
備 考 ・ すべての講座を受講した方には，修了証が発行されます。
・ 基礎講座は，「初級教育カウンセラー」の認定を希望される方を対象としています。認定希望者は，最終日
 の認定試験を受け，申請書を提出ください。
・ グレードアップ講座は，初級又は中級教育カウンセラーの認定者で，中級又は上級教育カウンセラーへの
 資格変更希望者のための講座内容となっています。
・ 12 月 25 日（日）17：30 ～ 19：30 に，講師の先生方をお囲みして参加者懇親会（会費 6,000 円）を行います。
　ふるってご参加ください。

2022 年度 教育カウンセラー養成講座 富山会場 受講申込書 No 

ふ り が な

氏　名 男・女

歳

自宅住所 〒 Tel. ― －

勤務先名称 役職・担当

希望受講講座 認定試験受験希望 該当欄にしてください
□初・中・上級教育カウンセラー（認定番号
□日本教育カウンセラー協会会員（会員番号
□日本教育カウンセリング学会会員（会員番号
□富山県教育カウンセラー協会会員
□学 生（学校名・学生番号　　　　　　　　　　　　　　　）

）
）
）

□基礎講座 初級試験　□受験　□しない

中級試験　□受験　□しない
上級試験　□受験　□しない

□３日間全講座受講

□部分受講（１日単位）→
受講形態

□グレードアップ講座

2022年度 教育カウンセラー養成講座 富山会場

対　　象 幼稚園・小・中・高等学校教職員・カウンセラー・教育関係者・カウンセリング専攻学生
（これからカウンセリングの学習を始められる方の受講も歓迎します。ただし，グレードアップ講座は，
これまでに他の研修会などで基礎コースの内容を履修している方が対象です。）

定　　員 基礎講座（初級認定講座） ４０名

グレードアップ講座（中級・上級認定講座） ４０名
（両講座とも一日単位で部分受講ができます）

（両講座とも定員になり次第締め切ります。グレードアップ講座受講生で受験要件を満たしている方には，

2日目の午前に中級認定試験，午後に上級認定試験を実施します。定員は各10 名です。）

会　　場 富山勤労総合福祉センター 呉羽ハイツ
富山市吉作4103-1　℡ 076-436-0191

富山駅－呉羽ハイツ バス運行（無料）のお知らせ
　朝　　富山駅　　 （午前 8時 40 分発）　→　呉羽ハイツ
　帰り　呉羽ハイツ（午後 5時 15 分発）　→　富山駅

参　加　費
３５,０００円（受講代・資料代・昼食代を含む）

日本教育カウンセラー協会会員は，30,000 円，富山県教育カウンセラー協会会員は 25,000 円になります。

※中級および上級受験希望者は 40,000 円（富山県教育カウンセラー協会会員は 35,000 円）となります。

◇３日間全講座受講

１日  １２,０００円（会員10,000円）　最終日初級認定試験受験者15,000円

※レストランでの昼食を用意（参加費に含む）

◆部分受講（１日単位）

申込方法 申込受付開始日以降に，受講申込書にご記入の上，下記申込先宛にファックス
又は、QRコードから申込フォームでお申し込みください。
折り返し，送金方法をお知らせします。ご送金は，その後にお願いします。

お問い合わせ 日本教育カウンセラー協会本部事務局
℡  ０３－３９４１－８０４９
富山県教育カウンセラー協会
ホームページ  http://www5f.biglobe.ne.jp/~ToyamaEca

申込後の

参加取消

開始 10日前までに受講取り消しのご連絡を頂いた場合は，手数料2,000 円を差し引いた金額を返金
いたします。ご連絡は電話・FAXいずれでも結構です。以後は災害など特別の事情がある場合を
除いて，返金いたしかねます。あらかじめご承知おきください。

