで実施します。合格実績の高い人気の講座です。

■　論述試験対策：CC 協議会、JCDA の両試験運営団体に対応。過去の試験問題やアレンジ問題を使用します。

■　面接試験対策：講師による適切なフィードバックを受けながら繰り返しロールプレイの練習ができます。

■　受講料：論述対策　1000 ポイント

　　　　　　講師フィードバック付き面接ロールプレイ　2500 ポイント

　　　　　　ロールプレイの見学　500 ポイント

実技対策（論述・面接ロールプレイ）
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資格取得後　広がる可能性

キャリア・オアシスで実践、相談、ネットワーク作り

　キャリア・オアシスは、相談者と専門家（国家資格キャリアコンサルタント）をつなぐマッ

チングサイトです。キャリアコンサルティングをする「実践の場」であると同時に、受け

る「相談の場」でもあります。また、弊校同期生の「横のつながり」や、数十期にわたる

先輩や後輩との「縦のつながり」、セミナーや勉強会を通じて同じテーマの元に集ったメ

ンバー同士の「斜めのつながり」など、様々なネットワークが広がっています。さらに、キャ

リア・オアシスは独立開業のプラットフォームとして、各種セミナーで独立開業やブラン

ディングのための支援も実施しています。

キャリアコンサルタントの資格取得後に就職を希望する方に向けて、キャリアコンサルティング

の実施、求人情報の提供など、幅広い就職支援を行っています。

また、キャリア・オアシスでは「就職支援セミナー」「業界研究セミナー」「就職のためのメイクアッ

プ講座」「キャリアシートの書き方講座」など、キャリアコンサルタントの実務に役立つセミナー

を開催しています。

独立・起業を目指す方に向けて、公的機関と連携して実施している育成講座です。ビジネスアイ

デアの出し方、マーケティング、販売戦略・販路開拓など、初歩から創業まで網羅しています。

キャリアコンサルタントとしての専門性をさらに高め、ファンを増やすための個別支援や各種セ

ミナーを開催しています。

キャリア・オアシスに登録することで、相談者に対するキャリアコンサルティングを実施できま

す。また、セミナーのファシリテーターとして経験を積むこともできます。

弊校「キャリアコンサルタント養成講習」のアシスタントを随時募集しています。キャリアコン

サルタントとしての学びを深められると同時に、講師資格取得へのステップにもなります。

国家検定キャリアコンサルティング技能士の 2 級・1 級を受験する方へ、実技対策の講座を実

施しています。「キャリアコンサルタント養成講習」の講師資格取得のステップにもなります。

環境への働きかけ、特に組織への働きかけができる人材の育成を目的とした資格です。アプロー

チ方法などを実践的に学び、コンサルタントや研修講師として自立・独立する力が身につきます。

就職支援制度

実践の場

アシスタント

2 級・1 級技能士

組織キャリア開発士

ブランディング支援

創業スクール
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講師からのメッセージ 教育訓練給付金（専門実践）支給の流れ

