
今、学生には、将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力が
求められています。学生のキャリア支援を充実させるため、今一度、教職員のキャリア・サポート・マインドの養成を検討しませんか。

本講座は、キャリア・サポートを推進するために、教職員が持つべき態度や姿勢・考え方を養成する独自の
プログラムで行われる研修です。開講12年目・全国で386 校、1,091人のサポーターが活躍しています。

大人数のセミナーと異なり、少人数によるグループワークによって、「主体的・対話的で深い学び」から多くの気づきを得ることを
特徴としています。様々な学校の教職員の方とともにグループワークをすることで、学生に対する心構えやコミュニケーションの方
法を学び、講座修了後に実践できる「腑に落ちる研修」・「実践できる研修」です。

学生のキャリアを効果的に支援する

キャリア・サポーター
養成講座を開催いたします！

東京・福岡

（写真：平成28年度東京会場受講の皆さま）

キャリア・サポートとは…

学生・生徒が自分自身のキャリア（仕事に関わる人生）を
主体的に設計・選択・決定できるように支援すること

キャリア・サポーター、足りていますか？

◆目的

◆特徴

学生・生徒の職業観の醸成、職業人生の考え方などを側面支援し、学生・生徒自身が自立的に取り組み、決定していくために、教
職員に必要とされるマインド（態度や姿勢・考え方）や能力を養成することを目的とします。

本案内は文部科学省認定職業実践専門課程、日本電子
専門学校グラフィックデザイン科平成28年度2年生
のデザインをもとに制作されたものです。
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一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団
キャリア・サポート事業運営委員会　御中

平成 29 年　　　月　　　日

教育機関名（学校名）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

機関長又は所属長名  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印

「学生のキャリアを効果的に支援する　キャリア・サポーター養成講座」の受講を申し込みます。

教育機関名（学校名）

福岡会場 ( 8 月 21日 ~ 23日 )東京会場 ( 8 月 7日 ~ 9 日 )

※○印をお付けください。希望会場

貴校名

性別

法人名

ご芳名

部署・役職名等

生 年 月 日

教員・職員

西暦　　　　  年　 　　月 　　　日男

教 員 職 員

女

教育機関（学校）所在地

TEL　　　　　　　　　　ー　　　　　ー
FAX　　　　　　　　　　ー　　　　　ー
e-mail　※必ずご記入ください。

〒

フリガナ

受講希望
者連絡先

受講料
( 教材費
を含む )

受講
希望者名

※受講料は原則としてお申し込みの教育機関名(学校名) にてお振込ください。法人名にてお振込予定の場合は、
以下の記入欄に法人名をご記入ください。

※ご提供いただいた個人情報は、講座開催前後の事務連絡、講習時のグループ分け及び修了後の関係情報提供以外
には利用いたしません。

※講師・受講者・事務局・オブサーバーに配布する「受講者名簿」には都道府県名・氏名・学校名のみ掲載させて
いただきます。 

1 名：96,000円
※別途、審査及び認定・登録料 11,000 円が必要となります。

FAX　03-3230-2688

＜ご返信先＞ 送付状は不要です。本状のみ送信ください。
一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団事務局　総務課　加藤

（個人参加の場合、ご記入は不要です）

受講申込書 ※コピーしてお使いください



キャリア・サポーター養成講座では、3日間の研修でキャリア・サポーターとしての心構え、および手法を身につけます。ただ知識とし
て身につけるだけではなく、キャリア・サポートを実践できるためのプログラムです。

キャリア・サポーターとしての心構えと能力を身につけましょう

学生の現状を受け止め「キャリア」について理解します。

「自己理解」を通して、個性に合った支援のやり方を学びます。

「仕事理解」により、具体的な支援のやり方と学内での展開方法を考えます。

３日目

２日目

1日目

実
践
へ

◇講座オリエンテーション

１．若者を受け止めよう
(１) デモンストレーション
(２) 学生の現状点検

２．仕事、キャリア、キャリア開発
(１) 私の履歴書
(２) 仕事の根っ子
(３) なぜ働くのか

バズ

シェアリングワークシート

シェアリングワークシート

シェアリングワークシート

グループワーク

３．キャリア・サポートのためのコ
ミュニケーションスキル
(１) 基本態度
(２)学生とのコミュニケーション

４．自己理解の促進
(１)自分らしさの気づき
(３)エゴグラムによる自己分析
(４)検査フィードバックの留意点
(５)ライフ・キャリア

５．仕事理解とキャリア・ガイダンス
(１)職業興味と職業選択
(２)職業興味検査（VPI）の考察
(３)仕事理解とキャリア・ガイダンス

６．キャリア・サポートの姿
(１)どうするキャリア・サポート
(２)実践を誓って

◇全体を振り返って
※事情によりプログラムは時間変更することがあります。
※受講終了後のレポート提出が、修了要件となっています。

実習

シェアリングワークシート

ロールプレイング

検査（診断）

検査（分析）

シェアリングエクササイズ

グループワーク

相互コメント

実施要項

認定講師プロフィール

【1. 日程】
＜東京会場＞
第1日目 平成29年８月 7日(月)　10:00～18:00
第2日目 　　 〃 8日(火) 9:00～17:00
第3日目 　　 〃 9日(水)　　　  〃　　 

