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大分、宮崎、鹿児島
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全国主要都市で開講

月曜～金曜（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00 

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、安全に配慮しながら講座を実施しています
産業カウンセリングの学びに、面接の体験学習は欠かせません。緊急事態宣言下ではやむなく休講としましたが、解除後
は、消毒、換気、一室の人数制限、検温、マスク着用といった方法を取りつつ学習を再開しています。
学びが制約を受ける一方、メンタルヘルス対策をはじめ職場で働く人々への支援を行ってきた産業カウンセラーが注目さ
れています。
困難な中でこそともに学び、「ウィズ コロナ」の時代を生きる働く人と組織を支える産業カウンセラーを目指しませんか。

産業カウンセラー
養成講座

働 く 人 と 組 織 を 支 え る「 聴 く 力 」

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、
感染症による不安やストレスなどの心の問題や

職場の課題に対処するために、産業カウンセリングを学ぶ

教育訓練給付制度一般教育訓練指定講座
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Ind u s t r i a l  Co u n s e l o r
産業カウンセラーとは？ 年の独自プログラムカウンセリング教育

産業カウンセラーの
3つの活動領域 1960年の創立以来60年、

「働く人と組織を支えるた
めの活動」を続けています。
1971年に始まった「産業
カウンセラー」試験から現
在まで、約70,000人の産
業カウンセラーが誕生して
おり、カウンセラー養成に
も長い歴史と実績があり
ます。

104時間に及ぶ面接の体験学習では、カウンセラー役・相談者役・観察者役を
体験します。相談者が自分の感情や思いを理解し、自ら決断し、行動できるよ
う支援するための態度とスキルを実践的に習得します。

メンタルヘルス対策
への支援

1

キャリア形成
への支援

2
職場における
人間関係開発・
職場環境改善
への支援

3

60

その1
すべての人の支援に必須「傾聴力」の習得

さまざまな業種・職種の方が受講しています。
共に学び、励まし合える仲間との出会いもこの講座の魅力です。

45時間相当のe-Learningによる理論学習と２日間のライブ理論講義で、メ
ンタルヘルスや産業組織心理学、労働法規など、個人だけなく組織の支援に
活用でき、現場で役立つ専門知識を学ぶことができます。

その2
実用性の高い「心理学・メンタルヘルスの専門知識」の習得

体験学習では、グループワークや事例検討など、カウンセリングスキルだけで
なく、コミュニケーション力を磨くカリキュラムが多数用意されています。仲
間とのディスカッションを通じて「調整力」が身についていきます。

その3
人間関係・職場環境改善に生かせる「調整力」の習得

金の卵、高度経済成長、バブル景気、成果主義、リストラ、働き方改革…

講座終了時のアンケートでは…

大変満足
43％満足

51％

大いに不満 0.2%

2017年度 修了者
2,939人中 1,891人が回答

やや不満 1%
どちらとも言えない

5%

受講者満足度

94％

産業カウンセラーの呼称を使用し
て活動できるのは、当協会の資格
試験に合格し、資格登録会員とな
った方のみです。

例えば、
　こんな場面で…

働く人のストレスチェック後の相談対応
（労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック指針」）

職場のソフト面の快適化
（労働安全衛生法に基づく事業主の努力義務）

プロジェクト内の
人間関係を
よくしたいのです。

それはショック
でしたね。

みんなの前で突然
怒鳴られたり…。

それはお辛いですね。
睡眠時間は
どのくらいでしょうか。

パワハラ対策としての相談体制の整備
（労働施策総合推進法の改正）

ふとんの中でもあれこれ
考えてしまって、
最近はよく眠れないんです。

ご一緒に
考えましょう。

働く人たちや組織が抱える問題を自ら解決できるよう、心理的な手法を用いて支援するカウンセ
ラーです。その活動の場は多岐にわたり、産業、労働現場に通じたプロフェッショナルな支援者と
して、国や自治体、企業等から専門的な役割を期待されています。ハラスメント、メンタル不調、
人間関係や職場環境に関する問題の解決が喫緊の課題となっている今、その活躍がますます求めら
れています。
また、産業カウンセラー養成講座で学ぶカウンセリングの基本スキルである「傾聴」は、ビジネス
はもとより“人”と接するあらゆる場面や日常で広く必要とされるスキルです。 

