
通学講座実施スケジュール　 【全日コース／全14回】　※渋谷駅前本校6月平日夜間クラス【全28回】 各校　最小催行人数6名　　定員20名

■梅田駅前本校 6月土祝クラス ■梅田駅前本校 6月木曜クラス

■渋谷駅前本校 6月平日夜間クラス ■新宿エルタワー本校 6月金曜クラス

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月・祝） ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月) ①

(水) ②

(月・祝） ①

(水) ②

【注意事項】
（1）開講日が過ぎたクラスも、「第4日目」(渋谷駅前本校6月平日夜間クラスは「第8日目」)までの途中申込・参加が可能です。
　　その後、他クラスへの振替え受講などにより、全て修了することができます。
（2）受講クラス以外でも、同様の回（科目）であれば定員未満であれば振替え受講が可能です。　振り替えは1週間前までの申請が必要です。
（3）遅刻・早退は30分まで認められます。

（土） カウンセリング②　7月8日

形態

時間

日程

第１日目 6月19日

（土） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③第４日目 7月15日
第５日目 7月22日
第６日目

第３日目

7月29日
第７日目 8月5日
第８日目 8月12日

（土） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

（土）

第２日目 6月21日

①　18：00～21：30　　　②　18：00～22：00

6月生平日夜間／生クラス

科目

キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

第３日目 6月26日
第４日目 6月28日
第５日目 7月3日

カウンセリング①　

カウンセリング①　

カウンセリング②　

第６日目 7月5日
第７日目 7月10日
第８日目 7月12日

カウンセリング②　

　労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

　労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

第２７日目 9月18日 ジョブ・カード②/総括

キャリア教育

第２５日目 9月11日 効果的実施能力

第２６日目 9月13日 効果的実施能力

キャリア教育

第２２日目 8月30日

第１２日目 7月26日
第１３日目 7月31日

第２８日目 9月20日

第１５日目 8月7日 キャリア形成支援①

第１６日目 8月9日 キャリア形成支援①

キャリア形成支援④

第１７日目 8月14日 キャリア形成支援②

第１８日目 8月16日 キャリア形成支援②

第１９日目 8月21日 キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

第２０日目 8月23日

第２３日目 9月4日
第２４日目 9月6日

形態 6月生土祝／生クラス

時間  １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第１日目 6月24日
第２日目 7月1日

◆6月通学スケジュール

日程 科目

（土） キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

（土） カウンセリング①　

時間

カウンセリング①　（木）7月6日第２日目

キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

科目日程

グループアプローチ/メンタルヘルス

（土） キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

（土） キャリア形成支援①

8月19日
（土） キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

第９日目

第１０日目 8月26日
第１１日目 9月2日
第１２日目

（土） キャリア形成支援②

9月9日
第１３日目 9月16日
第１４日目

（土） キャリア形成支援④

（土） キャリア教育

（土） 効果的実施能力

9月23日 （土・祝） ジョブ・カード②/総括

キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

第２１日目 8月28日 キャリア形成支援④

第１４日目 8月2日

グループアプローチ/メンタルヘルス

キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

第９日目 7月17日
第１０日目 7月19日
第１１日目 7月24日

　労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④　

　労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④　

グループアプローチ/メンタルヘルス

ジョブ・カード②/総括

第１日目 6月30日 （金） キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

キャリア形成支援①

第５日目 7月28日 （金） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

第９日目 8月25日 （金） キャリア形成支援②

第１０日目 9月1日

第１２日目 9月15日

グループアプローチ/メンタルヘルス

（金） キャリア教育

第７日目

（金） キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

 ９：３０　～　１８：００　(休憩：１３：００～１４：００)

第３日目

第７日目 8月10日 （木）

第９日目 8月24日 （木）

第１１日目 9月7日 （木）

形態 6月生金曜／生クラス

科目

キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

第１２日目 9月14日 （木）

第１０日目 8月31日 （木） キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

第１３日目 9月21日

キャリア形成支援④

第４日目 7月21日 （金） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

第２日目 7月7日 （金） カウンセリング①　

（金） カウンセリング②　

キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

時間

6月生木曜／生クラス形態

第１４日目 9月29日 （金） ジョブ・カード②/総括

第１３日目 9月22日 （金） 効果的実施能力

7月14日

（金）

第６日目 8月4日

第８日目 8月18日

日程

（金）
8月11日 （金）

第１１日目 9月8日 （金）

7月27日第５日目

（木）6月29日第１日目

労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③（木）7月20日第４日目

 ９：３０　～　１８：００　(休憩：１３：００～１４：００)

