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１１ページの【6. 参加にあたってのお願い】全てを了解頂け
る場合は、〼を記入してください。

＊お書き頂いたお名前等は、本研修会の準備・運営にのみ使用し、第三者への提供はいたしません。
＊ＦＡＸでお送りいただく際は、送付状は不要です。本紙のみお送りください。
【お申込先（電子メールでのお申込は受付けておりません）】

TCE財団 業務推進課「未来ノート」によるキャリア教育の考え方と進め方の研修会 係
ＦＡＸ：０３（３２３０）２６８８

「未来ノート」によるキャリア教育の考え方と進め方の研修会（無料）申込書
※コピーしてご利用ください

【1. 主催】
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団

【2. 主管】
篠原学園保育医療情報専門学校

【3. 日時】
平成28年8月4日（木）　10:00～17:00

【4. 会場】
東京都千代田区東京都千代田区神田神保町1-52-4
篠原学園保育医療情報専門学校
http://www.shinohara.ac.jp/

【5.交通案内】

●都営三田線、都営新宿線、東京メトロ
　半蔵門線「神保町」駅（A5出口）徒歩２分

●JR総武線「水道橋」駅（東口）徒歩5分

●JR中央線、総武線「御茶ノ水」駅
　（御茶ノ水橋口）徒歩10分

●東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
　（2出口）徒歩12分

●東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅
　（B5出口）徒歩10分

【6.参加にあたってのお願い】

・教育機関において、「未来ノート」（旧「やる気
の根っこ」）を導入・活用されている方や、今後
「未来ノート」の導入をご検討の方。

・研修で使用するため、「未来ノート」をご持参く
ださい。お持ちでない方は、10ページの注文書で
事前にご注文ください。

・グループワークを行いますので、終日のご参加を
お願いします。・研修風景を写真撮影し、後日、
その一部を広報に使わせて頂くことがありますの
で予めご了承ください。不許可の方はその旨、事
務局にお申し出ください。

【7. 受 講 料】
無　料

【8. 定 員】
40 名（原則として先着順といたします。ただし
、受講できない教育機関を減らすため、定員を超
えた場合には複数名お申し込みの教育機関に減員
をお願いすることがございます。その折には、ど
うぞご了承ください。なお、残席数に余裕がなく
なりました場合は、ホームページにてお知らせい
たします。それ以後の複数名申し込みはご遠慮く
ださい。）

【9. 申込方法】
下記の受講申込書に必要事項をご記入のうえ、ファ
クシミリにてお申込みください。
〒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 業務推
進課

【10. 申込期限】
7月21日（グループを編成するため、期限をお守り
ください）  

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
開催のご案内

一般財団法人

職業教育・キャリア教育財団



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）２ ３

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）

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

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
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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。

全体プログラム(予定)

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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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】
TCE財団の都道府県支部会員校…1名62,000円
上記以外…1名96,000円（共に教材費を含みま
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。
※「TCE財団の都道府県支部」は、本財団HPの
「名簿等」にてご確認ください。
※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８ページ目の「推薦書兼受講申込書」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
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 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）

学校法人や都道府県協会等の主催による、キャリア・サポーター養成講座も実施することができます。

都道府県支部や学校単位で講座を開催しませんか？
学校主催の講座の流れ

立案、
計画案を提出

受講者を
募集

認定証の
配布

講座の開催
レポートを提出

２

１

３

４

講座を立案し、財団事務局へ事業計画案を提出

受講者を募集し、受講料を徴収

講座を運営、講師謝金の支払い

受講者レポートの提出、審査・認定・登録料の支払いと認定書の送付

受講料・講師謝金額等の設定を含む事業計画案を、講座実施１ヶ月半前までに財団事務所へご提出していただきます。「受
講料」は、財団事務局へ支払う審査・認定料（項目④参照）、講師謝礼金 ( 原則として税込 210,000 円 )、講師旅費 ( 実費 )
を含めて設定してください。

受講者の募集と、審査・認定料を含む受講料を徴収してください。1講座あたりの受講者数は、原則として、8名以上24
名までとします。受講料は、財団事務局へ支払う審査・認定料（項目④参照）を必ず含めて徴収してください。

養成講座カリキュラムに基づき、21時間（1日7時間×３日間）実施してください。キャリア・サポーターとして認定さ
れるためには、認定トレーナーによる講座21時間の全課程受講が必修です。連続する3日間、または1日目の開講から3
週間以内に全課程を終了する日程で実施していただく必要があります。備品（文房具等）及び副教材は、都道府県協会
・学校法人等で準備してください。

受講者「課題レポート」・「アンケート」の取りまとめ、財団事務局への提出、財団事務局へのキャリア・サポーター
審査・認定料(1名につき11,000円)をお支払いいただきます。「課題レポート」「アンケート」の内容、取りまとめ方法
は、財団事務局から連絡します。また、審査を経て本財団がキャリア・サポーターと認定した方の認定証は、本財団よ
り主催団体に宛てて一括してお届けします。

主な副教材：「キャリア・アンカーⅠ セルフ・アセスメント」(1 冊約 \830 円程度×人数分 )
「ＶＰＩ職業興味検査」問題・回答用紙(20 名分セット約 \9,500 円程度)
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＜お問い合わせ先＞
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
〒102-0073東京都千代田区九段北4-2-25私学会館
別館11階　TEL:03(3230)4814　FAX：03(3230)2688

【1. 主催】
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団

【2. 主管】
篠原学園保育医療情報専門学校

【3. 日時】
平成28年8月4日（木）　10:00～17:00

【4. 会場】
東京都千代田区東京都千代田区神田神保町1-52-4
篠原学園保育医療情報専門学校
http://www.shinohara.ac.jp/

【5.交通案内】

●都営三田線、都営新宿線、東京メトロ
　半蔵門線「神保町」駅（A5出口）徒歩２分

●JR総武線「水道橋」駅（東口）徒歩5分

●JR中央線、総武線「御茶ノ水」駅
　（御茶ノ水橋口）徒歩10分

●東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
　（2出口）徒歩12分

●東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅
　（B5出口）徒歩10分

【6.参加にあたってのお願い】

・教育機関において、「未来ノート」（旧「やる気
の根っこ」）を導入・活用されている方や、今後
「未来ノート」の導入をご検討の方。

・研修で使用するため、「未来ノート」をご持参く
ださい。お持ちでない方は、10ページの注文書で
事前にご注文ください。

・グループワークを行いますので、終日のご参加を
お願いします。・研修風景を写真撮影し、後日、
その一部を広報に使わせて頂くことがありますの
で予めご了承ください。不許可の方はその旨、事
務局にお申し出ください。

