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一般社団法人全国専門学校情報教育協会 

令和元年度 夏期専門学校教職員研修会のご案内 
 

青葉の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は本会の運

営にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

本会では毎年度初めに研修ニーズアンケートを会員校の設置者・管理者・教職員の方々を対象に実施し

ております。ご要望が多数ありました内容を教職員研修会として開催する運びとなりましたのでご案内申

し上げます。 

校務ご多忙とは存じますが、この機会に是非ご参加いただきたくご検討の程宜しくお願い申し上げます。 

 

■一般社団法人全国専門学校情報教育協会 研修委員会が企画運営する研修の特徴。 

① 研修ニーズアンケートに基づき専門学校の要望に対応した内容。 

② 研修会社やコンサルタント会社の研修にはない、専門学校の教育環境にマッチするようにカスタマ

イズしたオリジナル研修。 

③ ケーススタディ、グループワーク、グループディスカッションを重視した参加型研修。 

■今回ご案内する教職員研修会   ※詳細は募集要項をご覧ください 

No 研修名 日程 期間 場所 

1 
就職支援担当者向け「キャリア支援力向上研修」 
～学生の主体性と能動性を引き出す就職支援とは～ 

8/7 1 日間 

東
京
都
内 

2 
問題解決型思考力向上研修 
～問題解決に必須な様々な手法とは～ 

8/9   1 日間 

3 
就職支援担当者向け「キャリア支援力向上研修」 
～今後、求められる外国人留学生へのキャリア支援とは？～ 

8/22 1 日間 

4 
専門学校教員対象 メンタルヘルス対応力向上研修 
～「見つける目」と「つなげる手」で適切な学生対応ができる～ 

8/27～8/28 2 日間 

 

 

 

 
■お申込・お問合せ先 
一般社団法人全国専門学校情報教育協会  
事務局 担当：吉岡 
〒164-0003 中野区東中野 1-57-8 辻沢ビル 3F 
電話 03-5332-5081  FAX 03-5332-5083 
ホームページ https://www.invite.gr.jp 

公
印
略 

https://www.invite.gr.jp/


一般社団法人全国専門学校情報教育協会 

1．就職支援担当者向け「キャリア支援力向上研修」 

～学生の主体性と能動性を引き出す就職支援とは～ 
 

■目 標：学生のキャリア指導において、学生の主体性、能動性を引出しながらゴールに向けて支援でき

るような指導者を目指す。 

(1)自身の業務を整理すると共に、時代に合わせた「キャリアセンター」「就職支援者」の役割

を再度認識する。 

(2)個別支援の際やクラスルームで、「学生との信頼関係を構築する」方法を知り、現場で実践

を試みることができる。 

 

