
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会 

 

 

 

2021年 12 月発行 

   

   

   

   

■第 18 回キャリアコンサルタント試験結果について 

 

■ＣＭＣＡキャリアコンサルタント更新講習 

2022 年 1 月～3 月の開催スケジュールについて 

 

■2022 年ＣＭＣＡ新春オンライン・セミナー  

「大人の発達障がいの理解と職場でのかかわり」のご案内 

 

 

◇ＣＭＣＡキャリアコンサルタント養成講習について  
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2021 年 12 月 13日に第 18回国家資格キャリアコンサルタント試験結果の

発表がありました。 

 

第 18 回キャリアコンサルタント試験  

 

キャリアコンサルティング協議会にて受験分           

申込者数     受験者数     合格者数     合格率  

学科      2 , 846 人      2 , 673 人      2 , 208 人      82 . 6%  

実技      2 , 833 人      2 , 721 人      1 , 851 人      68 . 0%  

 

 

日本キャリア開発協会にて受験分  

申込者数     受験者数     合格者数     合格率  

学科      2 , 135 人      1 , 979 人      1 , 563 人      79 . 0%  

実技      1 , 984 人      1 , 883 人      1 , 073 人      57 . 0%  

 

  

学科 ・実技試験同時受験者のみ  

 

キャリアコンサルティング協議会 ：    

受験者数   2 , 137 名    合格者数 1367 名   合格率  64 . 0％  

 

日本キャリア開発協会 ：   

受験者数   1 , 501 名    合格者数 820 名    合格率  54 . 6％  

 

 

以前は、日本キャリア開発協会での受験数が多かったのですが、現在は、養成

講習を行う団体が 20 団体ほどになり、CC 協議会での受験者数が多くなりまし

た。 

さて、第 18 回の結果は、学科試験は、非常に高い合格率となりました。 

「Society 5.0 時代を切り拓く人材の育成」についてや、「兼業・副業に係る

労働関係法令」に関するトレンドの問題、「マーシャ（Marcia, J. E.）の提唱

したアイデンティティ・ステイタス」についてという馴染の無い人物の問題も

あり、けして易しくはありませんでしたが、試験問題解説集などの勉強ツール

の充実もあってか、77 点という高い平均点（70 点以上で合格）となりました。 

実技試験は、面接の点数は最近の平均点と比べて概ね横ばいですが、ＣＣ協議

会の論述の点数が若干良く、合格率は 68％と高めになりました。 

結果、学科・実技同時受験者合格率は、最近は概ね 50％前後にありましたが、

今回は高い合格率となりました。 



◆ＣＭＣＡのキャリアコンサルタント更新講習について  

 2022 年 1 月～3 月の開催スケジュール 

 

ＣＭＣＡでは、現在、知識講習 １コース、技能講習 7 コース（2022 年 4 月よりさら

に 2コース追加予定）が厚生労働省からの指定を受け、各地・オンラインで開催して

おります。現時点で開催を予定しているコースは下記の通りとなります。今後の追加

の開催予定に関しましては、ＣＭＣＡホームページ（下記ＵＲＬ、又はＣＭＣＡで検

索）にて随時掲載いたします。 

https://cmcajapan.net/qualification-update/ 
 
 

＊「ＣＭＣＡ更新講習（技能編）実践力向上のための体験学習」 （技能講習） 
 
映像のキャリアコンサルティングと逐語記録をもとに多様な視点や気付きを得る。また、事

例を用いたロールプレイ・グループ討議などを通して、自己課題の認識、気づき、成長のた

めのヒントを得る。体験学習により、キャリアコンサルタントとしての強みや課題に気づい

て、ひとまわり成長できるよう実践力の向上をはかる。 

 

○札幌開催 

日時：  2022 年 2 月 20 日 (日)  9：30〜17：30 （技能講習 7 時間） 

会場：  札幌市中央区北 5 条西５丁目   キャリアバンク職業訓練協会 

受講料： 26,000 円（非課税）/１人、 会員価格は 20,000 円（非課税） 

講師： ＣＭＣＡ 秋元隆文 

 

お申し込みは、下記ＵＲＬ、又は、ＱＲコードからお願いいたします。 

https://cmcajapan.net/qualification-update/active-learning/apply/ 

 
 

