
募集内容 

講座期間 2018年 11月 1日～2019年 10月 31日 

応募条件 ・産業カウンセラーを目指す満 20歳以上の方 

・講座期間中に通算 104時間の実習に出席で

きる方 

受講料  226,800 円（教材費、消費税込み、内訳：入

講料 34,020 円、受講料 192,780 円）） 

＊面接実習のための交通費・宿泊費は自己負担

となります。 

＊当講座は一般教育訓練給付制度指定講座で

す。 

教室（面接実習会場）・定員・日程  裏面に掲載 

講座内容と学習方法 

☆理論科目 

 テキストを読み、下記 19 科目の添削問題（それぞ

れ約７問）を解いて指定の期日内に提出します。提出

回数は 8 回です。 

 

1. カウンセリングとは何か 

2. 傾聴の意義と技法 

3. カウンセリングのプロセスとトレーニング 

4. 産業カウンセラーと産業カウンセリングのあゆ 

  み       

5. カウンセリング理論の源流とその発展 

6. カウンセリングのさまざまな理論と方法 

7. こころとからだのメカニズム 

8. パーソナリティ心理学と心理アセスメント 

9. 精神医学の基本 

10. 産業組織の心理学 

11. コミュニケーションの基本 

12. 産業社会の動向と働く意識の変化 

13. 人事労務管理の基礎知識と人材マネジメントの

現状 

14. 労働法規の基本 

15. 社会福祉関連法 

16. 職場における人間関係開発・職場環改善への支援 

17. 職場におけるメンタルヘルス対策への支援 

18. キャリア形成への支援 

19. コンプライアンスと倫理 

＊テキストは、『産業カウンセリング―産業カウンセ

ラー養成講座テキスト』を使用します。 

☆演習科目 

 面接実習（104 時間）に出席し、課題レポート 3 課

題を指定の期日までに提出します。 

講座の修了と資格 

１．すべての科目を履修することが必要です（選択制

ではありません）。 

１）理論科目（19 科目）の履修には、それぞれ添削

問題を解いて提出し、正答 6 割以上であることが

必要です（正答 6 割未満の場合は再提出）。 

２）演習科目の履修には、面接実習 104 時間中 92

時間以上出席し、3 課題レポートを提出することが

必要です。 

３）開講式、オリエンテーション、修了式は面接実

習 104 時間には含まれません。 

４）面接実習にやむをえず欠席した場合は、4 日（1

日 6 時間）を限度に補講を受けることによって、

その受講時間を面接実習の出席時間とみなすこと

ができます（補講料が別途必要です＝有料 1 日 6

時間税込 10,800 円）。 

２．本講座を修了された方は、産業カウンセラー試験

の受験資格（学科・実技）が得られます。 

実技能力評価制度に基づき、面接実習で一定の成

績に達した場合、産業カウンセラー試験の実技試験

免除を受けることができます。 

お申込み方法 

お申込み方法は「インターネット申込み」と「郵送申

込み」があります（重複のお申込みは無効）。 

◆インターネット申込み 中国支部ホームページ

http://chugoku-c.com/をご覧ください。 

◆郵送申込み 別紙申込書に所定事項を記入して、受

講料を振込後、申込み先へ郵送ください。 

 ・申込書の記入方法は別紙「申込書記入例」をご参

照ください。 

・FAX による申込みは受付けません。 

お申込み先  裏面に記載 

 

◆申込期間 

 2018年 8月 9日（木）（消印） 

～10月 16日（火）〈消印〉 

 ＊8 月 9 日より前の消印のお申込みは無効となりま

す（受講料の振込みは有効です）。 

 ＊定員に達した場合は期間内であっても受付を終

了いたします。 

 ＊申込み確認後 2週間以内に受領確認はがきを発送

します。 

 ＊11 月 1 日に受講の手引き、教材等を発送します。 

 

◆受講料振込先  裏面に記載 

※同封の払込取扱票をご利用ください。 
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2018 年度通信教室（面接実習会場）・定員・日程  

岡山教室 

定員 

12 名 

 