日本産業カウンセラー
協会は、

職業・年齢・
受講理由は
いろいろ。

マネージャー職（男性40代）
心の問題を抱えるスタッフに
対応するために

看護師（女性30代）
患者さんの不安に寄り添えるように
なりたくて

健康管理課（女性30代）
社内に相談室を作る仕事を
任されたので

介護職 (男性30代）
介護の仕事に「傾聴」は必須です！

人事部（男性50代）
定年後カウンセリングに
関わる仕事ができたら

社労士（女性40代）
カウンセリングを学んで
顧客サービス向上に生かしたい

　　個人および組織を対象とし
　　たメンタルヘルス対策への
支援。メンタル不調の予防から
危機介入、職場復帰への支援、
ストレスチェック後のフォロー
など。

　　人生の節目毎の悩み相談を
　　はじめとして、現実に仕事
を選択するための相談や研修な
ど、働く人々のキャリア教育や、
キャリア形成の支援を担う。

　　働きがいのある職場や、働
　　きやすい職場をつくるため
の職場環境改善への提案、人と
組織が協働するためのコミュニ
ケーション、ファシリテーショ
ン力の開発。

1

2

3

＊今期はライブ理論講義に代わる講義動画を配信しています。

養成講座の　　つの特徴3



産業カウンセラー
養成講座概要

理論学習として、WEB配信講義（32時間相当）の視聴、
理解度確認テスト（13時間相当）があります。WEB配
信講義は講座期間内であれば、繰り返し見ることができま
す。講師は、産業カウンセリングやキャリアカウンセリング、
臨床の分野で活躍中の大学教授や研究者、産業医等が担当
しています。

面接の体験学習（15～16日・計104時間＊2）と理論学
習のライブ理論講義（2日・計12時間）は、講座会場で
学習します。面接の体験学習では、実技指導者のもと小グ
ループに分かれて、カウンセラー役と相談者役、観察者を
体験します。ライブ理論講義では、現役産業カウンセラー
等から、現場の知識を直接学びます。

e-Learningでの自習

講座会場での学習

理論学習45時間相当

面接の体験学習104時間
ライブ理論講義12時間

WEBとLIVE（会場受講）を併用。効率良く、深く学べる学習スタイルです。

資格取得までのスケジュール

実技指導者のメッセージ

▶短期集中で取り組みたい
　　　秋開講 6か月コース　11月2日～2021年4月30日（お申込み8月5日～）
▶じっくり取り組みたい
　　　10か月コース　　　　2021年1月8日～10月31日（お申込み10月7日～）

　　　　●いずれのコースも講座内容は同じです。
　　　　● 10か月コースにはお仕事帰りの時間を有効に使える夜間コースもあります。
　　　　●一部地域では秋開講6か月コースを10月に開催します。
　　　　●秋開講6か月コースおよび10か月コースを開催しない地域もあります。

●講座期間

このほか課題学習（レポート等のホームワーク）があります。
　　●修了条件は、①面接の体験学習及びライブ理論講義計116時間中、101時間以上出席すること、②理解度確認テスト各
　　科目において6割以上正答すること、③課題学習6課題を提出し、うち4課題はB以上の評価を受けることです。
　　●今期のライブ理論講義は、講義動画を視聴し、「ふりかえり」を提出することで出席時間（12時間）の確認に代えています。

297,000 円（教材費込、税込）　＊割引制度、学費ローン制度があります
●受講料

※詳細・お申込み方法は各支部発行の
　募集要項をご確認ください。

仕事や生活ペースに合わせて
選べます

通勤時間や昼休みを利用して
横田 彩さん　2017年 受講
私は通勤や昼休みの時間にタブレットを使って
勉強に取り組みました。ちょっとした時間に復
習や理解度確認テストに取り組めたので、時間
を無駄にせずに学ぶことができました。

実際にやってみるのは大きな差
木村 修さん　2017年 受講
本で読むのと実際にやってみるのとでは大きな差
がありました。これまで「聴くこと」を系統立て
て教えてもらう機会がなかったため、面接の体験
学習があることは他には替えがたいと思います。

2021年

2021年

2021年 2022年

グループの暑気払いや
新年会などがあるかも？！

産業カウンセラー試験

春開講
6か月
コース

2月～ 1月 3月

10月～

5月 10月末

秋開講
6か月
コース

10か月
コース

8月～ 7月 9月4月末

1月 3月1月

11月

10月末

申込 養成講座
スタート

養成講座
修了 試験 合格

発表

● 養成講座を修了した方は、産業カウンセラー試験の受験資格が得られます。
　（受験には別途お申し込みが必要です）
● 面接の体験学習で一定の基準に達すると、産業カウンセラー試験のうち実
　技合格に相当させることができます。

