
会員限定講座 20２1 年度 1 級合格キャリア塾 8 回 OP 会員限定 

真の「指導者」を養成し、1 級実技試験合格を目指すアクティブラーニング形式の講座 

回 東京会場 

9：30～16：30 

大阪会場 

9：30～16：30 
面接合格対策 カリキュラム内容 

動画 システマティック・アプローチのプロセスを正しく理解し、後進にわかりやすく指導するポイント」を事前学習として視聴していただきます。 

1 7 月11 日（日） 

すみだ産業会館

錦糸町 
9：15～16：15 

7 月４日（日） 

神戸大学 梅田

凌霜クラブ 

本講座のガイダンスと第10回試験結果から実技試験の次回への合格のポイント

を把握する。1級試験の制度設計や構造理解から2級試験との違いを知り、 

習得すべきスキルや知識を把握するとともに、1級の「評価区分」を認識する。 

指導者の必要性と社会的ニーズを考え、自分らしい指導者像を明確化する。 

2 8 月７日（土） 

すみだ産業会館

錦糸町 
9：15～16：15 

７月31 日（土） 

神戸大学 梅田

凌霜クラブ 

1級面接試験の試験実施概要から、30分のロールプレイを構造化するともに、 

10分の口頭試問の内容を分析し、それぞれの段階で何が評価されているのかを 

理解することで、面接試験の仕上がりをイメージする。 

論述試験の考え方が面接試験に応用できることを理解する。 

OP 

① 

8 月8 日（日） 

すみだ産業会館 

8 月1 日（日） 

神戸大学大阪 
（オプション・一般受講者合同） 

評価区分の項目と自身の30分のロープレとの差異をクリアにする講座 

３ 9 月４日（土） 

東京都立産業貿易

センター

浜松町館 

8 月28 日（土） 

神戸大学 梅田

凌霜クラブ 

カウンセリング理論（システマティック・アプローチ・コーヒカップ理論、 

来談者中心アプローチなど）を正しく理解し、それを指導者として平易な言葉

を使って、事例相談者に説明する力を養い、ロールプレイで実践できる力を身

に付ける。 

理論を駆使しながら面談を行う能力を身に付け、真の指導者を目指す。 

４ ９月５日（日） 

東京都立産業貿易

センター

浜松町館 

8 月29 日（日） 

神戸大学 梅田 

凌霜クラブ 

指導面談の逐語記録を作成して自己の面談を構造化した上で、面談の傾向を客観的

に把握する。自身の面談における課題・改善点を一般化する能力を身に付ける。 

ロールプレイのフィードバックをするときも、課題を指摘するのではなく、指導 

者としてアサーションスキルを意識して、抵抗されない伝え方を体感します。 

５ 10 月２日（土） 

東京都立産業貿

易センター 

浜松町館 

9 月25 日（土） 

神戸大学 梅田

凌霜クラブ 

【論述試験対策】選択問題の解答の要素、解答への指針を確認し、答案の完成度を 

上げる。必須問題や選択問題で問われていることを理解し、記述すべきことを把握

し、実際に記述してみる。当会オリジナル論述模擬試験（必須問題）添削付き 

OP 

② 

10 月３日（日） 

全電通労働会館
3F会議室 

9 月26 日（日） 

同 上 
（オプション・一般受講者合同） 

1級試験合格 個別レッスン講座 問題把握力アップ 

６ 11 月６日（土） 

全労連会館

304 会議室 

御茶ノ水 

10月30日（土） 

神戸大学 梅田

凌霜クラブ 

事例相談者の不安を払拭するための共感的理解・傾聴スキルを学ぶ。 

事例相談者の面談のクセを見出すために状況を一般化する方法を学ぶ。 

面談ケースを使い、関係構築力、問題把握力、具体的展開力を強化する 

７ 11 月7 日（日） 

全労連会館

304 会議室 

御茶ノ水 

10月31日（日） 

神戸大学 梅田 

凌霜クラブ 

逐語記録と自身のロールプレイを通して、事例相談者視点の問題把握、事例指導者

視点の問題把握、問題解決の目標設定から合意形成。方策の実行に至るプロセス

を見立てる力をアップ。 

事例相談者の不安払拭を意識し、事例相談者に気づきを与える質問や一般化、 

目標設定における拒否を未然に防ぐ方法や抵抗する心理分析を行う。 

OP 

③ 

12 月4 日（土） 

東京都立産業貿易

センター

浜松町館 

11月27日（土） 

同 上 
（オプション・一般受講者合同）1級論述対策 10点アップ講座 

必須問題と論述（企業分野・需給調整分野・教育機関分野） 

８ 12 月5 日（日） 

東京都立産業貿易

センター

浜松町館 

11月２8 日（日） 

神戸大学 梅田
凌霜クラブ 

第11 回本試験のケース分析と見立て。具体的展開力を強化する対策を講じる。 

自分に足りないスキルを理解し、試験日までに、どのように修正していくかを考 

え、自分らしい指導者像を確定させます。 

＊会場が変更になることがございます。予めご了承ください。 会員限定講座 ご入会お手続きをお願いします。 
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2021 年度1 級合格キャリア塾をご検討の皆さまへ 