　キャリアコンサルティングの最後に、ありがたくも相談者の方から「素敵なお仕事ですね」と言っていただくことがありま

す。そのような時、「お役に立つことができたのかな」と感じます。さて、キャリアコンサルタントの役割は、単に指導する

ことではなく「支援」することです。支援するためには、相談者を知り、理解することが大切ですね。また、様々な問いかけ

も「相談者の支援になるからする」というものになります。

　「支援していきたい」という思いを大切に。キャリアコンサルタントを目指して、一緒に学んでいきましょう。

　１級キャリアコンサルティング技能士（指導者レベル）、国家資格キャリアコンサルタント、メンタルヘルス・マネジメント

検定Ⅰ種（マスターコース）　。総合商社にて人事労務を経験した後、結婚・出産・育児を経ながら働き方を選択。現在はキャ

リアコンサルタント育成、企業領域のキャリアコンサルティングを中心に活動。

キャリアコンサルタントを目指している方へ

　講習の初めに「傾聴」などカウンセリングの技法をお伝えし、それを周囲の人たちに実践してくださいと宿題にします。そ

の感想を聞くと「部下の接し方が変わった」「配偶者とよく話ができるようになった」など、さっそく日常に変化が起きる方

が大勢います。キャリコンの学びは、コミュニケーション力を上げ、人間関係を良好にします。そして、そのスキルは１対１

の面談だけでなく「１対多」のワークショップや研修を行う際にも応用できます。個人を相手としたコーチになると共に、組

織やグループをより良くできるファシリテーターにもなれる。その道筋を示すのが、他校にはない本講習の特徴の一つです。

一般社団法人地域連携プラットフォーム代表理事。１級キャリアコンサルティング技能士、公認心理師、組織キャリア開発士。

大学助教授・准教授としての学生への就業支援、職業訓練校での求職者支援など 20 年以上のキャリコン実践経験。ベストセラー

の『国家資格キャリアコンサルタント学科試験・要点テキスト＆一問一答問題集』はじめキャリコン関連の著作多数。

「組織」を元気にする力も身に付く、キャリアコンサルタントへの学び

　資格を取得し、初めて個別面談した日の気持ちは忘れられません。十分に準備して臨んだつもりでしたが、カチカチに緊張

して手や背中まで汗でいっぱい。クライエントの方は「キャリアコンサルティングってこんな感じなんですね」と言ってお帰

りになり、どんな意味かはわかりませんが、二度とあのような不安な気持ちは繰り返したくないと思いました。

　それからは積極的にセミナーや勉強会に参加したり、ロールプレイのクライエント役をしたりして、少しずつ成長してきま

した。キャリアコンサルタントは本当に自己研鑽が必要だと実感しています。私ももっともっと成長していきたいですね。

　2 級キャリアコンサルティング技能士。美術系大学を卒業後、フリーランスのデザイナー、トレーサー、CAD、テニス講師、

絵画教室講師を経て国家検定資格を取得。現在はキャリアコンサルティング、セミナー、就職のための面接指導、行政機関受託

授業など幅広く活動している。

私の苦いキャリコンデビュー

①　 訓練対応キャリアコンサルタントによる

訓練前キャリアコンサルティング

②　 就業の目標、職業能力の開発・向上に関

する事項を記載したジョブ・カードの交

付を受ける

③　 下記の書類を住所地の管轄ハローワーク

へ提出

　　□　 教育訓練給付金と教育訓練支援給付

金受給資格確認票

　　□　 上記のジョブ・カード

　　□　 本人・住居所確認書類と個人番号（マ

イナンバー）確認書類

　　□　 写真 2 枚　

　　　　※ マイナンバーカードを提示するこ

とで省略可能

　　□　 払渡希望金融機関の通帳または

キャッシュカード

　　□　 専門実践教育訓練給付と特定一般教

育訓練給付再受給時報告（過去に受

給したことがある場合）

受講開始日の原則1カ月前までに

必要な手続き

受講修了日の翌日から 1 カ月

以内に管轄ハローワークへ必要

書類を提出

※ 領収書など必要となる書類は

修了時に弊校でまとめてご用

意します

修了時の手続き

50％分の支給申請

 資格を取得し、修了した日の翌日

から 1 年以内に雇用保険の被保

険者として雇用された場合、その

