
4･5･6月生通学スケジュール 各校　 少催行人数6名　　定員20名

■ 札幌本校 5月土クラス ■ 仙台本校 6月土日祝クラス

5月16日 (土) 6月7日 (日)

5月23日 (土) 6月14日 (日)

5月30日 (土) 6月20日 (土)

6月6日 (土) 6月27日 (土)

6月13日 (土) 7月4日 (土)

6月20日 (土) 7月11日 (土)

6月27日 (土) 7月18日 (土)

7月4日 (土) 7月25日 (土)

7月11日 (土) 8月1日 (土)

7月18日 (土) 8月8日 (土)

7月25日 (土) 8月10日 (月・祝)

8月1日 (土) 8月15日 (土)

■ 大宮本校 5月日クラス ■ 千葉本校 5月土祝クラス

5月10日 (日) 5月9日 (土)

5月17日 (日) 5月16日 (土)

5月24日 (日) 5月23日 (土)

5月31日 (日) 5月30日 (土)

6月7日 (日) 6月6日 (土)

6月14日 (日) 6月13日 (土)

6月21日 (日) 6月20日 (土)

6月28日 (日) 6月27日 (土)

7月5日 (日) 7月4日 (土)

7月12日 (日) 7月11日 (土)

7月19日 (日) 7月18日 (土)

8月16日 (日) 7月23日 (木・祝)

■ 中野本校 5月日祝クラス ■ 新宿エルタワー本校 4月木クラス

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

通学日程 科目

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

形態 5月生土祝／生クラス

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第７日目 個人の多様な特性の知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

カウンセリングに関する理論、技能

第３日目 発達・転機に関する理論

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

形態 5月生土／生クラス

形態 4月生木／生クラス

形態 5月生日／生クラス

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第２日目

第３日目 発達・転機に関する理論

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第７日目 個人の多様な特性の知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

形態 5月生日祝／生クラス

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第３日目 発達・転機に関する理論

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第７日目 個人の多様な特性の知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接 第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

形態 6月生土日祝／生クラス

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第３日目 発達・転機に関する理論

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第７日目 個人の多様な特性の知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第９日目 意思決定の支援/コーチング

受講開始日 6月1日

受講開始日 5月1日

受講開始日 5月1日

受講開始日 5月1日

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

国家資格キャリアコンサルタント養成講座【2020年11月試験向け】 スケジュール

※千葉本校は、定員10名です。

5月17日 (日) 4月16日 (木)

5月24日 (日) 4月23日 (木)

5月31日 (日) 5月14日 (木)

6月7日 (日) 5月21日 (木)

6月14日 (日) 5月28日 (木)

6月21日 (日) 6月4日 (木)

6月28日 (日) 6月11日 (木)

7月5日 (日) 6月18日 (木)

7月12日 (日) 6月25日 (木)

7月19日 (日) 7月2日 (木)

8月10日 (月・祝) 7月9日 (木)

8月16日 (日) 7月16日 (木)

■ 新宿エルタワー本校 5月日祝クラス ■ 水道橋本校 4月土クラス

5月10日 (日) 4月18日 (土)

5月17日 (日) 4月25日 (土)

5月24日 (日) 5月16日 (土)

5月31日 (日) 5月23日 (土)

6月7日 (日) 5月30日 (土)

6月14日 (日) 6月6日 (土)

6月21日 (日) 6月13日 (土)

6月28日 (日) 6月20日 (土)

7月5日 (日) 6月27日 (土)

7月12日 (日) 7月4日 (土)

7月19日 (日) 7月11日 (土)

7月23日 (木・祝) 7月18日 (土)

【注意事項】
 （1） 少催行人数に満たない場合は、不開講となる場合があります。開講の判断は、開講日の2週間前までに決定します。

（2）開講日が過ぎたクラスも、「第3日目当日」までの途中申込・参加が可能です。
（3）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受講が可能です。　振替は前日までの申請が必要です。(3)遅刻・早退・中抜けは30分まで認められます。

【専門実践教育訓練給付制度をご利用の方へ】
通学スケジュール「第1日目」は、教育訓練給付制度の受講開始日ではありません。受講開始日＝毎月１日(オリエンテーション動画配信開始日)となります。
受講前手続きの際にハローワークに提出する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」には、教育訓練給付制度の受講開始日をご記入ください。
例：4月クラスの場合は4月1日、5月クラスの場合は5月1日