受検合格のためだけではなく、本当の指導者は何かを追究する講座です。 

受講者は、学ぶことによって後進からのどのような質問にも対応できるようになります。 

⇒「オンライン講座」受講はネット環境が必要になります。⇒キャリア塾ご欠席の場合は、オンラインキャリア塾講座に振替（無料） 

※ご受講前に、講座の理解度を深めるために、当会書籍「1級実技試験合格バイブル」「1級実技試験合格バイブルZ」を、お読みいた

だくことをお勧めします。初回の時間で1級を目指す理由をお話いただき、受講目的や目標を明確にしてスタートします。 

・受講を希望される方に「システマティック・アプローチのプロセス」を正しく理解するための動画を配信しますので、事前に視聴し、

ご参加ください。 

・本カリキュラムは8回（11 回）で完結する講座です。 

・当会が諸般の事情により講座を実施できない場合を除き、途中解約されても返金はございません。 

・新型コロナウイルスの影響が出た場合は、日程を調整し、場合によってはオンライン講座に切り替えます。 

※東京・大阪のどちらの会場にもご参加可能です。（事前連絡後、ご参加下さい） 

受講料 

事前学習 

（動画）付き 

8 回受講 キャリア塾 136,000 円 

11 回受講 キャリア塾 ＋ オプション3 回 165,000 円 

2019 年・2020 年受講者 キャリア塾8 回受講 80,000 円 

特 典 

特典① 当会の各種1 級合格対策講座を、キャリア塾受講者（塾カート）だけの特別割引受講料で受講できる 

特典② 論述オリジナル模擬問題の答案添削（必須問題）付き 

特典③ 欠席の場合は、同内容の「オンライン1 級キャリア塾講座」に振替（ライブ受講・録画視聴）ができる 

特典④ 当会が実施する講座において、「指導」を実践する体験ができる 

特典⑤ 「合格保証」として、2020年度と２０１９年度のキャリア塾受講者は、割引受講料で受講可能（80,000円） 

受講経験者には、ワンランク上の指導者として、後進指導（教材やサブ講師）をお仕事として依頼します。 

特 色 

「指導」の意味を踏まえて、「ロールモデル」であること、事例相談者の不安を解消したり、気づきを促すことを理解します。

的確なアドバイスや指導ができるスキルや、理論を明確にしたロールプレイを組み立てます。 

事例指導者視点の問題把握をして具体的な指導方策を立て、合格を目指すロープレの練習を繰り返します。 

逐語録(ケース記録)で、共感的理解力をアップし、日ごろの面談にも活かす技法やカウンセリングマインドを学びます。 

頭だけで理解していたカウンセリング理論（システマテイックアプローチ）を正しく学び直し、その理論を意識した面談を体

験しながら、何度も繰り返して訓練します。また後進に分かりやすく説明できる力を養います。 

30 分の面談の流れの中で評価区分を１つずつ検証しながら、自身の面談を振り返ります。 

アサーションや、説明力、質問力を強化し、自分面談のクセや偏りを確認しながら是正し、面談スキルを強化します。 

受講期間中に、指導者としての仕事体験をして、「指導」のスキルアップを目指し、指導者としての育成的視点を理解します。 

（2級受検者への面談指導・2級論述添削指導・教材作成・講座企画・講師としての模擬講義など）を体験します。 

毎回、ロールプレイについて、個々に、講師・サブ講師よりフィードバックがあります。 

