
2023年 教育カウンセラー養成講座 大阪会場

会 場 大阪教育大学
天王寺キャンパス西館（右図参照）

対 象 幼・小・中・高等学校教職員などの教育
関係者，保育，福祉，保健，医療関係者，
カウンセラー，カウンセリング専攻の
学生など教育近接領域の方

申込後の 開始 10日前まで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。以後は災害等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。 
参加取消

主 催 大阪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 株式会社 図書文化社 

　　　一般財団法人 応用教育研究所 

2023 年 教育カウンセラー養成講座 受講申込書 No    .

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。本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。

大阪会場

参加費 ３５,０００円（受講料・資料代を含む）

教育カウンセラー，日本教育カウンセラー協会会員および学生は 32,000 円。

１日のみ…１２,０００円
教育カウンセラー，日本教育カウンセラー協会会員および学生は 11,000 円。

日 時
講座初日は9:15 より開会行事開始，初級筆記試験を希望される方は 17:30 頃終了予定となります。

2023 年 3月 21日（火・祝日）25日（土）26日（日）9:30 ～ 16:30 

定 員 ５０名（定員になり次第，締め切ります）

申込方法 ホームページの申し込みメールフォームから申し込みできます。
または受講申込書に必要事項を記入の上，メール添付またはメール本文に受講申込書の内容を
記載してお送りください。
受講可能な方には，入金方法等ご案内を送付します。事前の入金をお願いしております。

申込先 大阪教育カウンセラー協会事務局　養成講座係

ホームページ http://www.jecaosaka.org
お問い合わせは，メールまたは電話にて承ります

E-Mail　jim19@jecaosaka.org　　TEL（留守録対応）　050-3557-1324

申込受付  2022 年 12月 9日（金）～ 2023年 3月 3日（金）（定員になり次第締め切り）

住所：大阪市天王寺区南河堀町4-88

・JR天王寺駅，地下鉄天王寺駅，

　近鉄大阪阿部野橋駅下車，徒歩約10分。

・JR寺田町駅下車，徒歩 5分

講座内容 会場受付は初日は 9:00 からです。資料は当日お渡しいたします。

期　日 午前の内容　9:30～12:30 午後の内容　13:30～16:30

3/21

（火・祝日）

3/25

（土）

3/26

（日）

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。

・認定を希望される方は，申請書を提出し，最終日の筆記試験を受けていただきます。

　筆記試験は「新版教育カウンセラー標準テキスト初級編」（図書文化社刊）より出題されます。

ふりがな

氏 名
自宅住所 〒

勤務先 役職・担当 連絡先電話番号：

メールアドレス：

受講希望コース 希望するものに　してください☑ 申込種別 該当するものに　してください☑

基礎コース　　□３日間　□3/21　□3/25　□3/26

※初級教育カウンセラーの資格認定を申請する…□

□教育関係者　　□一般　　□学生・大学院生

□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 ）

□その他の資格

お申し込みの際に登録させていただく情報は，大阪教育カウンセラー協会事務局が管理し，受講者への連絡及び NPO日本
教育カウンセラー協会での資格認定に関わる業務のみに利用させて頂きます。それ以外の目的での利用はいたしません。

構成的グループエンカウンター
SGE公認リーダー 林まゆみ

子どもを支えるチーム支援
大阪教育大学大学院連合教職実践研究科教授

家近早苗

教育カウンセリング概論
大阪体育大学教授 土屋裕睦

キャリアガイダンス
追手門学院大学教授 三川俊樹

いじめと学級経営
大阪大谷大学准教授 四辻伸吾

対話のある授業
大阪成蹊大学教授 米田　薫

「教育カウンセラー」の認定について 

認定申請に関するお問い合わせは，本部事務局まで──  

本講座受講者は，「初級教育カウンセラー」の認定を申請することができます。
受講申し込み後，申請書類一式が送付されますので，必要事項を記入のうえ，当日会場にご持参ください。会場

窓口で申請担当者と面談し，書類を提出いただければ手続きは完了です。講座期間中に初級認定のための筆記試験を
行います。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年以上），各種研修講座参加歴22時間（今回の講座18時間を
含む）以上です。

養成講座３日間６講座18時間の受講は必須です。３日間連続して受講ができない場合，１日単位の受講は可能です
が，「構成的グループエンカウンター」および「教育カウンセリング概論」の２講座は必須の講座となりますので部分受講
の場合は，計画的に受講してください。

これを満たしていない場合でも，今回の講座受講・筆記試験受験は可能です。今回受講・受験し，その後に申請要件
を満たして申請書を提出することもできます。申請料（10,000円）は別途振り込みいただきます。お振り込みを確認
後，認定審査を開始いたします。審査結果は，認定委員会の審査が終わり次第，郵便にて通知いたします。合格の場
合，登録料（20,000円）および年会費（4,000円）を納付いただきますと，認定証およびIDカードが送付されます。なお，
中級・上級教育カウンセラーへの資格変更については，初級認定証交付時にご案内いたします。
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