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2022年 4月発行 

   

   

   

   

■キャリアコンサルティング技能検定 1 級・2 級の合格発表につい

て 

 

■『5 分でわかるキャリアコンサルティング資格試験』キャリアコ

ンサルティング協議会のホームページについて 

 

■ＣＭＣＡキャリアコンサルタント更新講習 

2022 年、現在決定の開催スケジュールについて 

 

■ＣＭＣＡオンライン・セミナー（勉強会） 

2022 年 4 月 16 日（土） 

「大人の発達障害の方々がイキイキと暮らすための臨床心理学」  

のご案内 
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2022 年 3 月 23 日に１級（第 11 回）、２級（第 27 回）のキャリアコンサルティ

ング技能検定 試験結果が発表されました。 

 

１級 （第 11 回）  キャリアコンサルティング技能検定  試験結果  

          

申込者数     受験者数     合格者数     合格率  

学科       633 人        594 人       396 人      62 . 56%  

実技       769 人        744 人        74 人       9 . 62%  

 

 

 

２級 （第 27 回）  キャリアコンサルティング技能検定  試験結果  

 

申込者数     受験者数     合格者数     合格率  

学科       930 人        869 人      621 人       66 . 77%  

実技      1 , 620 人       1 , 570 人      308  人      19 . 01%  

 

 

1 級キャリアコンサルティング技能士は、徐々に受験者数も増えて、合格率も

上がってきました。前回、第 10 回試験の合格率は、学科（14.57%）、実技(7.25%)

でしたので、特に学科は大幅な上昇です。とは言え 1 級技能士は累計で 563

名とまだ非常に少ない人数です。 

２級キャリアコンサルティング技能士は、一時、受験者数の減少が心配されて

おりましたが、現状は、ほぼ横ばいです。前回 26 回試験の合格率は、 

学科(57.37％)、実技(19.73%)でしたので、学科は今回が良いものの合格率も

ほぼ横ばいの印象です。2 級技能士は、累計で、 10,656 名となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◇ キャリアコンサルティング協議会のホームページにて、 

『5 分でわかるキャリアコンサルティング資格試験』のデザインが

リニューアルされました。 

               

 

キャリアコンサルティングに関連する３つの試験（キャリアコンサルタント試

験／2 級・1 級キャリアコンサルティング技能検定）の、合格に求められる 

レベル、資格取得者の役割や活動、自己研鑽等についてまとめられ、ホームペ

ージに公開されました。是非、ご覧ください。 

 

下記、ＵＲＬよりご覧いただけます。 

https://www.career-shiken.org/lp/ 

  
 

 
 

 

                
 

 

https://www.career-shiken.org/lp/


◆ＣＭＣＡのキャリアコンサルタント更新講習について  

 2022 年現在決定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 8 コースが厚生労働省からの指

定を受け、各地又は、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。 

 

○オンライン開催 

日時：  ２０２２年５月８日（日）  13：00～17：00 （技能講習４時間） 

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

 

○函館開催 

日時：  ２０２２年５月１４日（土）  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 

 

〇オンライン開催 

日時：  ２０２２年８月２７日（土）  13：00〜17：00 （技能講習４時間） 

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

 

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） キャリアコンサルティングへの 

認知行動療法的アプローチの活用法 （技能講習） 
 
認知行動療法的アプローチの基本を理解すると共に、職場やキャリア上の問題を抱えた事例

を用いてロールプレイ、討議を通して、認知行動療法の技法の１つである問題解決療法につ

いて実際のキャリアコンサルティングでの活用法を習得する。 

 

○オンライン開催 

日時：  2022 年６月５日（日）  9：00～18：00 （技能講習 8 時間） 

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

講師：  北海道医療大学 心理科学部臨床心理学科教授 冨家直明先生 

 

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/cognitive-behavioral-therapy/a

pply/ 

 

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/cognitive-behavioral-therapy/apply/
https://cmcajapan.net/qualification-update/cognitive-behavioral-therapy/apply/


＊「ＣＭＣＡ更新講習（技能編） 学生に対する就職活動支援の 

キャリアコンサルティング （技能講習） 
 
学生の就職支援を中心としたキャリアコンサルティングの留意する点などを講義で学習し、

事例を使ってロールプレイを行う。ロールプレイ後、事例ごとにグループワークをおこない

共有化していく。 

 

○東京開催 

日時：  ２０２２年 ６月 ２６日 (日)  9：30〜17：30 （技能講習 7 時間） 

会場：  東京都中央区新川 1-25-9 新川シティビル ＣＭＣＡ事務所 地下１階 会議室 

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

講師： 文教大学 中村先生 

 

○札幌開催 

日時：  ２０２２年 １０月２２ 日 (土)  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： 文教大学 中村先生 

 

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/support-for-students/apply/ 

 

＊「ＣＭＣＡ更新講習（知識編）」 (知識講習) 
 