■研修内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■講 師：熊澤 匠 氏 

     キャリアフラッグ株式会社 代表取締役 

     大学卒業後、大手人材派遣会社・大手 FC チェーン飲食店・都議会議員事務所の選挙責任者を

経て、新卒専門の人材紹介会社へ。人事顧客開拓営業を経験後、年間 100回の就職セミナーや、

大学内の就職ガイダンスの講師を務め、「OB訪問 十五ヶ条」を出版。（2014年～、社会人訪問

企画「ウルトラインターンシップ」を開始。HRサミットにてアワードを獲得。） 

2010年にキャリアフラッグ株式会社を設立。 

20校の学校法人と直接契約をし、学内キャリア授業や就活セミナーを企画展開。 

個人としては、数校の大学内の非常勤教職員を務め、就業力育成支援事業にも携わる。      

また、新入社員研修や採用面接業務を請負、数十社の初期選考スタッフを統括している。 

■日  程：令和元年 8月 7日（水）10:00～17:00 

■会  場：ウチダ人材開発センタ（東京・両国） ※参加申込者に詳細をご案内します。 

■対象者：専門学校教職員（推奨：就職担当者、キャリアセンター担当者）  

■定 員：30名（定員となり次第、締め切らせていただきます。） 

 ※最小実施人数 10名（受講者が 10名に満たない場合は中止になることがあります） 

■申込方法と受講料： 

      参加申込書に必要事項をご記入の上、事務局（03-5332-5083）まで FAX でお申込みください。 

当会会員校   19,656円（税込） ※内訳 受講料 16,000円 資料代 2,200円 消費税 1,456円 

当会未会員校 36,936円（税込） ※内訳 受講料 32,000円 資料代 2,200円 消費税 2,736円 

（未会員校については、専門学校として認可されている学校の関係者） 

 ※お申込みいただいた方には、後日、事務局より『受講証』と『ご請求書』を郵送致します。 

■申込締切：令和元年 7月 19日（金）  ※定員となり次第、締め切らせていただきます。 

  概要 説明 

10:00 

オリエンテーション 

・本プログラムの趣旨説明 

・ゴール設定・共有 

・講師自己紹介、参加者紹介 

  業務整理 
・「キャリアセンター」の位置付けを再確認する。 

・「就職支援担当者」の役割と、求められる力とは？ 

11:30 

事例紹介 

キャリア支援の中で、課題視されるものの共有 

・グローバル人材キャリア支援 

・発達障害キャリア支援 

・LGBT支援 

12:30-13:30 昼休憩 

13:30 

ワークショップ 

学生支援力向上トレーニング① 

・個別支援型の信頼関係の作り方。 

 「模擬面接や相談業務」への導入 

15:30 

 ワークショップ 

学生支援力向上トレーニング② 

・集団支援型の信頼関係の作り方。 

 「キャリアガイダンスや就活支援講座」への導入 

16:00 

17:00 
振り返り 

・課題整理と今後の取組 

・質疑応答 



一般社団法人全国専門学校情報教育協会 

 

2．問題解決型思考力向上研修 
～ 問 題 解 決 に 必 須 な 様 々 な 手 法 と は ～  

 

■目 標：今後マネジメントやリーダーになられる人材として、現状に安住することなく、全社的で大き

な視点から、常に革新や変化を考えられる。 

問題整理と原因分析を行い、論理整合性が高くかつ心理的納得度が高い解決策を組織に提示で

きる。 

■研修内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講 師：冨田 伸一郎 （とみた しんいちろう）氏 