主　催　富山県教育カウンセラー協会

主　管　NPO 日本教育カウンセラー協会

後　援　一般社団法人 日本図書文化協会

　　　　一般財団法人 応用教育研究所　　株式会社 図書文化社

講座内容
基礎講座

教育カウンセリング概論

東京福祉大学准教授　深沢和彦

教室で行う特別支援教育
 －ユニバーサルデザインを進める－

上越教育大学大学院教授　稲垣応顕

対話のある授業
 －新しい授業研修の理論と方法－

対話のある授業みらい研究所所長　水上和夫

いじめ・不登校と学級経営
 －ヘルプサインと向き合う－

早稲田大学教育・総合科学学術院教授　河村茂雄

構成的グループエンカウンターー

佛教大学非常勤講師
（京都市教育相談総合センター専門主事）　林まゆみ

カウンセリング３つのアプローチ
 －精神分析理論・自己理論・行動理論－

明治大学文学部教授　諸富祥彦

12/24
（土）

12/25
（日）

12/26
（月）

午前の内容　9:30～12:30 午後の内容　13:30～16:30期日

グレードアップ講座

12/24
（土）

12/25
（日）

12/26
（月）

午前の内容　9:30～12:30 午後の内容　13:30～16:30期日

自律教育カウンセリング
 －アクティブラーナーを育てる－

早稲田大学教育・総合科学学術院教授　河村茂雄

学校経営とチーム支援
 －みんなが資源，みんなで支援－

個別面接の諸形態と技法
 －コーヒーカップル・モデルに学ぶ－

上越教育大学大学院教授　稲垣応顕

特別なニーズへの対応
 －特性のある子どもが輝く支援の極意－

東京福祉大学准教授　深沢和彦

実存主義的アプローチ
 －教育カウンセリングへの応用－

中級認定試験 上級認定試験

明治大学文学部教授　諸富祥彦

えがめぢ学級づくり
 －よりよい学習者を育てる－

対話のある授業みらい研究所所長　水上和夫

NPO 日本教育カウンセラー協会は，児童・生徒・学生が発達途上に経験する適応，学業，

進路に関する諸問題を解決し，その成長を支える予防的，開発的な相談・援助を行う教育

の専門家を養成することを目的に設立されました。

本講座は，この趣旨に基づき，講義・演習・実習を通して日常の実践に生かすことの

できるカウンセリング知識・技能の習得をめざすものです。基礎講座の中で認定試験を

受けることにより，初級教育カウンセラーの資格認定を申請することができます。

日 時

受付は 9:00 から，初日は 9:20 から開講式を行います。
最終日に初級試験を受ける方は，17:00 終了となります。

2022 年 12月 24日（土）～ 12月 26日（月）
9:30 ～ 16:30 

申　 込　 先 ＦＡＸ　　　　０７６－４３６－５４６４　富山県教育カウンセラー協会
申込フォーム　https://forms.gle/gRaL3J81ctiZPTSa8

養成講座富山会場

講師 諸富祥彦先生（明治大学）

養成講座の受講歴

□ある（

□ない

回）

□一 般

部分受講日数部分受講日に✓印

□１日　□２日□１２/２４（土）　□１２/２５（日）　□１２/２６（月）

⎧
⎨
⎩

申込受付開始日 ２０２２年７月１日（金）１０：００～

・富山駅よりハイツ専用バスで20分

・富山西インターより車で10分

・120台駐車場完備

佛教大学非常勤講師（京都市教育相談総合センター専門主事）　林まゆみ

申込 QRコード



備 考 ・ すべての講座を受講した方には，修了証が発行されます。
・ 基礎講座は，「初級教育カウンセラー」の認定を希望される方を対象としています。認定希望者は，最終日
 の認定試験を受け，申請書を提出ください。
・ グレードアップ講座は，初級又は中級教育カウンセラーの認定者で，中級又は上級教育カウンセラーへの
 資格変更希望者のための講座内容となっています。
・ 12 月 25 日（日）17：30 ～ 19：30 に，講師の先生方をお囲みして参加者懇親会（会費 6,000 円）を行います。
　ふるってご参加ください。

2022 年度 教育カウンセラー養成講座 富山会場 受講申込書 No 

ふ り が な

氏　名 男・女

歳

自宅住所 〒 Tel. ― －

勤務先名称 役職・担当

希望受講講座 認定試験受験希望 該当欄にしてください
□初・中・上級教育カウンセラー（認定番号
□日本教育カウンセラー協会会員（会員番号
□日本教育カウンセリング学会会員（会員番号
□富山県教育カウンセラー協会会員
□学 生（学校名・学生番号　　　　　　　　　　　　　　　）

）
）
）

□基礎講座 初級試験　□受験　□しない

中級試験　□受験　□しない
上級試験　□受験　□しない

□３日間全講座受講

□部分受講（１日単位）→
受講形態

□グレードアップ講座

2022年度 教育カウンセラー養成講座 富山会場

対　　象 幼稚園・小・中・高等学校教職員・カウンセラー・教育関係者・カウンセリング専攻学生
（これからカウンセリングの学習を始められる方の受講も歓迎します。ただし，グレードアップ講座は，
これまでに他の研修会などで基礎コースの内容を履修している方が対象です。）

定　　員 基礎講座（初級認定講座） ４０名

グレードアップ講座（中級・上級認定講座） ４０名
（両講座とも一日単位で部分受講ができます）

（両講座とも定員になり次第締め切ります。グレードアップ講座受講生で受験要件を満たしている方には，

2日目の午前に中級認定試験，午後に上級認定試験を実施します。定員は各10 名です。）

会　　場 富山勤労総合福祉センター 呉羽ハイツ
富山市吉作4103-1　℡ 076-436-0191

富山駅－呉羽ハイツ バス運行（無料）のお知らせ
　朝　　富山駅　　 （午前 8時 40 分発）　→　呉羽ハイツ
　帰り　呉羽ハイツ（午後 5時 15 分発）　→　富山駅

