
2022年度 夏季 教育カウンセラー養成講座 　北海道帯広会場

申込方法　　受講希望者は、北海道教育カウンセラー協会ホームページの申し込み
フォームより申込ください。

　　　　　　その後メールにて送金方法をお知らせいたします。入金の確認をもっ
て正式申込となります。

　　　　　　なお、２日目終了後、懇親会をおこないます。申込時に参加希望の有
無をお書きください。詳細は、講座の際にお知らせします。

「教育カウンセラー」の申請について
　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。受講申込後、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。会場窓口またはオンライン上
で担当者と面談し、書類を提出いただきます（後日送付も可能）。そして、講座３日目終了後に初級認定の
ための筆記試験を行います。認定を希望される方は必ず受験してください。認定審査は、申請書類と筆記試
験の結果を総合して本部にて行います。
　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（要望 36 時間、
今回の講座受講時間を含む）以上です。これを満たしていない場合でも今回の講座受講及び筆記試験は可能
です。今回受講・受験し、その後に申請条件を満たして、申請書を提出することもできます。申請料（10,000
円）は別途振込いただきます。振込確認後、認定審査が開始されます。
　審査結果は、認定委員会の審査（４か月程度）が終わり次第、郵送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 I D カードが送付されます。
　中級・上級教育カウンセラー認定試験を 2023 年 1 月 4 日に札幌市内（北海道情報大学札幌サテライト会
場）で実施します。対象は、11 月 26 日までに本部に申請手続きを終えている方です。
　認定申請に関するお問合せは、日本教育カウンセラー協会事務局　TEL：03-3941-8049/FAX：03-3941-8116
　E-Mail：jim@jeca.gr.jp まで　　ホームページアドレス（本部）　https://www.jeca.gr.jp

講 座 内 容

期日 午前（１日目 9:30 ～ 12:30、２・３日目 9:20 ～ 12:20） 午後（１日目 13:30 ～ 16:30､ ２・３日目 13:20 ～ 16:20）

８/ ６
（土）

学校での構成的グループエンカウンター
北海商科大学教授　　　　　　大友　秀人

スーパービジョンの基礎知識と行い方
北海商科大学教授　　　　　　大友　秀人

８/ ７
（日）

意欲を育てる勇気づけのコミュニケーション
～アドラー心理学に学ぶ～

元山形大学大学院教育実践研究科教授　佐藤　節子

解決志向のホワイトボード教育相談　
（チーム支援の推進）

元山形大学大学院教育実践研究科教授　佐藤　節子

８/ ８
（月）

いじめ・不登校の対応
北海商科大学教授　　　　　　大友　秀人

気が楽になる論理療法
北海商科大学教授　　　　　　大友　秀人

備　考　　・２日目の講座終了後に、懇親会を行います。（感染状況によっては、オンラインになる可能性もあり）
　　　　　・ ３日目の講座終了後に、認定試験を会場とオンライン上で 30 分程度行います。試験を受ける方の終了

時間は、17：00 頃となります。
　　　　　・初級認定筆記試験は「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。
　　　　　・すべての講座を受講した方には、日本教育カウンセラー協会より修了証が発行されます。

日　時　2022年８月６日（土）～８月８日（月）

　　　　　９：２０～
＊ 受付は９：００より開始します。　初日は９：２０より開講式を行います。
＊ ２日目３日目は９：２０開講、１６：２０閉講です。
＊ ３日目講座後に初級認定試験を受ける方は１７：００頃終了となります。

会　場　とかち館　 帯広市西７条南６丁目２番地

対　象　小・中・高等学校・特別支援学校教職員、
カウンセラー・相談員、教育関係者、
ピアヘルパー、心理学教育学専攻学生、
教員保育者志望学生

＊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、認定については、認定されない場合があることをご承知おき下さい。）

定　員　会場４０名（基礎２０ステップアップ２０）

　　　　オンライン４０名（基礎２０ステップアップ２０）
＊定員になり次第、締め切ります。
＊オンライン受講をご希望の方は、その旨申し込み時にご記入ください。

とかち館

帯広中央公園帯広中央公園

長崎屋 帯広店長崎屋 帯広店

帯広市役所帯広市役所

216216
帯広中央病院帯広中央病院

帯広市民
文化ホール
帯広市民
文化ホール

セブン
イレブン
セブン
イレブン

帯広青年会議所帯広青年会議所

NHK
帯広情報局
NHK
帯広情報局

帯広税務署帯広税務署

JR帯広駅

主 催 北海道教育カウンセラー協会 後 援 北海道教育委員会 協 賛 日本学校教育相談学会北海道支部

主 管 NPO 日本教育カウンセラー協会 一般社団法人　日本図書文化協会

株式会社　図書文化社

　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

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。また、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。ハイブリット方式で行うため、オンラインでの受講も可能です。

NPO 日本教育カウンセラー協会
副　会　長　　大友　秀人

参加費　一般　3 5 , 0 0 0 円　 会員　3 0 , 0 0 0 円

（部分受講は一般会員ともに　１日　1 2 , 0 0 0 円）
＊資料代が含まれます。宿泊費は含まれません。

お問い合せ先 （事務局メール）
hkk.jimu@gmail.com

申込受付開始日　２０２２年６月１日（水）～

申込フォーム

申込後の　開始 10日前まで受講取消のご連絡を頂いた場合は、手数料 2,000 円を差し引いた

参加取消　金額を返金いたします。

　　　　　ご連絡は事務局メールへお願いいたします。

北海道教育カウンセラー協会 検索

※ホームページ申込フォーム入力へ

そ の 他 ・　緊急事態宣言が発令になった場合は、対面の受講が中止となり、オンラ
インのみになる可能性があります。

・　NPO 日本教育カウンセラー協会「新型コロナウイルス感染症対応運営ガ
イドライン」に準拠し、講座運営を行います。
　感染症対策として、会場での受講者を例年の半数とし、受講者間の距離
を保ちます。受付の際に、検温や体調確認をいたしますので、ご協力をお
願いします。不織布マスクでご参加ください。フェースシールドは、主宰
者で用意しますので、必要に応じて装着をお願いします。

・　オンラインでお申し込みの場合は、PC 環境の整っている方とし、スマー
トフォンでの参加はご遠慮ください。

・　オンラインは Zoom で行います。事前に最新版の Zoom アプリをインストー
ルしてください。

　　※ PC にカメラ、マイクが内蔵されていない場合は事前にご準備ください。
　　※オンラインに自信のない会員のために、受講者に対し事前に接続テスト

を行ってサポートしています。詳しくは、お申し込み後にご案内します。
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