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性 第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接 第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ 第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル 第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第９日目 意思決定の支援/コーチング 第９日目 意思決定の支援/コーチング

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及 第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第７日目 個人の多様な特性の知識 第７日目 個人の多様な特性の知識

第４日目 企業におけるキャリア形成支援 第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識 第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能 第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第３日目 発達・転機に関する理論 第３日目 発達・転機に関する理論

通学日程 科目 通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論 第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第３日目 発達・転機に関する理論

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

形態 5月生日祝／生クラス 形態 4月生土／生クラス

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０) 時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第７日目 個人の多様な特性の知識

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

通学日程 科目

時間 ９：３０　～　１８：００　(休憩：１３：００～１４：００)

形態 4月生木／生クラス

通学日程 科目

形態 5月生日祝／生クラス

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第３日目 発達・転機に関する理論

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第７日目 個人の多様な特性の知識

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

受講開始日 4月1日

受講開始日 4月1日受講開始日 5月1日

受講開始日 5月1日

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ



4･5･6月生通学スケジュール 各校　 少催行人数6名　　定員20名

■ 池袋本校 4月水クラス ■ 渋谷駅前本校 4月平日夜間クラス

4月15日 (水) 4月16日 (木)

4月22日 (水) 4月21日 (火)

5月13日 (水) 4月23日 (木)

5月20日 (水) 4月28日 (火)

5月27日 (水) 5月14日 (木)

6月3日 (水) 5月19日 (火)

6月10日 (水) 5月21日 (木)

6月17日 (水) 5月26日 (火)

6月24日 (水) 5月28日 (木)

7月1日 (水) 6月2日 (火)

7月8日 (水) 6月4日 (木)

7月15日 (水) 6月9日 (火)

6月11日 (木)

■ 新橋本校 5月土祝クラス 6月16日 (火)

6月18日 (木)

6月23日 (火)

6月25日 (木)

6月30日 (火)

5月9日 (土) 7月2日 (木)

5月16日 (土) 7月7日 (火)

5月23日 (土) 7月9日 (木)

5月31日 (日) 7月14日 (火)

6月6日 (土) 7月16日 (木)

6月13日 (土) 7月21日 (火)

6月20日 (土)

6月27日 (土)

7月4日 (土)

7月11日 (土)

7月18日 (土)

7月23日 (木・祝)

■ 渋谷駅前本校 5月金クラス ■ 横浜本校 5月土祝クラス

意思決定の支援/コーチング②

第12日目① ネットワークと自己研鑽の重要性

② ネットワークと自己研鑽の重要性

第11日目① 学校教育制度/環境への働きかけ

② 学校教育制度/環境への働きかけ

リカレント教育/アセスメント・スキル

② リカレント教育/アセスメント・スキル

第9日目① 意思決定の支援/コーチング

② ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

② 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第7日目① 個人の多様な特性の知識

② 個人の多様な特性の知識

第９日目 意思決定の支援/コーチング

② 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第6日目① 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第10日目① ジョブ・カード/模擬面接

第７日目 個人の多様な特性の知識

② 企業におけるキャリア形成支援

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第5日目① 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

発達・転機に関する理論

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第4日目① 企業におけるキャリア形成支援

第３日目 発達・転機に関する理論

第8日目①

カウンセリングに関する理論、技能

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第3日目① 発達・転機に関する理論

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

②

キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第７日目 個人の多様な特性の知識

第2日目① カウンセリングに関する理論、技能

通学日程 科目

②

ネットワークと自己研鑽の重要性

第1日目① キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

時間  ①１９：００　～　２２：３０　②１８：３０  ～  ２２：３０

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

②

時間 ９：３０　～　１８：００　(休憩：１３：００～１４：００)

通学日程 科目

形態 4月生平日夜間／生クラス

形態 5月生土祝／生クラス

第１２日目

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

形態 4月生水／生クラス

受講開始日 4月1日

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

時間 ９：３０　～　１８：００　(休憩：１３：００～１４：００)

通学日程 科目

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第３日目 発達・転機に関する理論

受講開始日 4月1日

受講開始日 5月1日

国家資格キャリアコンサルタント養成講座【2020年11月試験向け】 スケジュール

※渋谷駅前本校平日夜間クラスは、定員10名です。

※新橋本校は、定員18名です。

渋 校 月 横 校 月 祝

5月8日 (金) 5月9日 (土)

5月15日 (金) 5月16日 (土)

5月22日 (金) 5月23日 (土)