面接実習 11 月 17・18 日、1 月 12・13 日、2 月 23・24 日、 

4 月 6・7 日、5 月 18・19 日、7 月 6・7 日、 

8 月 17・18 日、10 月 5・6 日 

会場 みのるガーデン（岡山市北区柳町 1-4-8） 

交通案内 岡山駅より徒歩 10 分 

広島教室 

定員 

12 名 

面接実習 11 月 24・25 日、12 月 15・16 日、1 月 26・27 日、 

3 月 9・10 日、4 月 20・21 日、6 月 15・16 日、 

8 月 3・4 日、9 月 28・29 日 

会場 中国支部広島事務所（広島市中区幟町 3-1） 

交通案内 広島駅より徒歩 15 分 

山口教室 

定員 

12 名 

面接実習 11 月 10・11 日、12 月 15・16 日、1 月 26・27 日、 

3 月 16・17 日、4 月 20・21 日、6 月 15・16 日、 

8 月 3・4 日、9 月 28・29 日 

会場 YIC ビジネスアート専門学校（山口市小郡黄金町 2-24） 

交通案内 JR 新山口駅より徒歩 1 分 

松江教室 

定員 

12 名 

面接実習 11 月 24・25 日、1 月 19・20 日、3 月 9・10 日、 

4 月 13・14 日、5 月 25・26 日、7 月 20・21 日、 

8 月 24・25 日、10 月 12・13 日 

会場 島根県教育会館（松江市母衣町 55-2） 

交通案内 JR 松江駅よりバス 10 分 

鳥取教室 

定員 

12 名 

面接実習 11 月 24・25 日、1 月 19・20 日、3 月 9・10 日、 

4 月 13・14 日、5 月 25・26 日、7 月 20・21 日、 

8 月 24・25 日、10 月 12・13 日 

会場 鳥取市人権交流プラザ（鳥取市幸町 151） 

交通案内 JR 鳥取駅から徒歩 15 分 

実習時間は、9：30～17：00（初日と最終日は 9：30～17:30 ）です。 

お申込みにあたっての留意事項 

◆本講座は、産業カウンセリングについて、はじめて学ぶ方を対象としています。 

◆「受講約款」と「個人情報のお取り扱いについて」をよくお読みいただき、同意

の上お申込みください。 

◆講座は長期間にわたり、スクーリングもあります。障碍を有する方、健康に不安

のある方は、必ず事前に中国支部にご相談ください。通院・加療中の方は必ず主

治医の許可を得た上で、同意書を提出いただきます。会場によっては、エレベー

タがないなど、車いすでのご利用が難しい場合もあります。 

◆受付けは先着順です。郵送の場合はお電話で空き状況をご確認のうえ、お申込み

されることをお勧めします。 

◆受講の確定：申込みと受講料のお支払い（もしくは学費ローン契約の成立）の両

方が確認できた順に受講を確定します。 

◆キャンセルされる場合の受講料返金等のお取り扱いは「受講約款」をご覧くださ

い。 

◆定員に満たない場合は開催されないことがあります。 

◆定員を上回りお申込みをお受けできなかった場合および開催中止の場合には、お

支払いいただいた受講料全額を返金いたします。 

◆受講確定後に教室の変更はできません。 

◆面接実習日程の一部を他の会場にふりかえることはできません。 

お申込 

郵送先 

〒700-0815  

岡山市北区野田屋町 2-11-13 旧岡山あおば生命ビル４階 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会中国支部 通信講座係 

TEL086-224-4050 

受講料 

振込先 

ゆうちょ銀行 01390－2－5876 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会中国支部 

◎他銀行から振込みの場合 

・銀行名：ゆうちょ銀行・金融機関コード：9900 

・店番：139・店名一三九店（イチサンキュウ店） 

・預金種目：当座 ・口座番号：0005876 

・カナ氏名（受取人名）イッシャ）ニホンサンギョウカウンセラー 

キョウカイ チュウゴクシブ 

※受講料の分割払いをご希望の方は、株式会社セディナ（三井住友フィナ

ンシャルグループ）の学費ローンをご利用ください。学費ローンご利用の

場合、受講申込み・学費ローン申込みともにインターネットからとなりま

す。詳しくは別紙「学費ローンのご案内」をご覧ください。 

 