参　加　費
３５,０００円（受講代・資料代・昼食代を含む）

日本教育カウンセラー協会会員は，30,000 円，富山県教育カウンセラー協会会員は 25,000 円になります。

※中級および上級受験希望者は 40,000 円（富山県教育カウンセラー協会会員は 35,000 円）となります。

◇３日間全講座受講

１日  １２,０００円（会員10,000円）　最終日初級認定試験受験者15,000円

※レストランでの昼食を用意（参加費に含む）

◆部分受講（１日単位）

申込方法 申込受付開始日以降に，受講申込書にご記入の上，下記申込先宛にファックス
又は、QRコードから申込フォームでお申し込みください。
折り返し，送金方法をお知らせします。ご送金は，その後にお願いします。

お問い合わせ 日本教育カウンセラー協会本部事務局
℡  ０３－３９４１－８０４９
富山県教育カウンセラー協会
ホームページ  http://www5f.biglobe.ne.jp/~ToyamaEca

申込後の

参加取消

開始 10日前までに受講取り消しのご連絡を頂いた場合は，手数料2,000 円を差し引いた金額を返金
いたします。ご連絡は電話・FAXいずれでも結構です。以後は災害など特別の事情がある場合を
除いて，返金いたしかねます。あらかじめご承知おきください。

主　催　富山県教育カウンセラー協会

主　管　NPO 日本教育カウンセラー協会

後　援　一般社団法人 日本図書文化協会

　　　　一般財団法人 応用教育研究所　　株式会社 図書文化社

講座内容
基礎講座

教育カウンセリング概論

東京福祉大学准教授　深沢和彦

教室で行う特別支援教育
 －ユニバーサルデザインを進める－

上越教育大学大学院教授　稲垣応顕

対話のある授業
 －新しい授業研修の理論と方法－

対話のある授業みらい研究所所長　水上和夫

いじめ・不登校と学級経営
 －ヘルプサインと向き合う－

早稲田大学教育・総合科学学術院教授　河村茂雄

構成的グループエンカウンターー

佛教大学非常勤講師
（京都市教育相談総合センター専門主事）　林まゆみ

カウンセリング３つのアプローチ
 －精神分析理論・自己理論・行動理論－

明治大学文学部教授　諸富祥彦

12/24
（土）

12/25
（日）

12/26
（月）

午前の内容　9:30～12:30 午後の内容　13:30～16:30期日

グレードアップ講座

12/24
（土）

12/25
（日）

12/26
（月）

午前の内容　9:30～12:30 午後の内容　13:30～16:30期日

自律教育カウンセリング
 －アクティブラーナーを育てる－

早稲田大学教育・総合科学学術院教授　河村茂雄

学校経営とチーム支援
 －みんなが資源，みんなで支援－

個別面接の諸形態と技法
 －コーヒーカップル・モデルに学ぶ－

上越教育大学大学院教授　稲垣応顕

特別なニーズへの対応
 －特性のある子どもが輝く支援の極意－

東京福祉大学准教授　深沢和彦

実存主義的アプローチ
 －教育カウンセリングへの応用－

中級認定試験 上級認定試験

明治大学文学部教授　諸富祥彦

えがめぢ学級づくり
 －よりよい学習者を育てる－

対話のある授業みらい研究所所長　水上和夫

NPO 日本教育カウンセラー協会は，児童・生徒・学生が発達途上に経験する適応，学業，

進路に関する諸問題を解決し，その成長を支える予防的，開発的な相談・援助を行う教育

の専門家を養成することを目的に設立されました。

本講座は，この趣旨に基づき，講義・演習・実習を通して日常の実践に生かすことの

できるカウンセリング知識・技能の習得をめざすものです。基礎講座の中で認定試験を

受けることにより，初級教育カウンセラーの資格認定を申請することができます。

日 時

受付は 9:00 から，初日は 9:20 から開講式を行います。
最終日に初級試験を受ける方は，17:00 終了となります。

2022 年 12月 24日（土）～ 12月 26日（月）
9:30 ～ 16:30 

申　 込　 先 ＦＡＸ　　　　０７６－４３６－５４６４　富山県教育カウンセラー協会
申込フォーム　https://forms.gle/gRaL3J81ctiZPTSa8

養成講座富山会場

講師 諸富祥彦先生（明治大学）

養成講座の受講歴

□ある（

□ない

回）

□一 般

部分受講日数部分受講日に✓印

□１日　□２日□１２/２４（土）　□１２/２５（日）　□１２/２６（月）

⎧
⎨
⎩

申込受付開始日 ２０２２年７月１日（金）１０：００～

・富山駅よりハイツ専用バスで20分

・富山西インターより車で10分

・120台駐車場完備

佛教大学非常勤講師（京都市教育相談総合センター専門主事）　林まゆみ

申込 QRコード