     株式会社ウチダ人材開発センタ 常務取締役 

     平成元年より内田洋行教育センターにて、数々の研修講師や新ビジネスの立上げ、マネジメン

トを担う。主に専門は、コミュニケーション、マネジメント、インストラクションスキル講座

など。現在は、研修、マネジメント業務の傍ら一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

（CSAJ）人材育成研究会主査、JAMOTE人材育成と教育サービス協議会 研修サービス部会長を

務める。著書に「CompTIA CTT+」「組織内研修の極意 講師が知っておくべき１２のスキル」

（翔泳社）がある。 

■日  程：令和元年 8月 9日（金）10:00～17:00 

■会  場：ウチダ人材開発センタ（東京・両国） ※参加申込者に詳細をご案内します。 

■対象者：専門学校教職員（推奨：現場マネジメントや学科長などを担当されている先生方）  

■定 員：20名（定員となり次第、締め切らせていただきます。） 

 ※最小実施人数 10名（受講者が 10名に満たない場合は中止になることがあります） 

■申込方法と受講料： 

      参加申込書に必要事項をご記入の上、事務局（03-5332-5083）まで FAX でお申込みください。 

当会会員校   19,764円（税込） ※内訳 受講料 15,000円 資料代 3,300円 消費税 1,464円 

当会未会員校 35,964円（税込） ※内訳 受講料 30,000円 資料代 3,300円 消費税 2,664円 

（未会員校については、専門学校として認可されている学校の関係者） 

 ※お申込みいただいた方には、後日、事務局より『受講証』と『ご請求書』を郵送致します。 

■申込締切：令和元年 7月 19日（金） ※定員となり次第、締め切らせていただきます。 

  概要 説明 

10:00 
オリエンテーション 

オリエンテーション 

研修の目的と進め方について 

  問題解決とは 

問題解決と論理的思考（小演習） 

 1.分析のためのフレームワーク演習 

 2.分析のためのロジックツリー演習 

12:00-13:00 昼休憩 

13:00 

問題解決視点に立つために 

1.問題の捉え方 

2.創造的問題解決とは 

3.アイスバーグチャートを使った問題の見える化 

15:00 

問題解決視点演習 

1.課題の設定 

2.データ収集と分析準備 

3.データのカテゴリー化 

4.因果の特定 

5.解決策を考える 

17:00 まとめ   



一般社団法人全国専門学校情報教育協会 

3．就職支援担当者向け「キャリア支援力向上研修」 
～ 今 後 、 求 め ら れ る 外 国 人 留 学 生 へ の キ ャ リ ア 支 援 と は ？ ～  

 

■目 標：外国人留学生のキャリア指導において、社会情勢や、自校・他校の現状を把握し、解決策を共

に考える。 

(1)ケーススタディとして、他校の現状を知る。 

(2)自校の支援施策の整理を、類似課題を持つ各校と共に検討し、行動計画とそこに向かう課

題を整理する。 
 

■研修内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
■講 師：  熊澤 匠 氏 

        キャリアフラッグ株式会社 代表取締役 

        大学卒業後、大手人材派遣会社・大手 FC チェーン飲食店・都議会議員事務所の選挙責

任者を経て、新卒専門の人材紹介会社へ。人事顧客開拓営業を経験後、年間 100回の就

職セミナーや、大学内の就職ガイダンスの講師を務め、「OB訪問 十五ヶ条」を出版。（2014

年～、社会人訪問企画「ウルトラインターンシップ」を開始。HRサミットにてアワード

を獲得。）2010年にキャリアフラッグ株式会社を設立。20校の学校法人と直接契約をし、

学内キャリア授業や就活セミナーを企画展開。 

個人としては、数校の大学内の非常勤教職員を務め、就業力育成支援事業にも携わる。      

また、新入社員研修や採用面接業務を請負、数十社の初期選考スタッフを統括している。 

  ゲスト講師：高橋 陽介 氏 

        日本電子専門学校 キャリアセンター長 

■日  程：令和元年 8月 22 日（木）10:00～17:00 

■会  場：日本電子専門学校（東京・大久保）  ※参加申込者に詳細をご案内します。 

■対象者：専門学校教職員（推奨：留学生担当者、就職担当者、キャリアセンター担当者）  

■定 員：30名（定員となり次第、締め切らせていただきます。） 

 ※最小実施人数 10名（受講者が 10名に満たない場合は中止になることがあります） 

■申込方法と受講料： 

      参加申込書に必要事項をご記入の上、事務局（03-5332-5083）まで FAX でお申込みください。 

当会会員校   21,816円（税込） ※内訳 受講料 18,000円 資料代 2,200円 消費税 1,616円 

当会未会員校 41,256円（税込） ※内訳 受講料 36,000円 資料代 2,200円 消費税 3,056円 

（未会員校については、専門学校として認可されている学校の関係者） 

 ※お申込みいただいた方には、後日、事務局より『受講証』と『ご請求書』を郵送致します。 

■申込締切：令和元年 8月 2 日（金）  ※定員となり次第、締め切らせていただきます。 

  概要 説明 

10:00 

オリエンテーション 

・本プログラムの趣旨説明 

・ゴール設定・共有 

・講師自己紹介、参加者紹介 

 10:30 課題整理 ・外国人留学生を支援する際の各校の課題整理 

11:00 

 

外国人受け入れ現状と事務手

続きについて 
・現状に関する情報共有と手続きについて 

12:00-13:00 昼休憩 

13:00 

ケーススタディ学習 

・日本電子専門学校に学ぶ 

  在校支援（日々の学生との対峙） 

  就職支援（企業交渉や学内イベント） 

施設見学 

 質疑応答 

14:30 
課題整理と解決 

・ケーススタディを受けての再度の課題整理 

・ソリューションフォーカスディスカッション 

15:30 

 
解決策の整理と行動計画 

・行動計画（スタート、ストップ、コンティニュー） 

・学内施策遂行に向けてのプレゼンテーション 

16:30 

17:00 
振り返り ・参加者共有 
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4．専門学校教員対象 メンタルヘルス対応力向上研修 