【7. 受 講 料】
無　料

【8. 定 員】
40 名（原則として先着順といたします。ただし
、受講できない教育機関を減らすため、定員を超
えた場合には複数名お申し込みの教育機関に減員
をお願いすることがございます。その折には、ど
うぞご了承ください。なお、残席数に余裕がなく
なりました場合は、ホームページにてお知らせい
たします。それ以後の複数名申し込みはご遠慮く
ださい。）

【9. 申込方法】
下記の受講申込書に必要事項をご記入のうえ、ファ
クシミリにてお申込みください。
〒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 業務推
進課

【10. 申込期限】
7月21日（グループを編成するため、期限をお守り
ください）  

主催：一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団
後援：公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会
　　  一般社団法人 福岡県専修学校各種学校協会



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】
TCE財団の都道府県支部会員校…1名62,000円
上記以外…1名96,000円（共に教材費を含みま
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。
※「TCE財団の都道府県支部」は、本財団HPの
「名簿等」にてご確認ください。
※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８ページ目の「推薦書兼受講申込書」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
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 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）

学校法人や都道府県協会等の主催による、キャリア・サポーター養成講座も実施することができます。

都道府県支部や学校単位で講座を開催しませんか？
学校主催の講座の流れ

立案、
計画案を提出

受講者を
募集

認定証の
配布

講座の開催
レポートを提出

２

１

３

４

講座を立案し、財団事務局へ事業計画案を提出

受講者を募集し、受講料を徴収

講座を運営、講師謝金の支払い

受講者レポートの提出、審査・認定・登録料の支払いと認定書の送付

受講料・講師謝金額等の設定を含む事業計画案を、講座実施１ヶ月半前までに財団事務所へご提出していただきます。「受
講料」は、財団事務局へ支払う審査・認定料（項目④参照）、講師謝礼金 ( 原則として税込 210,000 円 )、講師旅費 ( 実費 )
を含めて設定してください。

受講者の募集と、審査・認定料を含む受講料を徴収してください。1講座あたりの受講者数は、原則として、8名以上24
名までとします。受講料は、財団事務局へ支払う審査・認定料（項目④参照）を必ず含めて徴収してください。

養成講座カリキュラムに基づき、21時間（1日7時間×３日間）実施してください。キャリア・サポーターとして認定さ
れるためには、認定トレーナーによる講座21時間の全課程受講が必修です。連続する3日間、または1日目の開講から3
週間以内に全課程を終了する日程で実施していただく必要があります。備品（文房具等）及び副教材は、都道府県協会
・学校法人等で準備してください。

受講者「課題レポート」・「アンケート」の取りまとめ、財団事務局への提出、財団事務局へのキャリア・サポーター
審査・認定料(1名につき11,000円)をお支払いいただきます。「課題レポート」「アンケート」の内容、取りまとめ方法
は、財団事務局から連絡します。また、審査を経て本財団がキャリア・サポーターと認定した方の認定証は、本財団よ
り主催団体に宛てて一括してお届けします。

主な副教材：「キャリア・アンカーⅠ セルフ・アセスメント」(1 冊約 \830 円程度×人数分 )
「ＶＰＩ職業興味検査」問題・回答用紙(20 名分セット約 \9,500 円程度)
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＜お問い合わせ先＞
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
〒102-0073東京都千代田区九段北4-2-25私学会館
別館11階　TEL:03(3230)4814　FAX：03(3230)2688

【1. 主催】
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団

【2. 主管】
篠原学園保育医療情報専門学校

【3. 日時】
平成28年8月4日（木）　10:00～17:00

【4. 会場】
東京都千代田区東京都千代田区神田神保町1-52-4
篠原学園保育医療情報専門学校
http://www.shinohara.ac.jp/

【5.交通案内】

●都営三田線、都営新宿線、東京メトロ
　半蔵門線「神保町」駅（A5出口）徒歩２分

●JR総武線「水道橋」駅（東口）徒歩5分

●JR中央線、総武線「御茶ノ水」駅
　（御茶ノ水橋口）徒歩10分

●東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
　（2出口）徒歩12分

●東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅
　（B5出口）徒歩10分

【6.参加にあたってのお願い】

・教育機関において、「未来ノート」（旧「やる気
の根っこ」）を導入・活用されている方や、今後
「未来ノート」の導入をご検討の方。

・研修で使用するため、「未来ノート」をご持参く
ださい。お持ちでない方は、10ページの注文書で
事前にご注文ください。

・グループワークを行いますので、終日のご参加を
お願いします。・研修風景を写真撮影し、後日、
その一部を広報に使わせて頂くことがありますの
で予めご了承ください。不許可の方はその旨、事
務局にお申し出ください。

【7. 受 講 料】
無　料

【8. 定 員】
40 名（原則として先着順といたします。ただし
、受講できない教育機関を減らすため、定員を超
えた場合には複数名お申し込みの教育機関に減員
をお願いすることがございます。その折には、ど
うぞご了承ください。なお、残席数に余裕がなく
なりました場合は、ホームページにてお知らせい
たします。それ以後の複数名申し込みはご遠慮く
ださい。）

【9. 申込方法】
下記の受講申込書に必要事項をご記入のうえ、ファ
クシミリにてお申込みください。
〒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 業務推
進課

【10. 申込期限】
7月21日（グループを編成するため、期限をお守り
ください）  

主催：一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団
後援：公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会
　　  一般社団法人 福岡県専修学校各種学校協会