翌日から 1 カ月以内（被保険者

として雇用されている方は、資格

取得した日の翌日から 1 カ月以

内）に、管轄ハローワークへ必要

書類を提出

資格取得後の手続き

追加20％分の支給申請

専門実践教育訓練給付金の受給を希望する方は、必ず住所地を管轄するハローワークに

ご自身でご確認ください

一般社団法人地域連携プラットフォーム「キャリアコンサルタント養成講習」

１１１００５５－２０１００１１－０

　法政大学社会学部専任講師、同助教授、ニュー・

サウス・ウェールズ大学客員研究員、ボローニャ

大学法学部客員教授、法政大学社会学部教授、法

政大学大学院政策科学研究科教授、トレント大学

法学部客員教授などを歴任後、2008 年法政大学

大学院政策創造研究科教授。2013 年法政大学名

誉教授。2013 ～ 2017 年中央労働委員会会長。

　『雇用政策とキャリア権～キャリア法学への模

索』（弘文堂）、『法律学小辞典（第 4 版増補版）』（有

斐閣、共編著）など著書多数。

　1 級 ・2 級キャリアコンサルティング技能士、

国家資格キャリアコンサルタント、一般社団法人

地域連携プラットフォーム上級フェロー。著書に

『国家資格キャリアコンサルタント実技試験 ( 面

接・論述 ) 実践テキスト』（秀和システム、共著）

など。

　長年、企業の管理職・経営職を歴任。その後、キャ

リアコンサルタントに転身し、多くの再就職支援

実務やキャリア研修に携わる。現在はキャリアコ

ンサルタントの養成に力を入れている。

支給対象者

□　 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が 3 年以上（初めて支給を

受けようとする場合は 2 年以上）あること

□　 受講開始日時点で被保険者でない場合は、被保険者資格を喪失した日（離

職日の翌日）以降、受講開始日までが 1 年以内（適用対象期間の延長

が行われた場合は最大 20 年以内）であること

□　 前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに 3 年以上経

過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者（在職者）

か、離職者
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卒業生からのメッセージ

国家資格キャリアコンサルタントの活動状況

　受講料でこちらを選びましたが、充実した受験対策講座、受講生同士が切
せ っ

磋
さ

琢
た く

磨
ま

できる自主

勉強会、経験豊富でとても面倒見の良い講師の方々、地方在住でもオンライン受講できいろい

ろな受講生と出会うことができるなど、受講して本当に良かったです。おかげ様で一発合格す

ることができましたし、更に今までの自分のキャリア、そして今後どうなりたいか自分自身を

見直すこともできました。また資格取得をきっかけに念願の異動も果たすことができました。

試験後も受講生同士で情報交換をすることでお互い刺激を受け自己研
け ん

鑽
さ ん

に励んでいます。

　大卒後営業職に就いたが出産により退職、育児が一段落したため製造業事務職として再就職、
キャリコン資格取得をきっかけに人事部門へ異動し現在に至る。（第 12 期）

人生の幅が広がったキャリアコンサルタント資格
氏家 博美さん

　私が地域連携プラットフォームに決めたのは、講師である柴田先生が説明会に参加されてお

り、講座内容や資格取得後に活躍できる分野など、具体的な情報を教えてもらえたことが理由

でした。また経験豊富な 1 級、2 級技能士の先生方が、実際のコンサルティング経験談を交

えて講義してくださるので、資格取得後のイメージが湧いたのも良かったと思います。

　さらに受講生同士の自主勉強会では、過去問をもとに様々なテーマで面接練習することで、

キャリアコンサルタントとしての守備範囲の広さを養うことができました。

2003 年精密機器メーカーに入社。ソフトエンジニアを経て現在は新規事業企画に従事。ボラ
ンティアで社員向けにキャリアコンサルティング実施。2021 年に資格取得。（第 11 期）