5月29日 (金) 5月30日 (土)

6月5日 (金) 6月13日 (土)

6月12日 (金) 6月20日 (土)

6月19日 (金) 6月27日 (土)

6月26日 (金) 7月4日 (土)

7月3日 (金) 7月11日 (土)

7月10日 (金) 7月18日 (土)

7月17日 (金) 7月23日 (木・祝)

8月14日 (金) 8月10日 (月・祝)

■ 静岡本校 4月土クラス ■ 名古屋駅前本校 5月土祝クラス

4月18日 (土) 5月16日 (土)

4月25日 (土) 5月23日 (土)

5月16日 (土) 5月30日 (土)

5月23日 (土) 6月6日 (土)

5月30日 (土) 6月13日 (土)

6月6日 (土) 6月20日 (土)

6月13日 (土) 6月27日 (土)

6月20日 (土) 7月4日 (土)

6月27日 (土) 7月11日 (土)

7月4日 (土) 7月18日 (土)

7月11日 (土) 7月23日 (木・祝)

7月18日 (土) 7月25日 (土)

【注意事項】
 （1） 少催行人数に満たない場合は、不開講となる場合があります。開講の判断は、開講日の2週間前までに決定します。

（2）開講日が過ぎたクラスも、「第3日目当日」までの途中申込・参加が可能です。

（3）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受講が可能です。　振替は前日までの申請が必要です。(3)遅刻・早退・中抜けは30分まで認められます。

【専門実践教育訓練給付制度をご利用の方へ】

通学スケジュール「第1日目」は、教育訓練給付制度の受講開始日ではありません。受講開始日＝毎月１日(オリエンテーション動画配信開始日)となります。

受講前手続きの際にハローワークに提出する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」には、教育訓練給付制度の受講開始日をご記入ください。
例：4月クラスの場合は4月1日、5月クラスの場合は5月1日

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

学校教育制度/環境への働きかけ第１１日目

ジョブ・カード/模擬面接第１０日目

5月生土祝／生クラス形態

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第７日目 個人の多様な特性の知識

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

形態 5月生土祝／生クラス

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第３日目 発達・転機に関する理論

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第７日目 個人の多様な特性の知識

第７日目 個人の多様な特性の知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第４日目 企業におけるキャリア形成支援第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第３日目 発達・転機に関する理論

第３日目 発達・転機に関する理論

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

通学日程 科目

形態 4月生土／生クラス

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第７日目 個人の多様な特性の知識

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第３日目 発達・転機に関する理論

通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

形態 5月生金／生クラス

時間 ９：３０　～　１８：００　(休憩：１３：００～１４：００)

受講開始日 5月1日

受講開始日 4月1日 受講開始日 5月1日

受講開始日 5月1日



4･5･6月生通学スケジュール 各校　 少催行人数6名　　定員20名

■ 名古屋駅前本校 5月火クラス ■ 京都駅前本校 4月日クラス

5月12日 (火) 4月12日 (日)

5月19日 (火) 4月19日 (日)

5月26日 (火) 4月26日 (日)

6月2日 (火) 5月3日 (日)

6月9日 (火) 5月10日 (日)

6月16日 (火) 5月17日 (日)

6月23日 (火) 5月24日 (日)

6月30日 (火) 5月31日 (日)

7月7日 (火) 6月7日 (日)

7月14日 (火) 6月14日 (日)

7月21日 (火) 6月21日 (日)

7月28日 (火) 6月28日 (日)

■ 梅田駅前本校 4月土クラス ■ 梅田駅前本校 5月GW日クラス

4月18日 (土) 5月3日 (日・祝)

4月25日 (土) 5月4日 (月・祝)

5月9日 (土) 5月5日 (火・祝)

5月16日 (土) 5月6日 (水・祝)

5月23日 (土) 5月10日 (日)

5月30日 (土) 5月17日 (日)

6月6日 (土) 5月24日 (日)

6月13日 (土) 5月31日 (日)

6月20日 (土) 6月7日 (日)

6月27日 (土) 6月21日 (日)

7月4日 (土) 7月5日 (日)

7月11日 (土) 7月19日 (日)

■ 梅田駅前本校 5月木クラス ■ 神戸本校 4月日クラス

１０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

形態 4月生日／生クラス

通学日程 科目

形態 5月生火／生クラス

時間 ９：３０　～　１８：００　(休憩：１３：００～１４：００) 時間

第３日目 発達・転機に関する理論

第９日目 意思決定の支援/コーチング

形態 4月生土／生クラス

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

形態 5月生GW日／生クラス

第１２日目

第１１日目

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第７日目 個人の多様な特性の知識第７日目 個人の多様な特性の知識