ジョブ・カード②/総括（木）9月28日第１４日目

キャリア形成支援④

キャリア形成支援②

カウンセリング②　（木）7月13日第３日目

キャリア形成支援①（木）8月17日第８日目

グループアプローチ/メンタルヘルス第６日目 8月3日 （木）

キャリア教育

（木） 効果的実施能力

労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④（木）

国家資格キャリアコンサルタント養成講座 通学スケジュール 
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通学講座実施スケジュール　 【全日コース／全１４回】 各校　最小催行人数6名　　定員20名

■新宿エルタワー本校 7月土祝クラス ■水道橋本校 7月日祝クラス

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）

（金・祝）

（日）
（日）
（日）
（日）
（日）
（日）
（日）

■新橋本校 7月土祝クラス ■名古屋駅前本校 7月日祝クラス

（日）

（日）

（月・祝）

（日）

（日）

（日）

（日）

（日）
（日）
（日）
（日）
（日）
（日）
（日）

■福岡本校 7月日祝クラス ■札幌本校 7月土日クラス

■松山本校 7月日祝クラス ■梅田駅前本校 7月日祝クラス

【注意事項】

（1）開講日が過ぎたクラスも、「第4日目」までの途中申込・参加が可能です。その後、他クラスへの振替え受講などにより、全て修了することができます。

（2）受講クラス以外でも、同様の回（科目）で、定員未満であれば振替え受講が可能です。　振り替えは1週間前までの申請が必要です。
（3）遅刻・早退は30分まで認められます。

第１３日目 9月23日 （土・祝） 効果的実施能力

第１４日目 9月30日 （土） ジョブ・カード②/総括

第１０日目 9月9日 （土） キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

第１１日目 9月16日 （土） キャリア形成支援④

第１２日目 9月17日 （日） キャリア教育

第７日目 8月26日 （土） キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

第８日目 9月2日 （土） キャリア形成支援①

第９日目 9月3日 （日） キャリア形成支援②

第４日目 7月29日 （土） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

第５日目 8月5日 （土） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

第６日目 8月19日 （土） グループアプローチ/メンタルヘルス

7月8日 （土） キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

第２日目 7月15日 （土） カウンセリング①　

第３日目 7月22日 （土） カウンセリング②　

第１４日目 9月30日 （土） ジョブ・カード②/総括

第１３日目 9月23日 （土・祝） 効果的実施能力

7月15日

（土）

第６日目 8月5日

第８日目 8月19日

（土）

8月12日 （土）

第１１日目 9月9日 （土）
第１２日目 9月16日 （土） キャリア教育

 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第３日目

形態 7月生土祝／生クラス

科目

キャリア形成支援④

第４日目 7月22日 （土） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

第２日目 7月8日 （土） カウンセリング①　

（土） カウンセリング②　

キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

時間

日程

キャリア形成支援②

第１０日目 9月2日

グループアプローチ/メンタルヘルス

第７日目

キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

第１日目 7月1日 （土） キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

キャリア形成支援①

第５日目 7月29日 （土） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

第９日目 8月26日 第９日目 8月27日

キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

キャリア形成支援①

◆7月通学スケジュール

効果的実施能力

ジョブ・カード②/総括

7月生日祝／生クラス

 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第４日目 7月23日
第５日目 7月30日

労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

第２日目 7月9日
第３日目 7月16日

形態 7月生日祝／生クラス

時間  １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

（土）

第７日目 8月11日
第８日目 8月20日

第６日目 8月6日

7月2日

日程 科目

キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

カウンセリング①　

カウンセリング②　

グループアプローチ/メンタルヘルス

第１日目

第１４日目 10月1日

第１０日目 9月3日
第１１日目 9月10日
第１２日目 9月17日
第１３日目

7月生土祝／生クラス

第１４日目 9月30日 （土）

キャリア形成支援①

第９日目 8月26日 （土） キャリア形成支援②

第１０日目 9月2日 （土） キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

効果的実施能力

第８日目 8月19日 （土）

7月29日

8月12日

ジョブ・カード②/総括

第１１日目

キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

時間  ９：３０　～　１８：００　(休憩：１３：００～１４：００)