 

＊「ＣＭＣＡ更新講習（技能編） 実践的アプローチの確認（社内キャリア編） 

（技能講習） 
 
組織理解と社内キャリアの知識の講義を踏まえながら、事例について意見交換、設問に対す

る回答を議論する。多様な視点、見立て、アプローチの仕方、展開の仕方を学び、企業でキ

ャリアコンサルティングを行うために有効な視点や考え方を身に付ける。 

 

 

 

https://cmcajapan.net/qualification-update/
https://cmcajapan.net/qualification-update/active-learning/apply/


○函館開催 

日時：  ２０２２年２月２３日（水祝）  13：00〜17：00 （技能講習４時間） 

会場：  函館市末広町 4 番 19 号  函館市地域交流まちづくりセンター 

受講料： 12,000 円（非課税）/１人、 会員価格は 9,000 円（非課税） 

講師：  ＣＭＣＡ 谷口麻智 

 

お申し込みは、下記ＵＲＬ、又は、ＱＲコードからお願いいたします。 

 

https://cmcajapan.net/qualification-update/confirmation-of-practical-appro

ach-career/apply/ 

 
 

 

 

＊「ＣＭＣＡ更新講習（技能編）実践的アプローチの確認（シニア編） （技能講

習） 
 
ミドル・シニアの事例（逐語記録）を元に、一般的なミドル・シニアの特徴を踏まえつつ、

その個別性の中で、具体的にどの様なキャリアコンサルティングの進め方、アプローチの方

法があるのか、グループ討議や講義、ロールプレイを通じて多様な視点や気づきを共有して、

ブラッシュアップを行なう。 

 

○札幌開催 

日時：  2022 年 3 月 12 日（土）  13：00～17：00 （技能講習４時間） 

会場：  札幌市中央区北 5 条西５丁目   キャリアバンク職業訓練協会 

受講料： 12,000 円（非課税）/１人、 会員価格は 9,000 円（非課税） 

講師：  ＣＭＣＡ 谷口麻智 

 
お申し込みは、下記ＵＲＬ、又は、ＱＲコードからお願いいたします。 

https://cmcajapan.net/qualification-update/confirmation-of-practical-

approach/apply/ 
 

 
 

https://cmcajapan.net/qualification-update/confirmation-of-practical-approach-career/apply/
https://cmcajapan.net/qualification-update/confirmation-of-practical-approach-career/apply/
https://cmcajapan.net/qualification-update/confirmation-of-practical-approach/apply/
https://cmcajapan.net/qualification-update/confirmation-of-practical-approach/apply/


2022 年 ＣＭＣＡ新春オンライン・セミナー 
「大人の発達障がいの理解と職場でのかかわり」のご案内 

 

（更新講習ではありません） 
 

この度、2022 年ＣＭＣＡ新春セミナーとして、北海道医療大学心理科学部臨床心理

学科 准教授 金澤潤一郎先生をお招きし、「大人の発達障がいの理解と職場でのか

かわり」について、セミナーを開催いたします。 

発達障がい的な個人特性によって悩んでいるご相談、困った部下を抱える上司から

のご相談、いわゆるグレーゾーンの方のご相談等、大人の発達障害に関するご相談

が増えてきています。私たちキャリアコンサルタントが助言やコンサルティングを

行うために正しい知識が必要であり、様々な疑問に対して、金澤潤一郎先生より講

義いただきます。 

質問コーナーも時間を取りますので、日頃の疑問を是非、解消してください。 

金澤潤一郎先生は、大人の発達障害を研究されている数少ない研究者です。 
 

金澤潤一郎先生プロフィール 

【現職】北海道医療大学心理科学部 准教授（平成 29年 4月～現在に至る） 

    ときわこども発達センター 非常勤心理士（平成 23年 4月～現在に至る）  

【専門】成人期の発達障害に対する心理療法，認知行動療法 

【著書】「ADHDに対する精神療法の考え方」 樋口輝彦・齊藤万比古（監修）  

    成人期 ADHD診療ガイドブック（2013年）など。 

【論文】おとなの ADHDに対する心理社会的治療（精神科治療学，2013年）など。 

【受賞】 Poster Abstract Award at the 1st Asian Congress on ADHD, Seoul（2012年）。 

 