Web配信講義の視聴、
理解度確認テストの
実施は講座期間中繰り返しOK

面接の体験学習15～16日
ライブ理論講義2日

傾聴の大切さ・有用性をもっと社会に
平野 園惠
シニア産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント
実技指導歴13年、民間企業カウンセラー、大学講師

学習面はもちろん、人間的な成長にも
松村 一生
シニア産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント
実技指導歴10年、民間企業カウンセラー

この講座は、単に知識をお伝えするのではなく、体験の中か
ら学んでいただくことを心がけています。私は職場でメンタ
ル不調に陥った社員をケアすることがあります。そんな時、
カウンセリングと実技指導とが、同じ思想に貫かれているこ
とをつくづく感じます。すなわち、人には自己成長傾向が備
わっているということです。その人間観を持って接していく

ならば、受講者さんはある段階からカウンセリ
ング学習面はもちろん、人間的にも飛躍的に
成長していかれます。受講される皆様にも、
どうか臆することなく体験し、それをじっ
くり味わってみることをお薦めします。

私が受講したのは会社員時代。過重労働のなかストレスを抱
える同僚を見て、皆が自分らしく元気に働き続けるにはどう
すればいいの？という思いからでした。講座ではさまざまな
方と出会い、「人間ってすごい！」とのめりこんでいきました。
講座で得たものは、傾聴の基本的態度と技法はもちろんのこ
と、「自分とは何か」「人間尊重とはどういうことか」を問い
続ける大切さ、そしてかけがえのない仲間たちでした。
傾聴の大切さと有用性をもっと社会に広めたい、
広められる仲間を増やしたい。そんな思いで、
今日も産業カウンセラーとして自分らしく元気
に働いています。

＊1 今期はライブ理論講義に代わる講義動画を配信しています。
＊2 10か月夜間コースの面接の体験学習は31～36日（104時間）
　　となります。

＊1

写真は2017年度講座のものです

開講日に
テキスト等を
発送
　　　　　　　

シニア産業カウンセラー

国家資格キャリアコンサルタント

産業カウンセラーを極める

「傾聴」をベースにWライセンス

資格取得後さらに専門性を高めるなら



① 早期申込割引　　受講料の5％引　　お支払い金額 282,150円
② 説明会参加割引　10,000円引　　 お支払い金額 286,000円
③ 会員割引　　　　受講料の10％引　お支払い金額 267,300円
④ 賛助会員割引　　受講料の10％引　お支払い金額 267,300円
　 ＊お支払い金額はいずれも教材費込・税込です。
　 ＊①②③④を重複してのご利用はできません。

学費ローンについて
　SMBCファイナンスサービス株式会社との提携で、学費ローン制度をご用意しています。月謝感覚
で無理なく受講を始めることができます。支払い回数は最大24回。ボーナス加算も可能です。ご利用は、
受講申込の際にwebからお申込みください。　

Q. 受講にあたって条件や資格はありますか？
 A. 産業カウンセラーを目指す方を対象としています。学歴等を問わず、満20歳以上であれば受
講可能です。

Q. e-Learningシステムが使えるかどうか、どのように確認すればよいですか？
 A. インターネットに接続しているパソコンまたはモバイル端末（タブレット、スマホ）を使用し
ます。体験版（音声付き動画）にて正常に動作するかご確認ください。

Q. 新型コロナウイルス感染症への対応はどうなっていますか？
 A. 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の対応をしています。
①ライブ理論講義（教室での座学）の代替として講義動画を配信します。出席確認に代わる
ものとして、視聴後に「ふりかえり」を提出していただきます。

②面接の体験学習は安全に配慮して実施します。受講者の皆さまにも事前の検温、マスク着
用等をお願いいたします。

③「緊急事態宣言」が発令された際等には、日程の延期、講座の中断等の対応を取る場合があ
ります。

Q. 面接の体験学習はどこでも受けられますか？
 A. お住まいやお勤め先の近くなど、ご都合のよい教室（コース）を選択することができます。ただし、
遠隔地へ転勤される場合を除き、全日程を同一の教室（コース）で受けていただきます。

Q. 受講料の支払い方法はどうなっていますか？
 A. 一括でお振込み、または学費ローン（SMBCファイナンスサービス株式会社）をご利用いた
だけます。割引制度もあります。

Q. どうしても出席できない日があります。どうしたらいいですか。
 A. やむを得ず欠席し修了条件を満たせなくなった場合、4日（24時間）を限度に補講を受けるこ
とによって、その受講時間を講座の出席時間に当てることができます。ただし、補講料は別途必
要となりますので、ご留意ください。

