
2020年度ACCN支部 年間活動計画予定

開催月 支部 名称 講師 開催予定日 ACCN会員
参加費(予定）

開催予定場所

5月 北海道支部 面接実技とナラティブ・カウンセリングについて 文川　実氏 5月10日 5,000円 キャリアバンク会議室

北関東支部 SNSとキャリアコンサルタント 未定 5月9日・10日 2,000円 大宮

東京支部 ウェルカムイベントvol.3 1,000円 都内公共機関  

中部支部 そこが知りたい！「基本の基」シリーズ【その１】                                 『発達障害
や精神疾患などを抱える相談者へのキャリア形成支援～キャリアコンサルタントが出来ること～』

小石　亜希子氏 5月9日 1,000円 未定

関西支部 2020年度第1回研修会 未定 5月17日 2,000円 新大阪丸ビル新館

6月 東北支部 組織内セルフ・キャリアドッグの在り方について 高橋　浩氏 6月14日 6,000円 東京エロクトロンホール宮城

北関東支部 地域交流会（群馬）＆セミナー 村上　加代子氏 2,000円 未定

神奈川支部 CCのネットワーク構築のあり方について（仮） 調整中 2,500円 神奈川県横浜市近郊

関西支部 21回事例検討会 6月21日 1,000円 I-siteなんば

中国四国支部 山陰地区キャリアコンサルタント交流会 調整中 6月から9月の日程で調整中 2,500円 松江もしくは米子（予定）

中国四国支部 キャリコン倫理学習会（仮） 福本　由美氏 6月以降複数回実施予定あり 2,000円 松山（予定）他複数地域

7月 北海道支部 外国人子用の仕組み受け入れ体制について 小島　典子氏 7月11日 2,000円 キャリアバンク会議室

北関東支部 ライフシフトとライフキャリア 一般財団法人日本ライフシ
フト協会　  松下　史氏

7月11日 2,000円 大宮

東京支部 研修「倫理事例検討」（仮） 未定 1,500円 未定

8月 北関東支部 地域交流会（栃木）＆セミナー 山口　万里子氏 2,000円 未定

中部支部 オープンACCN（説明会） 重原　厚子氏 8月22日 無料 未定

関西支部 2020年度第2回研修会 8月23日 2,000円 新大阪丸ビル新館

九州・沖縄支部 ACCN九州・沖縄ウェルカムイベントin熊本 増井　一氏 3000円 熊本近民交流館

9月 東北支部 認知行動療法について 東北学院大学准教授
金井　嘉宏氏

9月1日 3,000円 東京エレクトロンホール宮城

北関東支部 ポジティブ心理学を学ぼう 未定 9月26日 2,000円 大宮

東京支部 ウェルカムイベントvol.4 未定 1,000円 都内公共機関

神奈川支部 CCの倫理観について 調整中 2,500円 神奈川県横浜市近郊

関西支部 第22回事例検討会 9月27日 1,000円 I-siteなんば

10月 北海道支部 キャリア支援に活かす心理療法のスキル 宮城　まり子氏 10月3日 5,000円 札幌駅前ビジネスすぺース

北関東支部 地域交流会（新潟県）＆セミナー 佐々木　新吾氏 10月18日 2,000円 未定

中部支部 ウェルカムミーティングin静岡 1,000円 浜松市アイホール（予定）

関西支部 キャリコン・プロスタイルvol.3 10月25日 2,000円 新大阪丸ビル新館

中国四国支部 発達障害者とのかかわり
キャリアコンサルタントのためのスーパーヴィジョン講座

東京成徳大学
石崎　一紀氏

10月25日
2,000円
2,000円

第一セントラルビル1号館（予定）

中国四国支部 SST（ソーシャルスキルトレーニング）研修 臨床心理士を予定 10月から12月の日程で調整中 3,500円 島根県松江市

中国四国支部 児童・生徒の発達段階に応じたキャリア支援実践力向上セミナー キャリア教育実践者 10月から12月の日程で調整中 7,500円 高知

11月 北関東支部 ナラティブセラピーを学ぶ 未定 11月3日 3,500円 大宮ソニックシティ

東京支部 研修会「面談実習（ロープレ三昧）」（仮） 未定 1,500円 未定

中部支部 オープンACCN（説明会） 未定 無料 未定

関西支部 ウェルカムイベント 11月29日 2,000円 新大阪丸ビル新館

中国四国支部 スーパービジョンを体験しよう 1級技能士保持者4名程度 11月29日 2,000円
おかやまゆうあいセンター
研修室１

九州・沖縄支部 PCAGIP法による事例検討会（宮崎） 南　陽子氏 11月7日 1,500円 宮崎市民プラザ

12月 北海道支部 PCAGIP法による事例検討会 加賀谷　晴美氏 12月12日 2,000円 キャリアバンク会議室

東北支部 LGBT者の支援について
ライフキャリア・ポート
代表　松永美佐寿氏

12月1日 4,000円 東京エレクトロンホール宮城

神奈川支部 #2　企業組織にとってのキャリアの重要性を考える（仮） 調整中 2,500円 未定

関西支部 23回事例検討会 12月13日 1,000円 I-siteなんば

2021年1月 北関東支部 身体とキャリアコンサルティング
（アスリートのキャリア形成に学ぶ）

未定 1月30日 2,000円 大宮

東京支部 ウェルカムイベントvol.5&新年会 未定 1,500円 未定

中部支部 ウェルカムミーティングin三重 未定 1,000円 未定

中国四国支部 キャリアコンサルタントとしてのグループ支援力向上研修 田中　道博氏 1月から3月の日程で調整中 2,500円 高松市

2月 北海道支部 企業内キャリアコンサルティング
社会保険労務士
八木森　敏男氏

2月13日
ACCN会員
2,000円

キャリアバンク会議室

関西支部 2020年度第3回研修会 2月21日 2,000円 新大阪丸ビル新館

九州・沖縄支部 キャリアコンサルタントのための倫理研修会（福岡） 久保田　哲一朗氏 2月6日 1,583円
福岡市健康づくりサポートセンター
（あいれふ）

3月 北関東支部 広域セミナー
キャリアコンサルタントが全国で活躍するために（仮）

小澤　康司氏（予定） 3月1日 3,500円 未定

神奈川支部 CC研鑽のあり方について 未定 3,500円 未定

関西支部 24回事例検討会 3月7日 1,000円 I-siteなんば

※2020年3月末現在の予定であり、詳細及び申込につきましては、確定次第別途ご案内い
たします。なお、状況によりましては開催を中止とさせていただく場合もございます事を
ご了承いただけますようお願い申し上げます。


