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実践力を高める『本気の』キャリアカウンセリング学習会（キャリコン対策講座）開講のお知らせ 

 

 NPO 法人李塾代表 李舜哲（心理学修士，シニア産業カウンセラー） 

キャリアコンサルティング技能士（2 級），キャリアコンサルタント 

 

 キャリアコンサルティング・カウンセリング実力 up 学習会を、2016.6/19 日と 7 月に実施

される第 16 回国家資格キャリアコンサルティング技能検定の日程に合わせて、開講します。 

 キャリコン技能検定、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント（国家）資格対策としても、

充分に対応できる内容となっております。 

 

Ⅰ 内容 （所要時間は 1回 2時間を基本としております。） 

 

１．実技力アップ講座 

①ベーシック講座１，２，３，４ 

 ●逐語記録検討力および記述力向上講座：論述ベースアップ講座 

 ・文章要約力訓練 

 ・論述基礎問題演習：主訴の要約、希求性に注目する 

 ●面接力向上講座 

 ・相談プロセスの徹底した理解と積極的傾聴技法訓練。7つの相談スキルの理解。 

 ・マイクロカウンセリングスキル向上による問題把握演習 

②スキルアップ講座１，２，３，４ 

 ●キャリアコンサルタントが考える問題、目標を設定する能力向上 

 ・希求性を阻害する要因とゴール設定。 

・視点を変えた複数の方策の提示の演習 

・練習問題、過去問題を用いた演習 

●カウンセリングスキルの応用による相談プロセスの達成（終結） 

・積極的傾聴技法を徹底的に実施、問題が何かをしっかりと把握する 

・解決志向型のカウンセリングエッセンスを取り入れた具体的展開演習 

③キャリアコンサルティング技能検定対策 

 ●論述模擬問題演習と解説 

 ●グループによる面接実践演習 

 ●ロールプレイケースを用いた演習 

 ●論述実技直前特講、面接実技直前特講など 

 

２．学科対策集中講座・論述対策集中講座 

 

３．必修！キャリアコンサルティング・カウンセリングに絶対必要な心理学講座 
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Ⅱ 講師：李舜哲 （NPO法人李塾 代表理事）ほか 

 

 有資格者によるインターン、サポーターが参加される場合があります。 

 

Ⅲ 申し込み・受講費について 

 

 ●開講日は、日程表をご確認ください。 

 ●会場について： 都内（中央区・新宿区・千代田区など） 

          さいたま市内（大宮駅東口より徒歩 8分） 

          横浜市内（横浜駅西口より徒歩 4分。※詳細は 4Pをご参照ください。） 

●受講費 

・NPO 会員または紹介の方：1 回 2 時間 4000- 

・一般の方：1 回 2 時間 6000－ 

 

 お支払いは、月払い（月謝制）か、その都度払い（一回参加ごとに当日その場にてお支払い）をお選

びいただけます。 

①月払い（月謝）について 

・会員または紹介の方＝毎月初めに、13000-をお支払いください。 

・一般の方＝毎月初めに 20000-をお支払い下さい。 

②その都度払いの方 

 講座開始前に、会員または紹介の方は 4000-を、一般の方は 6000-をお支払いください。 

※なお NPO 李塾では随時、入会申し込みを受け付けております。公式ウェブサイトをご覧になり、活

動に賛同していただける方はどなたでもご入会いただけます。（現在、入会金・年会費は無料） 

●参加希望者は、参加講座名と希望日をメールにてお申し込みください。 

 

 ☆申込・お問い合わせ☆  

 e-mail:  info@leejuku-cxc.org まで 

※ ご希望に応じて、少人数指導・復習・特訓講座など臨時開講する場合もございます。 

※ 今回もワンコインサポーターを募集します。受検されない方、有資格者でロールプレイの相

手役等、手伝っていただける方。1 回￥500 でご参加いただけます。 

NPO 法人李塾 公式ウェブサイト 

 

http://www.leejuku-cxc.org/ 

  

mailto:info@leejuku-cxc.org
http://www.leejuku-cxc.org/
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Ⅳ 日程 （※個別指導、開催地の追加等、今後の追加・変更があります。） 

 

１．実技力アップ講座 

 

テーマ 
東京１：定員 15 名 

木曜日 19－21 時 

横浜：定員 10 名 

金曜日 19－21 時 

東京 2：定員 10 名 

土曜日 10－12 時 

ベーシック 1 4/7  中央区月島区民館 4/8 かながわ県民センター 4/9  中央区銀座区民館 

ベーシック 2 4/14 中央区佃区民館 4/15 かながわ県民センター 4/16  中央区佃区民館 

ベーシック 3 4/21 中央区佃区民館 4/22 かながわ県民センター 4/23  中央区佃区民館 

ベーシック 4 4/28  中央区月島区民館 4/29 かながわ県民センター 4/30  中央区銀座区民館 

スキルアップ 1 5/12  中央区 or 新宿区ほか 5/13 かながわ県民センター 5/14  中央区 or 新宿区ほか 

スキルアップ 2 5/19 中央区 or 新宿区ほか 5/20 かながわ県民センター 5/21 中央区 or 新宿区ほか 

スキルアップ 3 5/26 中央区 or 新宿区ほか 5/27 かながわ県民センター 5/28  中央区 or 新宿区ほか 

スキルアップ 4 6/2  中央区 or 新宿区ほか 6/3 かながわ県民センター 6/4  中央区 or 新宿区ほか 

検定直前対策 6/9  中央区 or 新宿区ほか 6/10 かながわ県民センター 6/11 中央区 or 新宿区ほか 

検定直前対策 6/16 中央区 or 新宿区ほか 6/17 かながわ県民センター 6/18 中央区 or 新宿区ほか 

面接演習 6/23 中央区 or 新宿区ほか 6/24 かながわ県民センター 6/25 中央区 or 新宿区ほか 

面接演習 6/30 中央区 or 新宿区ほか 7/1 かながわ県民センター 7/2 中央区 or 新宿区ほか 

面接演習 7/7 中央区 or 新宿区ほか 7/8 かながわ県民センター 7/9 中央区 or 新宿区ほか 

面接演習 7/14 中央区 or 新宿区ほか 7/15 かながわ県民センター 7/16 中央区 or 新宿区ほか 

面接演習 7/21 中央区 or 新宿区ほか 7/22 かながわ県民センター 7/23 中央区 or 新宿区ほか 

面接演習 7/28 中央区 or 新宿区ほか 7/29 かながわ県民センター 7/30 中央区 or 新宿区ほか 

 

２．学科対策集中講座・論述対策集中講座：定員 25 名 

 

テーマ 
学科対策集中講座 

中央区 or 新宿区ほか 

論述対策集中講座 

中央区 or 新宿区ほか 

基礎理論・基礎演習 ①5/14 土 14－17 時 ①6/ 4 土 14－17 時 

過去問演習・特講 ②5/21 土 14－17 時 ②6/11 土 14－17 時 

 

３．必修！キャリアコンサルティング・カウンセリング心理学講座：定員 25 名 

 

テーマ 中央区 or 新宿区ほか 

カウンセリング・面談に絶対必要な心理学の理論：解説と演習 ①4/23 土 14－17 時 

キャリアコンサルティングに絶対必要な心理学の理論：解説と演習 ②4/30 土 14－17 時 

 

 