Q. 「一般教育訓練給付金」を受けたいのですが、どのようにしたらよいですか？
 A. 「一般教育訓練給付金」は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者（在職者）または一般
被保険者であった方（離職者）が対象となります。給付金の申請に必要な書類を閉講時にお渡し
します。閉講日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請してください。

Q. 講座修了後、カウンセラーの仕事を紹介してもらえますか。
 A. 当協会では資格をお持ちの会員を対象に「無料職業紹介事業」を行っています。ただし、求人
情報には限りがあり、求職された方すべてにはご紹介できかねますことを予めご了承ください。

Q&A

割引制度の
ご案内

日本産業カウンセラー協会について
日本産業カウンセラー協会は、確かな傾聴力を習得し「心を聴くプロ」である産業カウンセラーを養成す
る日本で唯一の機関です。産業カウンセラーの養成をはじめ、企業・団体向けの研修や相談、個人向けの
電話相談など、その活動は多岐にわたります。

産業カウンセラー
養成講座

講座説明会を全国で開催中！　オンライン説明会もあります。
講座日程や割引制度など詳しいご案内もこちらから。

産業カウンセラー養成講座
シニア産業カウンセラー育成講座
国家資格キャリアコンサルタント養成講習

〈主な事業内容〉 〈社会貢献活動〉

カウンセラー養成

当協会の相談室利用
訪問カウンセリング
体験カウンセリング

個人への支援

メンタルヘルス研修
キャリアプラン研修
コミュニケーション研修
リスニング研修
ハラスメント研修
コンサルティングサービス

組織への支援

■働く人の悩みホットライン
2004年から相談料無料の電話相談を実施しています

■全国の支部に相談室開設
全国37か所の相談室でカウンセリングを行っています。

■電話相談による社会貢献活動
毎年9月の自殺予防週間に合わせ、全国13支部で一斉に【働く人
の電話相談室】を開設しています（通話料・相談料無料）。

■ＡＤＲセンター（法務大臣認証の裁判外紛争解決手続機関）
当協会のＡＤＲは、「対話促進型ＡＤＲ」といって、わが国では初め
ての、唯一の紛争解決機関です。

設 　立：1960年11月　
　  　　　社団法人設立認可 1970年4月（労働大臣設立許可）
会 員 数（個人）: 31,748人（2019年3月末現在）
賛助会員（団体）: 321社（2019年3月末現在）
全国13支部（裏面をご覧ください）

自分に  組織に  社会に
役立つ
産業カウンセラー

資格取得後の変化 ～資格を生かす会員の声から～

・部下や同僚の（時には上司からも）相談を受けることが増えた
・社内研修講師（メンタルヘルスや傾聴）ができるようになった
・ハラスメント対応に生かすことができた
・人とのコミュニケーションで、行き違いや誤解が減った
・チームワークが取りやすくなり、仕事の質や成果が上がった
・学びを続けた結果、カウンセラーとして独立できた
・職場改善について社内で具体的な提案ができるようになった
・会社に提案して相談室を開設した

産業カウンセラーを取得して変化しました
久保村 俊哉さん
小売業・人事室 勤労厚生部 勤労担当マネージャー

私は企業の人事室に所属しており、休職者に対する「復職面談」を担
当しています。当初は会社寄りの対応になりがちでしたが、面談を重

ねるにつれ、不調者の多くが一人で問題を抱え込ま
ざるをえない状況にあったことに気づきました。「従
業員を預かる身として今のような対応で良いの
か？」と考え始めていた頃、社内の健康相談センター

室長から「産業カウンセラー」を紹介され、
受講を決意しました。養成講座で「受容・共
感・自己一致」などの基礎を学ぶうちに、こ
れまで自分勝手な思い込みで面談をしていた
ことを思い知らされました。資格取得後、従
業員の気持ちに寄り添うことを心がけている
私がいます。

資格取得後、積極的に活動の場を
広げました
松月 和子 さん
就労支援、障がい者支援などを経て人材ビジネス会社社員

講座は2002年に受講し、
資格取得後はハローワー
クの仕事が資格を生かす
最初の一歩でした。その
後、女性の再就職支援や
大学のキャリアセンター
の仕事などを経て、現在
は民間人材ビジネス
会社で様々な企業の
職場環境改善やメン
タルヘルス向上に取
り組んでいます。