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

学校教育制度/環境への働きかけ

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第３日目 発達・転機に関する理論

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

科目

ネットワークと自己研鑽の重要性

第２日目

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

カウンセリングに関する理論、技能

通学日程 通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

リカレント教育/アセスメント・スキル

第６日目

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

発達・転機に関する理論

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第７日目 個人の多様な特性の知識

職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第８日目

形態 5月生木／生クラス

第３日目

第５日目

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第６日目

第７日目 個人の多様な特性の知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

形態 4月生日／生クラス

通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

受講開始日 5月1日 受講開始日 4月1日

受講開始日 4月1日 受講開始日 5月1日

第３日目 発達・転機に関する理論

国家資格キャリアコンサルタント養成講座【2020年11月試験向け】スケジュール

5月7日 (木) 4月12日 (日)

5月14日 (木) 4月19日 (日)

5月21日 (木) 4月26日 (日)

5月28日 (木) 5月10日 (日)

6月4日 (木) 5月17日 (日)

6月11日 (木) 5月24日 (日)

6月18日 (木) 5月31日 (日)

6月25日 (木) 6月7日 (日)

7月2日 (木) 6月14日 (日)

7月9日 (木) 6月21日 (日)

7月16日 (木) 6月28日 (日)

7月30日 (木) 7月5日 (日)

■ 岡山本校 5月土クラス ■ 広島本校 5月土祝クラス

5月16日 (土) 5月9日 (土)

5月23日 (土) 5月16日 (土)

5月30日 (土) 5月23日 (土)

6月6日 (土) 5月30日 (土)

6月13日 (土) 6月6日 (土)

6月20日 (土) 6月13日 (土)

6月27日 (土) 6月20日 (土)

7月11日 (土) 6月27日 (土)

7月25日 (土) 7月4日 (土)

8月1日 (土) 7月11日 (土)

8月8日 (土) 7月18日 (土)

8月15日 (土) 7月23日 (木・祝)

【注意事項】
 （1） 少催行人数に満たない場合は、不開講となる場合があります。開講の判断は、開講日の2週間前までに決定します。

（2）開講日が過ぎたクラスも、「第3日目当日」までの途中申込・参加が可能です。
（3）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受講が可能です。　振替は前日までの申請が必要です。(3)遅刻・早退・中抜けは30分まで認められます。

【専門実践教育訓練給付制度をご利用の方へ】
通学スケジュール「第1日目」は、教育訓練給付制度の受講開始日ではありません。受講開始日＝毎月１日(オリエンテーション動画配信開始日)となります。
受講前手続きの際にハローワークに提出する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」には、教育訓練給付制度の受講開始日をご記入ください。
例：4月クラスの場合は4月1日、5月クラスの場合は5月1日

時間 ９：３０　～　１７：４５　(休憩：１３：００～１３：４５)

形態 5月生木／生クラス

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

通学日程 科目通学日程 科目

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第３日目 発達・転機に関する理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

形態 4月生日／生クラス

第７日目 個人の多様な特性の知識

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第３日目 発達・転機に関する理論

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第１１日目

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第１０日目

第７日目 個人の多様な特性の知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

学校教育制度/環境への働きかけ

第１２日目

学校教育制度/環境への働きかけ

形態 5月生土祝／生クラス

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

ネットワークと自己研鑽の重要性

ジョブ・カード/模擬面接

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

第１１日目

通学日程 科目

第１日目

第３日目 発達・転機に関する理論

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第７日目 個人の多様な特性の知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

通学日程 科目

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第３日目 発達・転機に関する理論

第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第７日目 個人の多様な特性の知識

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

受講開始日 5月1日 受講開始日 4月1日

受講開始日 5月1日 受講開始日 5月1日

形態 5月生土／生クラス



4･5･6月生通学スケジュール 各校　 少催行人数6名　　定員20名

■ 福岡本校 4月水クラス ■ 福岡本校 4月土クラス

4月15日 (水) 4月18日 (土)

4月22日 (水) 4月25日 (土)

5月13日 (水) 5月16日 (土)

5月20日 (水) 5月23日 (土)

5月27日 (水) 5月30日 (土)

6月3日 (水) 6月6日 (土)