◆鳥取県 専門学校鳥取情報経理学院、◆島根県 出
雲コアカレッジ、山陰中央専門大学校、島根デザ
イン専門学校、専門学校松江総合ビジネスカレッ
ジ◆岡山県 朝日医療大学校、朝日高等歯科衛生専
門学校、朝日リハビリテーション専門学校、岡山
科学技術専門学校、岡山プロフェッショナル・
ビューティ専門学校、岡山理科大学専門学校、専
門学校岡山情報ビジネス学院、専門学校岡山ビジ
ネスカレッジ、専門学校岡山ファッションスクー
ル、専門学校倉敷ファッションカレッジ、専門学
校ビーマックス、中国デザイン専門学校、西日本
調理製菓専門学校◆広島県 ＩＧＬ医療福祉専門学
校、穴吹医療福祉専門学校、穴吹学園、穴吹情報
デザイン専門学校、穴吹デザイン専門学校、小井
手ファッションビューティ専門学校、トリニティ
カレッジ広島医療福祉専門学校、広島会計学院専
門学校、広島コンピュータ専門学校、広島情報専
門学校、広島情報ビジネス専門学校◆山口県 専門
学校ＹＩＣグループ、専門学校ＹＩＣリハビリテー
ション大学校、徳山総合ビジネス専門学校、山口コ・
メディカル学院、山口コアカレッジ、ＹＩＣ学院、
ＹＩＣ看護福祉専門学校、ＹＩＣキャリアデザイン
専門学校、ＹＩＣ公務員専門学校、ＹＩＣビジネス
アート専門学校、ＹＩＣビューティモード専門学
校、ＹＩＣ保育＆ビジネス専門学校◆徳島県 専門
学校穴吹情報公務員カレッジ、その他 1団体

◆三重県 旭美容専門学校、鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校◆滋賀県 甲賀健康医療専門学校、
国際経営情報専門学校、滋賀ビジネス学院◆京都府 ＜専＞ＹＩＣ京都工科大学校、京都医健専門学校、
京都コンピュータ学院京都駅前校、京都調理師専門学校、京都美容専門学校、ＹＩＣ京都ビューティ
専門学校、ＹＩＣ京都ペット総合専門学校◆大阪府 ＥＣＣコンピュータ専門学校、英風女子高等専修
学校、大阪医療福祉専門学校、大阪外語専門学校、大阪技能専門学校、大阪工業技術専門学校、大阪
情報コンピュータ高等専修学校、大阪情報コンピュータ専門学校、大阪情報専門学校、大阪総合デザ
イン専門学校、大阪美容専門学校、大阪ペピイ動物看護専門学校、高津理容美容専門学校、修成建設
専門学校、駿台観光アンド外語ビジネス専門学校、創造社デザイン専門学校、中央工学校ＯＳＡＫＡ、
辻製菓専門学校、辻調理師専門学校、東洋医療専門学校、トライデントコンピュータ専門学校大阪、
履正社医療スポーツ専門学校、ル・トーア東亜美容専門学校、その他 3 団体◆兵庫県 関西保育福祉
専門学校、神戸医療福祉専門学校三田校、専修学校西宮甲英高等学院、専門学校トヨタ神戸自動車大
学校、ビジネス専門学校キャリアカレッジ但馬、姫路歯科衛生専門学校、姫路福祉保育専門学校、兵
庫栄養調理製菓専門学校、へアラルト阪神理容美容専門学校、その他 3 団体◆奈良県 橿原美容専門
学校、ラソーンイービジネス専門学校

◆福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校、
麻生外語観光＆製菓専門学校、麻生情報
ビジネス専門学校、Ｆ・Ｃフチガミ医療福
祉専門学校、大村美容ファッション専門学校、北九州保
育福祉専門学校、キャリア・サポート・オフィス 一歩、
製菓・医療九州ビジネス専門学校、専修学校麻生ビュー
ティーカレッジ、専門学校麻生リハビリテーション大学
校、専門学校九州テクノカレッジ、専門学校西鉄国際ビ
ジネスカレッジ、専門学校日本デザイナー学院、専門学
校日本ビジネススクール、専門学校福岡カレッジ・オブ・
ビジネス、その他 2 団体◆佐賀県 唐津ビジネスカレッ
ジ◆長崎県 九州医学技術専門学校、こころ医療福祉専
門学校、専修学校Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｏｌｌ
ｅｇｅ　Ｂｅｌｌｅ　Ｆｅｍｍｅ、長崎県美容専門学校、
長崎コンピュータ専門学校◆熊本県 九州工科自動車専
門学校、専修学校熊本壷溪塾、日本総合教育専門学校◆
大分県 明日香美容文化専門学校、大分スクール・オブ・
ビジネス◆宮崎県 大原簿記公務員専門学校、都城コア
カレッジ、都城デンタルコアカレッジ、宮崎情報ビジネ
ス専門学校、宮崎福祉医療カレッジ、宮崎ペットワール
ド専門学校、その他 1 団体◆鹿児島県 鹿児島医療技術
専門学校、鹿児島外語学院、鹿児島情報ビジネス専門学
校、その他1団体◆沖縄県 ＫＢＣ学園、サイ・テク・カレッ
ジ、尚学院国際ビジネスアカデミー、専修学校インター
ナショナルデザインアカデミー、専修学校インターナ
ショナルリゾートカレッジ、専修学校エルケア医療保育
専門学校、専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校、専修
学校沖縄ペットワールド専門学校、専修学校国際電子ビ
ジネス専門学校、専修学校ビューティーモードカレッジ、
専門学校那覇日経ビジネス、専門学校日経ビジネス、専
門学校日経ビジネス工学院、専門学校ライフジュニアカ
レッジ、那覇情報システム専門学校、パシフィックテク
ノカレッジ学院、琉球調理師専修学校、その他 5団体6

◆香川県 穴吹学園、香川県歯科医療専門学校、四国医療専門学校、
その他 2団体、専門学校穴吹コンピュータカレッジ、専門学校穴吹デ
ザインカレッジ、専門学校穴吹ビジネスカレッジ、専門学校穴吹リハ
ビリテーションカレッジ、専門学校禅林学園◆愛媛県 愛媛調理製菓

専門学校、河原ＩＴビジネス専門学校、河原アイペットワールド専門学校、河原医療福祉専門学校、
河原デザイン・アート専門学校、河原パティシエ・医療・観光専門学校、河原ビューティモード専門学校、
その他 4 団体◆高知県 高知開成専門学校、高知情報ビジネス＆フード専門学校、高知理容美容専門
学校、国際デザイン・ビューティカレッジ、CIJ ほくでん、龍馬看護ふくし専門学校