＜福岡会場＞
第1日目 平成29年8月21日(月)　10:00～18:00
第2日目 　　 〃 22日(火) 9:00～17:00
第3日目 　　 〃 23日(水)　　　  〃　　 
※講座初日のみ開始・終了時刻が異なります。
ご注意ください。

グループワークを中心とした内容となります。
また、修了要件にもかかわりますので、全日程
を通じての参加をお願いします。
部分参加、日程途中からの参加者変更はご遠慮
ください。

【2. 場所】
＜東京会場＞　日本電子専門学校
東京都新宿区百人町1-25-4
http://www.jec.ac.jp/

＜福岡会場＞　リファレンス駅東ビル
福岡市博多区博多駅東1-16-14
リファレンス駅東ビル7F
http://www.re-rental.com/ekihigashi/

【3. 定員】
原則として、各会場24名までとさせていただき
ます。
※定員になり次第、締め切りとさせていただきま
す。
※申込が1会場8名未満の場合、中止とさせてい
ただく場合があります。

【4. 受講資格】
次の①または②いずれかの要件を満たす方。
①本財団が認める職業教育・キャリア教育機関
の教職員で且つ当該機関の長が推薦する方(非
常勤及び就任予定者を含む) 。
②上記以外の教育機関の教職員で学生・生徒のキャ
リア教育やキャリア支援に携わっている方。

【5. 受講料】
1名96,000円（教材費を含みます。）
※移動に伴う交通費・宿泊費は含みません。各
自で手配願います。
※お申し込み受付時に、送金先口座等をお知ら
せします。

【6. 認定要件】
3日間の全課程を履修後、1週間以内にレポート
をご提出いただきます（課題内容等の詳細は講
座のなかで説明いたします）。
レポート内容は、担当トレーナーによる確認を
経た後、キャリア・サポート事業運営委員会が
審査します。審査の結果、修了が認められる
と、「キャリア・サポーター認定証」が授与さ
れ、認定・登録されます。

【7.審査及び認定・登録料】
1名11,000円（受講料と共に徴収させていただ
きます）

【8. 申込期限】
東京会場：平成29年7月24日(月)
福岡会場：平成29年8月 7 日(月)
※定員になり次第、締め切りとさせていただきま
す。
※申込FAX受付次第、受講希望者ご本人様に受
付完了の電子メールをお送りいたします。

【9. 申込方法】
本案内最終ページの「受講申込書」に必要事項
をご記入の上、ファクシミリにてお申し込みく
ださい。
→申込先ＦＡＸ：０３（３２３０）２６８８

＜お問い合わせ先＞
〒102-0073
東京都千代田区九段北4-2-25  私学会館別館11階
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団
総務課　加藤宛
TEL：03(3230)4814　e-mail：csm@sgec.or.jp

 キャリア・サポーター
　　　 養成トレーナー（東京会場）

財津香壽子氏
キャリアサポート・オフィス一歩　代表

トレーナーを務め、「未来ノート」およ
び「教員用ガイド」の改訂を行い、その
普及に務めている。

＜資格＞
１級キャリアコンサルティング技能士
（国家資格）
キャリアコンサルタント（国家資格）
産業カウンセラー（日本産業カウンセ
ラー協会）

＜経歴＞
　大学卒業後、朝日新聞社に勤務の後、
企業の人事および人材開発を担当。
その後、専門学校の副校長職を歴任し、
学生や社会人のキャリア教育・支援や
キャリアコンサルティングを実施して社
会で活躍できる人材の育成に尽力する。
平成28年にキャリアサポート・オフィ
ス一歩を設立し、大学・専門学校・高校
のキャリア教育を推進している。
その他、本財団のキャリア・サポート事
業運営委員、キャリア・サポーター養成

 キャリア・サポーター
　　　 養成トレーナー（福岡会場）

吉岡　教江氏
　株式会社ＢＩＺステージ　代表取締役

社労士事務所デイズ　代表

＜経歴＞
　福岡市在住、広島市出身。
「働くひとの満足と幸せ」「働く環境の
充実と向上」の実現を目指して活動中。
キャリアコンサルティング、人事制度導
入などの実務と同時に起業家支援、NPO
法人設立支援などの事業展開を積極的に
行っている。
専門学校、大学等でのキャリア教育授
業、企業内での従業員研修、行政主催労
務管理・人事制度研修など多数。

＜資格等＞
社会保険労務士
キャリアコンサルタント（国家資格）
一般財団法人女性労働協会認定講師
TWIトレーナー（一般社団法人日本産業
訓練協会）

全体プログラム(予定)

主催：一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団