6月10日 (水) 6月13日 (土)

6月17日 (水) 6月20日 (土)

6月24日 (水) 6月27日 (土)

7月1日 (水) 7月4日 (土)

7月8日 (水) 7月11日 (土)

7月15日 (水) 7月18日 (土)

■ 高松外部会場 5月日クラス ■ 徳島外部会場 5月土日クラス

5月10日 (日) 5月16日 (土)

5月17日 (日) 5月24日 (日)

5月24日 (日) 5月30日 (土)

5月31日 (日) 6月7日 (日)

6月7日 (日) 6月14日 (日)

6月14日 (日) 6月20日 (土)

6月21日 (日) 6月28日 (日)

6月28日 (日) 7月5日 (日)

7月12日 (日) 7月12日 (日)

7月19日 (日) 7月18日 (土)

7月26日 (日) 7月26日 (日)

8月2日 (日) 8月1日 (土)

※お問合せは、LEC高松本校まで。(℡：087-851-3411) ※お問合せは、LEC高松本校まで。(℡：087-851-3411)

実施場所： MBSセントラルオフィス 実施場所： 徳島県立総合福祉センター

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第９日目 意思決定の支援/コーチング 第９日目 意思決定の支援/コーチング

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性 第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第７日目 個人の多様な特性の知識 第７日目 個人の多様な特性の知識

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル 第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識 第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及 第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第３日目 発達・転機に関する理論 第３日目 発達・転機に関する理論

第４日目 企業におけるキャリア形成支援 第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論 第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能 第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

時間 ９：００　～　１７：３０　(休憩：１２：３０～１３：３０) 時間 ９：００～１７：００　(休憩：１２：３０～１３：００)

通学日程 科目 通学日程 科目

形態 4月生水／生クラス 形態 4月生土／生クラス

形態 5月生日／生クラス 形態 5月生土日／生クラス

時間 ９：３０　～　１８：００　(休憩：１３：００～１４：００) 時間 １０：００　～　１８：３０　(休憩：１３：３０～１４：３０)

通学日程 科目 通学日程 科目

受講開始日 4月1日

第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論 第１日目 キャリアコンサルティングの役割/キャリア理論

第２日目 カウンセリングに関する理論、技能 第２日目 カウンセリングに関する理論、技能

第３日目 発達・転機に関する理論 第３日目 発達・転機に関する理論

第４日目 企業におけるキャリア形成支援 第４日目 企業におけるキャリア形成支援

第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識 第５日目 労働市場の知識/メンタルヘルスの知識

第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及 第６日目 職業能力開発/キャリア形成等の教育・普及

第７日目 個人の多様な特性の知識 第７日目 個人の多様な特性の知識

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル 第８日目 リカレント教育/アセスメント・スキル

第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性 第１２日目 ネットワークと自己研鑽の重要性

第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接 第１０日目 ジョブ・カード/模擬面接

第１１日目 学校教育制度/環境への働きかけ

受講開始日 4月1日

受講開始日 5月1日 受講開始日 5月1日

第９日目 意思決定の支援/コーチング 第９日目 意思決定の支援/コーチング

国家資格キャリアコンサルタント養成講座【2020年11月試験向け】 スケジュール

※ 少催行人数に満たない場合は 不開講となる場合があり

　実施場所： MBSセントラルオフィス 実施場所： 徳島県立総合福祉センタ

　　　　　　　　香川県高松市中央町1−5　MBSビル 　　　　　　　　 徳島県徳島市中昭和町1丁目2番地

※実施場所へ直接お問合せをいただくことはできません。 ※実施場所へ直接お問合せをいただくことはできません。

【注意事項】
 （1） 少催行人数に満たない場合は、不開講となる場合があります。開講の判断は、開講日の2週間前までに決定します。

（2）開講日が過ぎたクラスも、「第3日目当日」までの途中申込・参加が可能です。
（3）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受講が可能です。　振替は前日までの申請が必要です。(3)遅刻・早退・中抜けは30分まで認められます。

【専門実践教育訓練給付制度をご利用の方へ】
通学スケジュール「第1日目」は、教育訓練給付制度の受講開始日ではありません。受講開始日＝毎月１日(オリエンテーション動画配信開始日)となります。
受講前手続きの際にハローワークに提出する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」には、教育訓練給付制度の受講開始日をご記入ください。
例：4月クラスの場合は4月1日、5月クラスの場合は5月1日