理解をさらに一歩進めて、かつ今年度で知識やスキルを定着させるため、次回までの課題を提示します。 

講座で分からなかったことや疑問点はそのままにせず、メールにて質問をお送りいただき、早目に解決し、次に進めます。 

課題に対し、個人で考え、事例相談者の抵抗理由などグループで検討しながら、面談力・質問力の引き出しを増やします。 

オンライン個別レッスンやほかの1 級対策講座は「キャリア塾受講料」で受けられます。 
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▼次頁はオプションについて 

オプションについて 

東京 大阪 

OP

① 

8 月8 日（日） 

すみだ産業会館 

8 月1 日（日） 

神戸大学・梅田 

（オプション・一般受講者合同） 

評価区分の項目と自身の30分のロープレとの差異をクリアにする講座 

試験官の採点項目でもある評価区分が、受検者にとっての試験範囲です。 

まずは評価区分の理解（キャリア塾参加者には復習）を深め、それを実践の場（ロープレ試験）で、表現することが 

求められています。 

指導者として求められている「不安の払拭」を、言語と非言語で表現しているのか、気づきを与えるつもりの「質問」は、 

問題把握力に試験官は加点しているのかを、早い段階で自身の面談を客観視する必要があります。 

8 月だからこそ十分修正可能な時期に、自身の「気づき」のための講座です。 

■一般受講料：28,000 円 ■会員受講料：23,000 円 ■キャリア塾会員受講料は設定していません。 

OP

② 

10 月３（日） 

全電通労働会館

3F会議室

9 月26 日（日） 

神戸大学・梅田 

（オプション・一般受講者合同） 

1 級試験合格 個別レッスン講座 問題把握力アップ 

3 人ロープレを行い、事例指導者と事例相談者と試験官役を交代で演じながらスキルアップを図ります。 

試験に出される3 つのケースにはそれぞれ事例相談者に面談上のクセや偏りを持っています。 

3 つのケースでどの偏りのある事例相談者が苦手なのかを知り、早くに対処法を考えます。 

試験官役は、出来ていないところを指摘するのではなく、相手が成長するような「栄養になる」アドバイスをし、指導者と

して寄り添うスキルを身につけます。 

■一般受講料：28,000 円 ■会員受講料：23,000 円 ■キャリア塾会員受講料は設定していません。 

OP

③ 

12 月4 日（土） 

東京都産業貿易

センター 浜松町

館

11月27日（土） 

神戸大学・梅田 

（オプション・一般受講者合同）1 級論述対策 10 点アップ講座 

必須問題と選択（企業分野・需給調整分野・教育機関分野）問題 

論述試験対策です。 

論述試験で合格ラインを突破するためには、問題の文意を理解すること。書くべきポイント（採点する試験官の目）を 

理解することが必要です。 

また、選択問題でどの分野を選択するかは、自身の活動分野からではなく、事例相談者の面談傾向から選択することで、 

高得点を目指すことができます。 

第10 回検定の対策講座で、本試験問題のズバリ的中を果たした当会が、合格実績をもつ「書き方」を伝授します。 

■一般受講料：28,000 円 ■会員受講料：23,000 円 ■キャリア塾会員受講料：18,000 円 