◆新潟県 国際ビューティモード専門学校、国際ホテル・ブライダル専門学校、晴陵リハビリテーショ
ン学院、専門学校新潟国際自動車大学校、新潟医療福祉カレッジ、新潟高度情報専門学校、新潟こど
も医療専門学校、新潟リハビリテーション専門学校、日本こども福祉専門学校、その他 2 団体◆富山
県 富山医療福祉専門学校、富山情報ビジネス専門学校◆石川県 金沢福祉専門学校、専門学校アリス
学園、専門学校金沢美専◆長野県 飯田コアカレッジ、伊那ビジネス専門学校、上田情報ビジネス専門
学校、臼田経理専門学校、エプソン情報科学専門学校、信州医療福祉専門学校、信州リハビリテーショ
ン専門学校、専門学校カレッジオブキャリア共和校、専門学校カレッジオブキャリア長野校、専門学
校長野ビジネス外語カレッジ、専門学校未来ビジネスカレッジ、豊野高等専修学校、長野医療衛生専
門学校、長野医療技術専門学校、長野救命医療専門学校、長野社会福祉専門学校、長野ビジネスアカ
デミー、長野ビジネス学院、長野美術専門学校、長野平青学園、松本衣デザイン専門学校、松本医療
福祉専門学校、松本歯科大学衛生学院、松本情報工科専門学校、松本調理師製菓師専門学校、松本理
容美容専門学校、丸の内ビジネス専門学校、その他 1団体◆岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校、
専修学校中部国際自動車大学校、専門学校飛騨国際工芸学園、中日本航空専門学校、ベルフォートア
カデミーオブビューティ◆静岡県 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校静岡校、大原トラベル・
ホテル・ブライダル専門学校浜松校、大原法律公務員専門学校浜松校、大原簿記情報医療専門学校静
岡校、大原簿記情報医療専門学校浜松校、国際医療管理専門学校熱海校、国際医療管理専門学校浜松校、
国際ことば学院外国語専門学校、静岡アルス美容専門学校、静岡県美容専門学校、静岡産業技術専門
学校、静岡デザイン専門学校、静岡福祉医療専門学校、静岡理工科大学、白百合洋裁専修学校、専門
学校静岡工科自動車大学校、専門学校静岡電子情報カレッジ、専門学校中央医療健康大学校、専門学
校浜松医療学院、専門学校浜松デザインカレッジ、専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー、中
遠調理師専門学校、中央歯科衛生士調理製菓専門学校、中央調理製菓専門学校静岡校、東海医療学園
専門学校、東海調理製菓専門学校、東海文化専門学校、常葉学園静岡リハビリテーション専門学校、
沼津情報・ビジネス専門学校、浜松情報専門学校、浜松調理菓子専門学校◆愛知県 安城生活福祉高等
専修学校、大原法律公務員専門学校、大原簿記情報医療専門学校、国際医療管理専門学校名古屋校、
国際観光専門学校名古屋校、専門学校トヨタ名古屋自動車大学校、専門学校名古屋デザイナー学院、
専門学校日産愛知自動車大学校、中部楽器技術専門学校、東海医療科学専門学校、東海医療工学専門
学校、名古屋栄養専門学校、名古屋観光専門学校、名古屋工学院専門学校、名古屋製菓専門学校、名
古屋ユマニテク歯科製菓専門学校、山本学園情報文化専門学校、その他 1団体

◆北海道 帯広コア専門学校、北見美容専門学校、経専医療事務薬業専
門学校、経専音楽放送芸術専門学校、経専調理製菓専門学校、経専北
海道観光専門学校、経専北海道どうぶつ専門学校、経専北海道保育専
門学校、札幌医療科学専門学校、札幌リハビリテーション専門学校、
専修学校ロシア極東大函館校、北海道エコ・動物自然専門学校、北海
道農業協同組合学校、北海道ハイテクノロジー専門学校、その他1団
体◆青森県  専門学校アレック情報ビジネス学院、東奥保育・福祉専門
学院、東北コンピュータ専門学校◆岩手県  盛岡医療福祉専門学校◆宮
城県 仙台総合ペット専門学校、専門学校デジタルアーツ仙台、東北電
子専門学校◆秋田県 秋田コアビジネスカレッジ◆山形県 専門学校山形
Ｖ.カレッジ、山形厚生看護学校、その他1団体◆福島県 ケイセンビジ
ネス公務員カレッジ、その他1団体

◆茨城県 水戸経理専門学校、その他 2団体◆栃木県 宇都宮美容専門学校、国際テクニカルデザイン・
自動車専門学校、マロニエ医療福祉専門学校◆群馬県 群馬県高等歯科衛生士学院、群馬県美容専門学
校、群馬ブライダルビジネス専門学校、専門学校群馬自動車大学校、中央情報経理専門学校、中央情
報経理専門学校高崎校、中央動物看護専門学校◆埼玉県 上尾中央医療専門学校、アルスコンピュータ
専門学校、医学アカデミー、埼玉県理容美容専門学校、中央情報専門学校、その他 2 団体◆千葉県 
国際理工情報デザイン専門学校、千葉情報経理専門学校、明生情報ビジネス専門学校、その他 1 団体
◆東京都 青山製図専門学校、国際文化理容美容専門学校国分寺校、国際理容美容専門学校、資生堂美
容技術専門学校、篠原保育医療情報専門学校、尚美ミュージックカレッジ専門学校、専門学校イーエ
スピーミュージカルアカデミー、専門学校桑沢デザイン研究所、専門学校デジタルアーツ東京、専門
学校トヨタ東京自動車大学校、専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ、専門学校武蔵野ファッショ
ンカレッジ、専門学校読売自動車大学校、東京医療専門学校、東京調理製菓専門学校、東京デザイン
専門学校、東京電子専門学校、東京美容専門学校、東京福祉専門学校、東放学園映画専門学校、東放
学園音響専門学校、東放学園高等専修学校、東放学園専門学校、日本工学院専門学校、日本工学院八
王子専門学校、日本デザイン福祉専門学校、日本電子専門学校、日本フラワーデザイン専門学校、日
本リハビリテーション専門学校、二葉栄養専門学校、文化学院、ホスピタリティツーリズム専門学校、
ヤマザキ動物専門学校、山脇美術専門学院、早稲田速記医療福祉専門学校、早稲田文理専門学校、そ
の他 2 団体◆神奈川県 岩谷学園、岩谷学園、岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校、横浜シス
テム工学院専門学校、横浜デザイン学院、その他 4団体