２０２２年１月１６日（日）９時～１２時 

Ｚｏｏｍによるオンライン・セミナー 

参加費用                  

一般の方：5,000円 

ＣＭＣＡ会員の方：3,000円 
 

 

 

申し込み：お問い合わせは、ＣＭＣＡ ホームページ（新着情報）からどうぞ！！ 

https://cmcajapan.net/news/37104/ 
 

又は、メールでも結構です。お名前、電話番号、会員番号（CMCA会員の場合）をお知ら

せ下さい 

E-mail： office@cmcajapan.net    

 

   スマホは、こちらのＱＲコードから 

 
 

https://cmcajapan.net/news/37104/
mailto:office@cmcajapan.net


 

東京 46期 2021年 12月 4日 修了式 

 
 

 

札幌 43期 2021年 12月 18日 修了日 

 
 

・それぞれの講義内容が、回を追うごとに理解が進み、おぼろげながら全ての講義内容が繋

がって来たと感じています。 

・講義内容はどれも興味深く、講師の先生方も皆さん尊敬できる方ばかりでした。 

・実技が多く、ストレスやプレッシャーは、かなりありましたが、本当に為になりました。 

・自分の人生の中でこんなにストレスがたまったことはありませんでしたが、やり切って良

かったです。頑張って良かった。 

                  等々、修了生よりたくさんの声を頂きました。 

 

2022年 3月のキャリアコンサルタント試験は、皆さん合格できるよう頑張って頂きたいです。 

次回のＣＭＣＡキャリアコンサルタント養成講習は、2022年 4月開講となります。 

会員の皆様には、ご興味ある方がいらっしゃれば是非、ご紹介いただければと存じます。 

よろしくお願いいたします。 



 

 

事務局より 
 

2021 年も残り少なくなってまいりました。今年もコロナウィルスによるパンデミックで、

様々な変化を求められる年であったと思います。私たちの「人生そのもの」がキャリアであ

るならば、私たちが、住むとか、暮らすとかの視点からもキャリアがあり、大きな変革が求

められている環境問題やエネルギー問題・食料問題等、も私たちのキャリアに密接に関係す

るのだと考えてしまいます。環境の変化に応じて変幻自在に姿を変え、組織に捉われずに自

らのキャリアを戦略的に主体的に考える ダグラス・ホールの「プロティアン・キャリア」や、

マイケル・アーサーの、国境・業界・企業・組織・職務といった「バウンダリー（境界）」を

越えて行き来しながら新しい経験やスキル、ノウハウを培い自律的に成長するキャリア「バ

ウンダリーレス・キャリア」等、私たちのキャリアにたいする意識も大きな転換期なのだと

思っています。 

本年も協会の運営にご協力を頂き、ありがとうございました。年の瀬も迫りなにかとご多

用のことと存じますが、体調を崩されませんようご留意ください。来年も何卒、よろしくお

願い申し上げます。 

 

【お願い】 
ご住所・電話番号・メールアドレス、お名前等が変られましたら 

会員専用マイページ（シクミネット）のユーザー情報より、ユーザー情報の

変更をお願い致します。 

ＣＭＣＡホームページの会員専用マイページをクリック頂き、ログイン画面

にお進みください。 

又は、協会までご連絡をお願い致します。特にＣＭＣＡよりメールが届かな

い方は、メールアドレスを office@cmcajapan.net へご連絡ください。 

 また、ユーザー情報に、コンサルタント登録 No、技能検定 2 級認定日、技能

検定 1 級認定日をご記入いただけますと助かります。何かの際にはお声を掛

けさせていただきます。 

 

特定非営利活動法人  

日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会  

〒104-0033 東京都中央区新川 1-25-9 新川シティビル 1 階 

 

Tel：03-3537-9600 / Ｆａｘ：03-3537-9612 

E-mail：office@cmcajapan.net ＵＲＬ：https://cmcajapan.net/          

 
検索CMCA

mailto:office@cmcajapan.net
mailto:office@cmcajapan.net
https://cmcajapan.net/