知識講習において厚生労働省が定めている 6 つの領域について、最新の内容を含めて、それ

ぞれの専門の担当講師が講義を行ないます。 

・労働市場について、・職業能力開発、・労働政策及び労働関係法令・社会保険制度の知識、 

・キャリア形成、ライフステージ及び発達課題の知識、個人の多様な特性の理解 

・学校教育及びキャリア教育の知識、・メンタルヘルス 

 

○東京開催 （Ｚｏｏｍ使用し、ハイブリット開催。教室とオンラインどちらでも受講可） 

日時：  2022 年 7 月 10 日 （日） 9：00～18：00 （8 時 間 ）  

会場：  茅場町 ＣＭＣＡ地下 1 階会議室 又は、オンラインにて参加 

受講料： 23000 円（非課税）/１人、 会員価格は 18,000 円（非課税） 

 

○札幌開催  

日時：  2022 年 10 月 8 日 （日） 9：00～18：00 （8 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： 23000 円（非課税）/１人、 会員価格は 18,000 円（非課税） 

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

 

https://cmcajapan.net/qualification-update/support-for-students/apply/
https://cmcajapan.net/qualification-update/knowledge/apply/


＊「ＣＭＣＡ更新講習（技能編） アセスメントツールについての理解・伝え方 

（技能講習） 
 
アセスメントツールは、自己理解の為のツールだけではなく、キャリアコンサルティングの

きっかけ作りや、クライエントとの関係を深めるツールとしても有効です。 

今回は 15分ほどで出来るアセスメントツールを実際に受けて頂き、１つのツールの例を通し

て、アセスメントツールの仕組みを理解し、クライエントにどの様に伝えるのかをワークを

通して学んでいただきます。 

 

○札幌開催 

日時：  2022 年 7 月 2 日 (土)  9：30〜17：30 （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） 

 
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/assessment-tool/apply/ 

 
 

皆様のご参加をお待ちしております！ 

 

 

 

 

◇4 月 1 日キャリアコンサルタント更新講習に新たに 1 講座

が、厚生労働省より指定されました！ 

 

【ＣＭＣＡ】更新講習（技能編）認知再構成法の活用法 

 

技能講習 6 時間。 オンライン開催、教室でのリアル受講、両方を予定。 

受講料：18,000 円 会員価格は 14,000 円 

 内容： 
認知行動療法の技法の１つである認知再構成法の目的と実施方法を理解する。また、

職場の問題やキャリア上の問題を抱えた相談者に対しての活用法、認知再構成法のキ

ャリアコンサルティングへの活用法を理解する。 

 

オンラインとリアル受講合わせて、4 回/年の開催を予定しております。 

日程は決定次第、ＣＭＣＡホームページ、メール、会報等でお知らせいたしま

す。 

 

 

https://cmcajapan.net/qualification-update/assessment-tool/apply/


ＣＭＣＡオンライン・セミナー（勉強会） 
 
「大人の発達障害の方々がイキイキと暮らすための 

臨床心理学」 のご案内 
（更新講習ではありません） 

 

この度、2022年 4月 16日（土）13時～17時にて Zoomによるオンラインセミナー 

を開催いたします。 

前回、1月に「大人の発達障がいの理解と職場でのかかわり」をテーマに講義を頂き、

大変好評でございましたので、再び、北海道医療大学心理科学部臨床心理学科 准教

授 金澤潤一郎先生に講義をお願いいたしました。 

今回は、1 時間時間を多くして、前回と重なる部分もございますが、前回ご参加の皆

様も、今回が初めての皆様も「大人の発達障害」について学べる内容です。 

大人の発達障害の方々がイキイキと暮らすために、ACT という認知行動療法の手法な

ども加えて、金澤潤一郎先生より講義いただきます。 
 

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４月１６日（土）13時～17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/ 
 

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/
mailto:office@cmcajapan.net


 

 

事務局より 
 

社会環境の変化が大きい中、2022年 4月から、働き方に関わる法令も新しく施行されるも

のが多くあります。私たちキャリアコンサルタントとして、常に研鑽が必要ですね。 

 

■育児・介護休業法 
育児休業を取得しやすい雇用環境整備と本人または配偶者の妊娠・出産の申し出を 

した労働者に対する育児休業制度等の個別の周知・取得意向確認の措置の義務付けなど 

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=163 

 

■次世代育成支援対策推進法 
くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等の改正や新たな認定制度 

「トライくるみん」の創設 

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=163 

 

不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する 

「くるみんプラス」制度を新設 

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=163 

 

■労働施策総合推進法 
職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置 

の中小企業事業主への義務化 

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=163 

 

■女性活躍推進法 
一般事業主行動計画の策定・届け出、情報公表等が 101 人以上 300 人以下の中小企業 

にも義務化 

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=163 

 

  

ＣＭＣＡは、6月より新年度となります。7月には総会がありますので、準備を進めて参り

ます。今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

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

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=163
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=163
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=163
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=163
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=163
mailto:office@cmcajapan.net
https://cmcajapan.net/