地域連携プラットフォームをオススメする理由
神川 朋久さん

　講習 1 日目、早速手を動かし自己理解を促進する実践は、大変貴重でした。また、受容とは？

共感とは？一致とは？が身体に染み入る度に、キャリアコンサルタントとしての軸を作ってい

ただいたと感謝しております。柴田先生が幾度となく「この講習を受けても合格できるとは限

らない」などと気持ちを引き締めてくださったことで、程良い緊張感で試験に臨めました。

　試験は、思考力を問うと同時に、幅広い分野から出題されたように感じました。あの怒
ど

涛
と う

の

通信課題 200 問と共に、更なるご発展を期待しております。

　保険販売員として保険会社に 15 年在籍。出産の後は 15 年間、エステティシャンとしてエス
テや美容カウンセリングなどを行っている。（第 21 期）

10 日間の養成講習で体感の大切さを実感！
めいさん

　私は地域連携プラットフォームの養成講習を受講して、自分自身に対する理解を深める事が

でき、「強み」を発見できました。ロールプレイでは相談者の自己理解や気づきにつなげるよ

う指導を受けましたが、当初は事実確認や提案ばかりしていました。講習を通じて、自分自身

が気づかなければ変わらないと学びました。養成講習では、単に資格試験に合格するだけでは

なく、その後の仕事や将来につながる大切な事を学べました。受験対策講座は質が高く、おか

げ様で一発合格する事ができました。ありがとうございました。

　大学卒業後、団体職員として 12 年間勤務後に、現在公益法人で就労に向けた支援を行ってい
る。（第 16 期）

資格取得だけでなく、その後に活かせる講習
渡邉 美奈さん

　女性のキャリアをサポートする仕事をしたいと思い、キャリアコンサルタントの資格を目指

しました。こちらを選んだ理由は3点です。①分かりやすい講義。他校の紹介動画も見ましたが、

眠くなってしまうものが多かったです。こちらの動画は大変分かりやすく、入校を即決しまし

た。②受験本の著者・柴田郁夫さんが代表というのも魅力的でした。③リーズナブルな費用。

　受講中に課題提出もありハードでしたが、勉強する習慣が付きました。結果、一発合格して

現在はキャリアコンサルタントとして働いています。

大学卒業後、電機メーカー秘書を経て結婚し子育てのため退職。大学事務、外資系総務、IT
ベンチャー総務を経て 2022 年キャリアコンサルタント取得。（第 18 期）

資格取得を目指すなら地域連携プラットフォームで！
青木 徳子さん

　私が養成講習を受講したのは、ちょうど新型コロナウィルス感染拡大の始まりで在宅勤務も

あり、セカンドキャリアを考え始めたことがきっかけでした。

　養成講習は同期 13 名とすべて対面で行われました。必ず朝一番は先週の出来事の発表で始

まり、理論についても実技との組み合わせで進めていただき、常に全員参加の授業であったと

思います。講師は著名な先生方ばかりなのですが、講義内容は分かりやすく、実務的で一人ひ

とりに寄り添うような講義でした。大変お世話になりました。

　大学卒業後、アパレル総合会社に入社、営業、企画、総務、人材などを歴任。現在は DX を推
進する関連会社にて勤務。（第 9 期）

キャリアコンサルタント養成講習を受講して
木村 泰一さん



受講のお申し込み

●　一般社団法人地域連携プラットフォームホームページの「養成講習申込フォーム」からお申し込みください。

　　https://careerjp.work/cc1/kouzamoushikomi

●　定員が埋まり次第、受付を締め切らせていただきます。

●　3 営業日以内に受講申請書控えとご入金案内をメールでお送りします。

　　（3 営業日を過ぎてもメールが届かない場合は、電話でお問い合わせください）

●　ご入金は原則としてお申し込みから 1 週間以内にお願いいたします。

●　ご入金確認後、テキストなどをお送りします。開講の 1 週間前までに発送します。

●　開講の約 1 週間前に ZOOM の URL など必要事項をお知らせするメールをお送りします。

お支払い方法

法人概要

　NPO 法人の連携組織「東上線 NPO ネット」を母体として、平成 25 年に法人化。「国家資格キャリアコンサルタント養成講習」は、

「地域内にある中小企業を元気にしたい」という思いからスタートしました。

　養成講習の立ち上げにあたっては、キャリアコンサルタント分野の大御所であられた故・木村周先生に大変お世話になりました。　

木村先生は同じ埼玉県の在住者でもあり、「地元中小企業の従業員や経営者の方々と面談をして、生き生きと働いていただけるように

なる、そんなキャリアコンサルタントを養成しましょう」との思いを共有しました。以来、その思いを実現するために質の高い講習を

心がけ、多数のキャリアコンサルタントを輩出してきました。

　キャリアコンサルタント資格保持者に対する学びの場の拡充にも力を注いでおり、平成 30 年度からは、キャリアコンサルタント更

新講習を実施。平成 31 年には、キャリアコンサルタント向けの上級資格「組織キャリア開発士」を発足しました。

〒 353-0006 埼玉県志木市館 2-5-2　鹿島ビル 4 階

（志木サテライトオフィス・ビジネスセンター内）

TEL：048-476-4600

mail：info@careerjp.work

銀行振込 一括
お申し込み後に E メールでお知らせする所定の銀行口座へお振り込みください。

手数料はご負担ください。

paypal 一括
クレジットカードによるお支払いをご希望の場合は paypal をご利用ください。

登録（無料）することで、クレジットカードによるオンライン支払いが可能になります。

教育ローン 分割払い
分割払いをご希望の場合は、金融機関の教育ローンなどをご利用いただくことができます。

詳しくはお問い合わせください。


