
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。

主　催　 一般社団法人 日本図書文化協会

主　管　 NPO 日本教育カウンセラー協会

後　援　 日本教育カウンセリング学会

　　　　 一般財団法人 応用教育研究所

ふりがな

氏 名

歳

円

自宅住所 〒 Tel. ― －

勤務先 勤務先所在地 〒 Tel. ― －

役職・担当 申込種別 備 考

□ 初・中・上級教育カウンセラー（認定番号７桁 ）

□ 日本教育カウンセラー協会会員（会員番号４桁 ）

□ 学 生（学校名・学生番号 ）

□ ピアヘルパー（番号 ）

□ 心理検査士
□ 一 般

送金額 送金方法

2022 年度夏季 教育カウンセラー養成講座 受講申込書 No東京会場

「教育カウンセラー」の認定について 

備 考 ・３日間通して受講した方には，修了証が発行されます。
・初日は 9:20 よりオリエンテーション，最終日は筆記試験を受ける方は 17:30 終了となります。
・本養成講座に関する情報は変更の可能性がありますので，図書文化社および NPO 日本教育カウンセラー協会
　HP にて最新情報をご確認ください。

期 日 9:30 ～ 12:30 13:30 ～ 16:30

8/5

（金）

8/6

（土）

8/7

（日）

実存主義的アプローチ
　－教育カウンセリングへの応用－

明治大学文学部教授　諸富 祥彦

危機管理とリーダーシップ
　－危機への対応と予防的教育－

NPO 日本教育カウンセラー協会理事　藤川 　章

構成的グルーブエンカウンターの応用
　－教育実践に生かす－

NPO 日本教育カウンセラー協会理事
（前武南高等学校教育相談主事）　　 吉田 隆江

特別なニーズへの対応
　－「気になる子」が通常学級に溶け込む
　　　　　　　　　　　　　　 理論と技法－

名城大学教職センター教授　曽山 和彦

アクティブラーナーを育てる
自律教育カウンセリング
早稲田大学教育・総合科学学術院教授　河村 茂雄

教育者のためのブリーフカウンセリング
　－解決志向の実践－

東北大学大学院教授　若島 孔文

講座内容 会場受付は毎日 9:15 からです。テキスト・資料は当日お渡しいたします。

　「初級教育カウンセラー」の認定申請を希望する場合，「教育カウンセリング概論」および「構成的グループエンカウンター」

の 2講座を含む 3日間 6講座 18 時間の養成講座受講が必須となります。

　今回は応用コースのため，「教育カウンセリング概論」および「構成的グループエンカウンター」の講座は開講されませんので，

今回の応用コースのみでは申請ができません。

　他会場ですでに「教育カウンセリング概論」「構成的グループエンカウンター」を受講されている場合，今回受講し，最終日

の認定試験を受験することが可能です。

　今回，本コースを受講・認定試験受験ののち，別途「教育カウンセリング概論」および「構成的グループエンカウンター」を

受講し，初級教育カウンセラー認定申請を行うことも可能ですが，教育カウンセリングとは何か，構成的グループエンカウンター

とはどのようなものか，受講されてからの受験・申請を強くお勧めします。

　認定審査は申請書と筆記試験の結果を総合して行います。申請の最低要件は，関連分野の実践歴 1 年以上（要望２年），

各種研修講座参加歴 22 時間（養成講座 18 時間を含む）以上です。

認定申請に関するお問い合わせは，本部事務局まで　　電話 03-3941-8049　　FAX 03-3941-8116

2022年度夏季 教育カウンセラー養成講座 東京会場

期　日 応用コース　８月５日（金）～ ８月７日（日） 9:30～16:30

会　場 日本教育会館 ７階（右図参照）

東京都千代田区一ツ橋 2-6-2

定　員 50名（定員になり次第締め切ります）

参加費 35,000 円（資料代を含む）

教育カウンセラー協会会員，心理検査士，ピアヘルパーは 32,000 円となります。

部分受講（1日単位）１日 12,000 円　1講座のみは受講不可。

申込方法 参加申込書にご記入の上，現金書留で下記申込先宛にお送りください。
郵便振替の場合は，副票のコピーを申込書に同封してください。折り返し，受講票，領収証ならびに
認定申請書類を送付します。

申込先 〒112-0012　東京都文京区大塚1-4-15　電話 03-3947-7031　Fax.03-3943-0514

　　　　一般社団法人日本図書文化協会　　教育カウンセラー講座係

郵便振替口座：00180-9-41569（日本図書文化協会宛）

申込開始日 ５月１３日（金）～

申込後の
参加取消

開始２週間前までに受講取消しのご連絡いただいた場合は，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。

その他 ３日間受講される方を優先とさせていただきます。そのため，部分受講の方につきまして，折り返しの
ご連絡をお待たせすることになりますこと，ご了解ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止および感染予防対策について，NPO 日本教育カウンセラー
協会感染症対応運営ガイドラインに準拠し開催しますが，図書文化社 HP もあわせてご確認
ください。　http://www.toshobunka.co.jp/workshop

対　象 応用コースのため，原則として初・中・上級教
育カウンセラーおよび，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
象ですが，教育カウンセリングに関心のある方
の受講も歓迎します。
（幼稚園・小・中・高等学校・特別支援学校教
職員，カウンセラー・相談員，幼児教育・保育
関係者，教育関係者，心理学・教育学専攻学生，
教員・保育者志望学生，ピアヘルパー）

受講者名簿を後援団体に報告する場合があります。予めご了承ください。名簿記載を希望しない場合は申込書備考欄にその旨ご記入ください。

□ 郵便振替

□ 現金書留

参加希望日
該当の受講パターン
にをしてください

□ 3日間連続受講

□ 部分受講
少なくとも1日受講より可

参加希望日および項目にマルをしてください。

5日 ・ 6日 ・ 7日 
（初級認定試験受験を希望　する ・ しない　）

●地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅（A1出口）下車徒歩3分
●地下鉄都営三田線神保町駅（A1出口）下車徒歩5分
●東京メトロ東西線竹橋駅（北の丸公園側出口）下車徒歩5分
●東京メトロ東西線九段下駅（6番出口）下車徒歩7分
●JR総武線水道橋駅（西口出口）下車徒歩15分
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