キャリア・サポーター在籍校一覧

3８6 1,091全国　　　 　校、　  　   　人のサポーターが活躍しています！

95%！
受講者の評価が
「大変良かった」
 および「良かった」  「大変良かった」

「良かった」
95.05％

毎年 受講された教職員の方々から「学生への支援のやり方がわかった」という
感想をいただいています。受講者アンケートより、その一部をご紹介します。
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【1. 主催】
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団

【2. 主管】
篠原学園保育医療情報専門学校

【3. 日時】
平成28年8月4日（木）　10:00～17:00

【4. 会場】
東京都千代田区東京都千代田区神田神保町1-52-4
篠原学園保育医療情報専門学校
http://www.shinohara.ac.jp/

【5.交通案内】

●都営三田線、都営新宿線、東京メトロ
　半蔵門線「神保町」駅（A5出口）徒歩２分

●JR総武線「水道橋」駅（東口）徒歩5分

●JR中央線、総武線「御茶ノ水」駅
　（御茶ノ水橋口）徒歩10分

●東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
　（2出口）徒歩12分

●東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅
　（B5出口）徒歩10分

【6.参加にあたってのお願い】

・教育機関において、「未来ノート」（旧「やる気
の根っこ」）を導入・活用されている方や、今後
「未来ノート」の導入をご検討の方。

・研修で使用するため、「未来ノート」をご持参く
ださい。お持ちでない方は、10ページの注文書で
事前にご注文ください。

・グループワークを行いますので、終日のご参加を
お願いします。・研修風景を写真撮影し、後日、
その一部を広報に使わせて頂くことがありますの
で予めご了承ください。不許可の方はその旨、事
務局にお申し出ください。

【7. 受 講 料】
無　料

【8. 定 員】
40 名（原則として先着順といたします。ただし
、受講できない教育機関を減らすため、定員を超
えた場合には複数名お申し込みの教育機関に減員
をお願いすることがございます。その折には、ど
うぞご了承ください。なお、残席数に余裕がなく
なりました場合は、ホームページにてお知らせい
たします。それ以後の複数名申し込みはご遠慮く
ださい。）

【9. 申込方法】
下記の受講申込書に必要事項をご記入のうえ、ファ
クシミリにてお申込みください。
〒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 業務推
進課

【10. 申込期限】
7月21日（グループを編成するため、期限をお守り
ください）  

養成講座に参加して、キャリア・サポートの重要性について、多くの学びを得ることができまし
た。特に、グループワークが中心だったので、メンバーからの具体的なアドバイスや事例の話を、
分野を超えて共有することができました。

3日間本当に良い勉強になりました。教師という視点で長く仕事をしてきた私にとっては、全く違
う視点の学習ができたことが新鮮であり、今後のサポーターとしての原動力となりました。

学校に戻ってどのように教職員・学生に返していけるのかを考えながら受けていましたが、全てが
持ち帰って実践していきたいと思える内容でした。

他の参加者の方と問題や課題を共有でき、また、それについて話し合うことで皆様のキャリアを知
ることができました。また、自分自身を見つめ直すことで、様々な発見や気づきがあり、有意義な
時間を過ごすことができました。

平成28年度　キャリア・サポーター養成講座
(東京・大阪会場)　～受講者アンケートからの抜粋～
　　　　　　　　　　　　　※事務局により一部編集



◆鳥取県 専門学校鳥取情報経理学院、◆島根県 出
雲コアカレッジ、山陰中央専門大学校、島根デザ
イン専門学校、専門学校松江総合ビジネスカレッ
ジ◆岡山県 朝日医療大学校、朝日高等歯科衛生専
門学校、朝日リハビリテーション専門学校、岡山
科学技術専門学校、岡山プロフェッショナル・
ビューティ専門学校、岡山理科大学専門学校、専
門学校岡山情報ビジネス学院、専門学校岡山ビジ
ネスカレッジ、専門学校岡山ファッションスクー
ル、専門学校倉敷ファッションカレッジ、専門学
校ビーマックス、中国デザイン専門学校、西日本
調理製菓専門学校◆広島県 ＩＧＬ医療福祉専門学
校、穴吹医療福祉専門学校、穴吹学園、穴吹情報
デザイン専門学校、穴吹デザイン専門学校、小井
手ファッションビューティ専門学校、トリニティ
カレッジ広島医療福祉専門学校、広島会計学院専
門学校、広島コンピュータ専門学校、広島情報専
門学校、広島情報ビジネス専門学校◆山口県 専門
学校ＹＩＣグループ、専門学校ＹＩＣリハビリテー
ション大学校、徳山総合ビジネス専門学校、山口コ・
メディカル学院、山口コアカレッジ、ＹＩＣ学院、
ＹＩＣ看護福祉専門学校、ＹＩＣキャリアデザイン
専門学校、ＹＩＣ公務員専門学校、ＹＩＣビジネス
アート専門学校、ＹＩＣビューティモード専門学
校、ＹＩＣ保育＆ビジネス専門学校◆徳島県 専門
学校穴吹情報公務員カレッジ、その他 1団体

◆三重県 旭美容専門学校、鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校◆滋賀県 甲賀健康医療専門学校、
国際経営情報専門学校、滋賀ビジネス学院◆京都府 ＜専＞ＹＩＣ京都工科大学校、京都医健専門学校、
京都コンピュータ学院京都駅前校、京都調理師専門学校、京都美容専門学校、ＹＩＣ京都ビューティ
専門学校、ＹＩＣ京都ペット総合専門学校◆大阪府 ＥＣＣコンピュータ専門学校、英風女子高等専修
学校、大阪医療福祉専門学校、大阪外語専門学校、大阪技能専門学校、大阪工業技術専門学校、大阪
情報コンピュータ高等専修学校、大阪情報コンピュータ専門学校、大阪情報専門学校、大阪総合デザ
イン専門学校、大阪美容専門学校、大阪ペピイ動物看護専門学校、高津理容美容専門学校、修成建設
専門学校、駿台観光アンド外語ビジネス専門学校、創造社デザイン専門学校、中央工学校ＯＳＡＫＡ、
辻製菓専門学校、辻調理師専門学校、東洋医療専門学校、トライデントコンピュータ専門学校大阪、
履正社医療スポーツ専門学校、ル・トーア東亜美容専門学校、その他 3 団体◆兵庫県 関西保育福祉
専門学校、神戸医療福祉専門学校三田校、専修学校西宮甲英高等学院、専門学校トヨタ神戸自動車大
学校、ビジネス専門学校キャリアカレッジ但馬、姫路歯科衛生専門学校、姫路福祉保育専門学校、兵
庫栄養調理製菓専門学校、へアラルト阪神理容美容専門学校、その他 3 団体◆奈良県 橿原美容専門
学校、ラソーンイービジネス専門学校