キャリア形成支援②

キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

（土） キャリア形成支援④

（土） キャリア教育

キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

キャリア形成支援①

キャリア形成支援②

（土）

キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

キャリア形成支援④

（土）

（土）

第５日目 7月30日
第６日目 8月6日

第３日目 7月17日
労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

 グループアプローチ/メンタルヘルス

第２日目

科目

キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

カウンセリング①

カウンセリング②

9月23日

日程 科目

労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

8月5日 （土） グループアプローチ/メンタルヘルス

7月8日 （土） キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

第２日目 7月15日 （土） カウンセリング①　

第３日目 7月17日

（土・祝）

7月16日

効果的実施能力

キャリア教育

第１１日目 9月17日

第８日目 8月27日
第９日目 9月3日

第２日目 7月16日

9月10日

8月20日

第５日目 7月30日

第３日目 7月17日
7月23日

8月6日

形態

形態 7月生日祝／生クラス

時間

時間  １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

日程

第１日目 7月9日

形態

9月24日

キャリア形成支援④

キャリア教育

（月・祝） カウンセリング②　

第５日目

労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

第１日目

第４日目

第７日目

9月9日
第１２日目 9月16日

第８日目 8月20日

第４日目

第９日目 8月27日

7月22日 （土）

第６日目

第１３日目

キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

カウンセリング①　

カウンセリング②　

労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

日程 科目

第１日目 7月9日

形態 7月生土日／生クラス

時間  １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

（日）

科目

第１日目

（日）

第４日目 7月23日

第１０日目 9月3日

第１０日目

第１１日目 9月10日

第６日目

第７日目

（日）
（日）
（日）
（日）
（日）

第７日目 8月13日

キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

キャリア形成支援①

キャリア形成支援②

労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

グループアプローチ/メンタルヘルス

日程

ジョブ・カード②/総括

（日）
（月・祝）

第１４日目

第１２日目 9月17日

第１２日目 9月18日

第１３日目 9月24日

第１３日目 9月24日

第１４日目 10月1日

10月1日
（日）
（日）

キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

キャリア形成支援④

効果的実施能力

ジョブ・カード②/総括

キャリア教育

（日）
（日）
（月・祝）

形態 7月生日祝／生クラス

時間  １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

日程 科目

第１日目 7月9日 （日） キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

第２日目 7月16日 （日） カウンセリング①　

第３日目 7月17日 （月・祝） カウンセリング②　

第４日目 7月23日 （日） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

第５日目 7月30日 （日） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

第６日目 8月6日 （日） グループアプローチ/メンタルヘルス

第７日目 8月20日 （日） キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

第８日目 8月27日 （日） キャリア形成支援①

第９日目 9月3日 （日） キャリア形成支援②

第１０日目 9月10日 （日） キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

第１４日目 10月1日 （日） ジョブ・カード②/総括

第１１日目 9月17日 （日） キャリア形成支援④

第１２日目 9月18日 （月・祝） キャリア教育

第１３日目 9月24日 （日） 効果的実施能力

形態 7月生日祝／生クラス

時間  １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

日程 科目

第１日目 7月9日 （日） キャリアコンサルタントの意義と役割・義務

第２日目 7月17日 （月・祝） カウンセリング①　

第３日目 7月30日 （日） カウンセリング②　

第４日目 8月6日 （日） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング③

第５日目 8月11日 （金・祝） 労働市場及び人事労務動向/カウンセリング④

第６日目 8月13日 （日） グループアプローチ/メンタルヘルス

第７日目 8月20日 （日） キャリア理論モデル/具体的支援に関する演習

第８日目 8月27日 （日） キャリア形成支援①

第９日目 9月3日 （日） キャリア形成支援②

第１０日目 9月10日 （日） キャリア形成支援③/ジョブ・カード①

第１４日目 10月1日 （日） ジョブ・カード②/総括

第１１日目 9月17日 （日） キャリア形成支援④

第１２日目 9月18日 （月・祝） キャリア教育

第１３日目 9月24日 （日） 効果的実施能力

国家資格キャリアコンサルタント養成講座 通学スケジュール 
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