◆福岡県 麻生医療福祉専門学校福岡校、
麻生外語観光＆製菓専門学校、麻生情報
ビジネス専門学校、Ｆ・Ｃフチガミ医療福
祉専門学校、大村美容ファッション専門学校、北九州保
育福祉専門学校、キャリア・サポート・オフィス 一歩、
製菓・医療九州ビジネス専門学校、専修学校麻生ビュー
ティーカレッジ、専門学校麻生リハビリテーション大学
校、専門学校九州テクノカレッジ、専門学校西鉄国際ビ
ジネスカレッジ、専門学校日本デザイナー学院、専門学
校日本ビジネススクール、専門学校福岡カレッジ・オブ・
ビジネス、その他 2 団体◆佐賀県 唐津ビジネスカレッ
ジ◆長崎県 九州医学技術専門学校、こころ医療福祉専
門学校、専修学校Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｏｌｌ
ｅｇｅ　Ｂｅｌｌｅ　Ｆｅｍｍｅ、長崎県美容専門学校、
長崎コンピュータ専門学校◆熊本県 九州工科自動車専
門学校、専修学校熊本壷溪塾、日本総合教育専門学校◆
大分県 明日香美容文化専門学校、大分スクール・オブ・
ビジネス◆宮崎県 大原簿記公務員専門学校、都城コア
カレッジ、都城デンタルコアカレッジ、宮崎情報ビジネ
ス専門学校、宮崎福祉医療カレッジ、宮崎ペットワール
ド専門学校、その他 1 団体◆鹿児島県 鹿児島医療技術
専門学校、鹿児島外語学院、鹿児島情報ビジネス専門学
校、その他1団体◆沖縄県 ＫＢＣ学園、サイ・テク・カレッ
ジ、尚学院国際ビジネスアカデミー、専修学校インター
ナショナルデザインアカデミー、専修学校インターナ
ショナルリゾートカレッジ、専修学校エルケア医療保育
専門学校、専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校、専修
学校沖縄ペットワールド専門学校、専修学校国際電子ビ
ジネス専門学校、専修学校ビューティーモードカレッジ、
専門学校那覇日経ビジネス、専門学校日経ビジネス、専
門学校日経ビジネス工学院、専門学校ライフジュニアカ
レッジ、那覇情報システム専門学校、パシフィックテク
ノカレッジ学院、琉球調理師専修学校、その他 5団体6

◆香川県 穴吹学園、香川県歯科医療専門学校、四国医療専門学校、
その他 2団体、専門学校穴吹コンピュータカレッジ、専門学校穴吹デ
ザインカレッジ、専門学校穴吹ビジネスカレッジ、専門学校穴吹リハ
ビリテーションカレッジ、専門学校禅林学園◆愛媛県 愛媛調理製菓

専門学校、河原ＩＴビジネス専門学校、河原アイペットワールド専門学校、河原医療福祉専門学校、
河原デザイン・アート専門学校、河原パティシエ・医療・観光専門学校、河原ビューティモード専門学校、
その他 4 団体◆高知県 高知開成専門学校、高知情報ビジネス＆フード専門学校、高知理容美容専門
学校、国際デザイン・ビューティカレッジ、CIJ ほくでん、龍馬看護ふくし専門学校

◆新潟県 国際ビューティモード専門学校、国際ホテル・ブライダル専門学校、晴陵リハビリテーショ
ン学院、専門学校新潟国際自動車大学校、新潟医療福祉カレッジ、新潟高度情報専門学校、新潟こど
も医療専門学校、新潟リハビリテーション専門学校、日本こども福祉専門学校、その他 2 団体◆富山
県 富山医療福祉専門学校、富山情報ビジネス専門学校◆石川県 金沢福祉専門学校、専門学校アリス
学園、専門学校金沢美専◆長野県 飯田コアカレッジ、伊那ビジネス専門学校、上田情報ビジネス専門
学校、臼田経理専門学校、エプソン情報科学専門学校、信州医療福祉専門学校、信州リハビリテーショ
ン専門学校、専門学校カレッジオブキャリア共和校、専門学校カレッジオブキャリア長野校、専門学
校長野ビジネス外語カレッジ、専門学校未来ビジネスカレッジ、豊野高等専修学校、長野医療衛生専
門学校、長野医療技術専門学校、長野救命医療専門学校、長野社会福祉専門学校、長野ビジネスアカ
デミー、長野ビジネス学院、長野美術専門学校、長野平青学園、松本衣デザイン専門学校、松本医療
福祉専門学校、松本歯科大学衛生学院、松本情報工科専門学校、松本調理師製菓師専門学校、松本理
容美容専門学校、丸の内ビジネス専門学校、その他 1団体◆岐阜県 大原簿記医療観光専門学校岐阜校、
専修学校中部国際自動車大学校、専門学校飛騨国際工芸学園、中日本航空専門学校、ベルフォートア
カデミーオブビューティ◆静岡県 大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校静岡校、大原トラベル・
ホテル・ブライダル専門学校浜松校、大原法律公務員専門学校浜松校、大原簿記情報医療専門学校静
岡校、大原簿記情報医療専門学校浜松校、国際医療管理専門学校熱海校、国際医療管理専門学校浜松校、
国際ことば学院外国語専門学校、静岡アルス美容専門学校、静岡県美容専門学校、静岡産業技術専門
学校、静岡デザイン専門学校、静岡福祉医療専門学校、静岡理工科大学、白百合洋裁専修学校、専門
学校静岡工科自動車大学校、専門学校静岡電子情報カレッジ、専門学校中央医療健康大学校、専門学
校浜松医療学院、専門学校浜松デザインカレッジ、専門学校ルネサンス・デザイン　アカデミー、中
遠調理師専門学校、中央歯科衛生士調理製菓専門学校、中央調理製菓専門学校静岡校、東海医療学園
専門学校、東海調理製菓専門学校、東海文化専門学校、常葉学園静岡リハビリテーション専門学校、
沼津情報・ビジネス専門学校、浜松情報専門学校、浜松調理菓子専門学校◆愛知県 安城生活福祉高等
専修学校、大原法律公務員専門学校、大原簿記情報医療専門学校、国際医療管理専門学校名古屋校、
国際観光専門学校名古屋校、専門学校トヨタ名古屋自動車大学校、専門学校名古屋デザイナー学院、
専門学校日産愛知自動車大学校、中部楽器技術専門学校、東海医療科学専門学校、東海医療工学専門
学校、名古屋栄養専門学校、名古屋観光専門学校、名古屋工学院専門学校、名古屋製菓専門学校、名
古屋ユマニテク歯科製菓専門学校、山本学園情報文化専門学校、その他 1団体

◆北海道 帯広コア専門学校、北見美容専門学校、経専医療事務薬業専
門学校、経専音楽放送芸術専門学校、経専調理製菓専門学校、経専北
海道観光専門学校、経専北海道どうぶつ専門学校、経専北海道保育専
門学校、札幌医療科学専門学校、札幌リハビリテーション専門学校、
専修学校ロシア極東大函館校、北海道エコ・動物自然専門学校、北海
道農業協同組合学校、北海道ハイテクノロジー専門学校、その他1団
体◆青森県  専門学校アレック情報ビジネス学院、東奥保育・福祉専門
学院、東北コンピュータ専門学校◆岩手県  盛岡医療福祉専門学校◆宮
城県 仙台総合ペット専門学校、専門学校デジタルアーツ仙台、東北電
子専門学校◆秋田県 秋田コアビジネスカレッジ◆山形県 専門学校山形
Ｖ.カレッジ、山形厚生看護学校、その他1団体◆福島県 ケイセンビジ
ネス公務員カレッジ、その他1団体

◆茨城県 水戸経理専門学校、その他 2団体◆栃木県 宇都宮美容専門学校、国際テクニカルデザイン・
自動車専門学校、マロニエ医療福祉専門学校◆群馬県 群馬県高等歯科衛生士学院、群馬県美容専門学
校、群馬ブライダルビジネス専門学校、専門学校群馬自動車大学校、中央情報経理専門学校、中央情
報経理専門学校高崎校、中央動物看護専門学校◆埼玉県 上尾中央医療専門学校、アルスコンピュータ
専門学校、医学アカデミー、埼玉県理容美容専門学校、中央情報専門学校、その他 2 団体◆千葉県 
国際理工情報デザイン専門学校、千葉情報経理専門学校、明生情報ビジネス専門学校、その他 1 団体
◆東京都 青山製図専門学校、国際文化理容美容専門学校国分寺校、国際理容美容専門学校、資生堂美
容技術専門学校、篠原保育医療情報専門学校、尚美ミュージックカレッジ専門学校、専門学校イーエ
スピーミュージカルアカデミー、専門学校桑沢デザイン研究所、専門学校デジタルアーツ東京、専門
学校トヨタ東京自動車大学校、専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ、専門学校武蔵野ファッショ
ンカレッジ、専門学校読売自動車大学校、東京医療専門学校、東京調理製菓専門学校、東京デザイン
専門学校、東京電子専門学校、東京美容専門学校、東京福祉専門学校、東放学園映画専門学校、東放
学園音響専門学校、東放学園高等専修学校、東放学園専門学校、日本工学院専門学校、日本工学院八
王子専門学校、日本デザイン福祉専門学校、日本電子専門学校、日本フラワーデザイン専門学校、日
本リハビリテーション専門学校、二葉栄養専門学校、文化学院、ホスピタリティツーリズム専門学校、
ヤマザキ動物専門学校、山脇美術専門学院、早稲田速記医療福祉専門学校、早稲田文理専門学校、そ
の他 2 団体◆神奈川県 岩谷学園、岩谷学園、岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校、横浜シス
テム工学院専門学校、横浜デザイン学院、その他 4団体

キャリア・サポーター在籍校一覧

3８6 1,091全国　　　 　校、　  　   　人のサポーターが活躍しています！

95%！
受講者の評価が
「大変良かった」
 および「良かった」  「大変良かった」

「良かった」
95.05％

毎年 受講された教職員の方々から「学生への支援のやり方がわかった」という
感想をいただいています。受講者アンケートより、その一部をご紹介します。
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【1. 主催】
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団

【2. 主管】
篠原学園保育医療情報専門学校

【3. 日時】
平成28年8月4日（木）　10:00～17:00

【4. 会場】
東京都千代田区東京都千代田区神田神保町1-52-4
篠原学園保育医療情報専門学校
http://www.shinohara.ac.jp/

【5.交通案内】

●都営三田線、都営新宿線、東京メトロ
　半蔵門線「神保町」駅（A5出口）徒歩２分

●JR総武線「水道橋」駅（東口）徒歩5分

●JR中央線、総武線「御茶ノ水」駅
　（御茶ノ水橋口）徒歩10分

●東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
　（2出口）徒歩12分

●東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅
　（B5出口）徒歩10分

【6.参加にあたってのお願い】

・教育機関において、「未来ノート」（旧「やる気
の根っこ」）を導入・活用されている方や、今後
「未来ノート」の導入をご検討の方。

・研修で使用するため、「未来ノート」をご持参く
ださい。お持ちでない方は、10ページの注文書で
事前にご注文ください。

・グループワークを行いますので、終日のご参加を
お願いします。・研修風景を写真撮影し、後日、
その一部を広報に使わせて頂くことがありますの
で予めご了承ください。不許可の方はその旨、事
務局にお申し出ください。

【7. 受 講 料】
無　料

【8. 定 員】
40 名（原則として先着順といたします。ただし
、受講できない教育機関を減らすため、定員を超
えた場合には複数名お申し込みの教育機関に減員
をお願いすることがございます。その折には、ど
うぞご了承ください。なお、残席数に余裕がなく
なりました場合は、ホームページにてお知らせい
たします。それ以後の複数名申し込みはご遠慮く
ださい。）

【9. 申込方法】
下記の受講申込書に必要事項をご記入のうえ、ファ
クシミリにてお申込みください。
〒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 業務推
進課

【10. 申込期限】
7月21日（グループを編成するため、期限をお守り
ください）  

養成講座に参加して、キャリア・サポートの重要性について、多くの学びを得ることができまし
た。特に、グループワークが中心だったので、メンバーからの具体的なアドバイスや事例の話を、
分野を超えて共有することができました。

3日間本当に良い勉強になりました。教師という視点で長く仕事をしてきた私にとっては、全く違
う視点の学習ができたことが新鮮であり、今後のサポーターとしての原動力となりました。

学校に戻ってどのように教職員・学生に返していけるのかを考えながら受けていましたが、全てが
持ち帰って実践していきたいと思える内容でした。

他の参加者の方と問題や課題を共有でき、また、それについて話し合うことで皆様のキャリアを知
ることができました。また、自分自身を見つめ直すことで、様々な発見や気づきがあり、有意義な
時間を過ごすことができました。

平成28年度　キャリア・サポーター養成講座
(東京・大阪会場)　～受講者アンケートからの抜粋～
　　　　　　　　　　　　　※事務局により一部編集



アクティブ・ラーニング型キャリア教育ワークブック やる気の根っこ

未来ノート

１

１ ２

２

２１

受講申込書（兼推薦書）※コピーしてお使いください

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）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

校長名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿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。 

TCE 財団の都道府県支部の会員校教職員…1名：62,000円
　　　　　　　　　　　　　　上記以外…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。
※「TCE 財団の都道府県支部」は、本財団HPの「名簿等」にてご確認ください。
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定価：972 円（本体 900 円 +税）
( A4版・64 ページ）

アクティブ・ラーニング型
キャリア教育ワークブックやる気の根っこ

「未来ノート」
全ての教職員がキャリア教育の現場で活用することのできる“学生用ワークブック”
です。授業の想定時間は12コマ(1コマ90分)。全コマを実施することにより最大の
学習効果が得られるよう編集されています。ただし、分割実施や15コマの場合は他
の授業の一部を組み入れて利用することも可能です。

特徴２

特徴１

教材サンプルと見本

特徴３

「未来ノート」は、アクティブ・ラーニング型のキャリア教育ワークブック
です。学生が本書を利用してチーム学習を行うことにより、楽しく効果
的にキャリアについて学ぶことができるよう編集されています。また、
目標達成を目指して行われるチームでのグループワークは、就業観やコ
ミュニケーション能力の育成に大きな効果を発揮します。

インターネット上に、本書を利用する先生方専用のページを設け、教員用ガイドをダウンロードしていた
（注文書に記されたメールアドレス宛にご案内いたします）。教員用ガイドには、コマごとの学習目標が
設定され、それを達成するための学習内容と時間配分が表示されており、それをそのままシラバス作成の
資料として利用できます。
また、キャリア教育を担当したことのない方でも、ワークブックと教員用ガイドを活用すれば、授業が担
当できるように工夫されています。

ワークの中には、自分の思いを書き込んでチームのメンバーと分かち合うものや、切り取ってメンバー
にプレゼントするカードが含まれます。そのため、ワークブックはリングファイル型式とし、中身の取
り外しが自由に行えるようにしてあります。

アクティブ・ラーニング型のキャリア教育

教員用ガイド

リングファイル型式

ワークブックの一部および教員用ガイドの一部を含む教材サンプルを、本財団のホームページから

無料でダウンロードすることができます。

※ お申し込み方法：裏面の注文書を FAX にてご送信ください。

※ 送料・納期等の詳細は裏面の注文書をご確認ください。

キャリア教育を実践する現場の知見で編纂した
学生用ワークブックを活用しませんか？

アクティブ・ラーニング型キャリア教育ワークブック「未来ノート」は、キャリア・サポーター養成講座を受講いただいた

350 余校の先生の多くの方から頂いた「せっかく学んだマインドやスキルを学校教育の場で一層有効に活用するため、学生

用の教材を開発して欲しい」というお声を元に文部科学省の補助を受けた研究委員会を立ち上げて教材の研究開発を行い制

作した “学生用ワークブック” です。

【1. 主催】
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団

【2. 主管】
篠原学園保育医療情報専門学校

【3. 日時】
平成28年8月4日（木）　10:00～17:00

【4. 会場】
東京都千代田区東京都千代田区神田神保町1-52-4
篠原学園保育医療情報専門学校
http://www.shinohara.ac.jp/

【5.交通案内】

●都営三田線、都営新宿線、東京メトロ
　半蔵門線「神保町」駅（A5出口）徒歩２分

●JR総武線「水道橋」駅（東口）徒歩5分

●JR中央線、総武線「御茶ノ水」駅
　（御茶ノ水橋口）徒歩10分

●東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
　（2出口）徒歩12分

●東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅
　（B5出口）徒歩10分

【6.参加にあたってのお願い】

・教育機関において、「未来ノート」（旧「やる気
の根っこ」）を導入・活用されている方や、今後
「未来ノート」の導入をご検討の方。

・研修で使用するため、「未来ノート」をご持参く
ださい。お持ちでない方は、10ページの注文書で
事前にご注文ください。

・グループワークを行いますので、終日のご参加を
お願いします。・研修風景を写真撮影し、後日、
その一部を広報に使わせて頂くことがありますの
で予めご了承ください。不許可の方はその旨、事
務局にお申し出ください。

【7. 受 講 料】
無　料

【8. 定 員】
40 名（原則として先着順といたします。ただし
、受講できない教育機関を減らすため、定員を超
えた場合には複数名お申し込みの教育機関に減員
をお願いすることがございます。その折には、ど
うぞご了承ください。なお、残席数に余裕がなく
なりました場合は、ホームページにてお知らせい
たします。それ以後の複数名申し込みはご遠慮く
ださい。）

【9. 申込方法】
下記の受講申込書に必要事項をご記入のうえ、ファ
クシミリにてお申込みください。
〒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 業務推
進課

【10. 申込期限】
7月21日（グループを編成するため、期限をお守り
ください）  

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）