～「見つける目」と「つなげる手」で適切な学生対応ができる～ 

 

■目 的：教員がメンタルヘルスの基礎知識を身につけ、 発生時に正しい初期対応が取れるようになる

ことを目指す。 

（1）「見つける目」を持つ：メンタルヘルスの基礎知識を学習し、正しい理解を持つことで、

メンタル不全を早期に発見できるようになる。 

（2）「つなげる手」を持つ：対象学生との適切なコミュニケーション方法、関係先へのリ

ファー・リエゾン（連携・協働）の仕方を身につけ、学生を適切な支援につなげられる

ようになる。 

■研修内容：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講 師：岡本 真梨子 氏 

合同会社てにをは 代表取締役 応用人間科学修士（発達臨床心理学） 
大学院修士課程修了後、株式会社リクルートエージェント（現リクルートキャリア）に入社。人事部にて、労

務・採用・人員配置・考課・研修企画運営等を担当。全社初の管理職向けメンタルヘルス研修の企画立案およ

び運営と、社員のメンタル不全発症時の対応フロー設計に尽力。その後、文部科学省所管の心理学研究機関に

転職し、心理カウンセリング、研究開発の他、教育従事者対象のセミナーの企画・運営や講師等を務める。現

在は、研修やカウンセリングを通したキャリア形成支援を行っている。専門テーマはメンタルヘルス、心理カ

ウンセリング、コミュニケーション（アサーション）。都内専門学校にて、就職活動に困難を抱える学生（精

神疾患、発達障害、知的障害含む）に対する就職相談、学校生活相談、心理カウンセリングを実施。のべ 1000

名の学生の就職支援に関わる。 

■日  程：令和元年 8月 27 日（火）11:00～18:00 、8月 28日（水）  9:00～16:00 

 ※宿泊が必要な場合は、各自ご手配ください。 

■会  場：ウチダ人材開発センタ（東京・両国）  ※参加申込者に詳細をご案内します。 

■対象者：専門学校教職員  

■定 員：24名（定員となり次第、締め切らせていただきます。） 

 ※最小実施人数 10名（受講者が 10名に満たない場合は中止になることがあります） 

■申込方法と受講料： 

      参加申込書に必要事項をご記入の上、事務局（03-5332-5083）まで FAX でお申込みください。 

会員校   38,124 円（税込） ※内訳 受講料 32,000円 資料代 3,300円 消費税 2,824円 

未会員校 72,684円（税込） ※内訳 受講料 64,000円 資料代 3,300円 消費税 5,384円 

（未会員校については、専門学校として認可されている学校の関係者） 

 ※お申込みいただいた方には、後日、事務局より『受講証』と『ご請求書』を郵送致します。 

■申込締切：令和元年 8月 2 日（金） ※定員となり次第、締め切らせていただきます。

  概要 説明 

1日目     

11:00 オリエンテーション 
・本プログラムの趣旨説明 ・ゴール設定 ・講師自己紹介 
・受講生自己紹介－学校現場での課題やご自身の悩みをシェア 

  事例紹介 事例紹介 
12:00 レクチャー① なぜ「見つける目」「つなげる手」が必要なのか？ 

12:00-13:00 昼休憩 

13:00 レクチャー① 続き 
14:00 ワークショップ① 精神疾患ベーシック（うつ病、適応障害、統合失調症他） 
15:30 ワークショップ② 発達障害ベーシック（アスペルガー症候群、ADHD他） 

17:00-18:00 レクチャー② 対応基礎 

2日目     

9:00 前回の振り返り   

9:30 ロールプレイ① 学生からの相談への初期対応 

12:00 事例紹介 事例紹介 

12:00-13:00 昼休憩 

13:00 ロールプレイ② 問題行動のある学生への初期対応 

14:30 ロールプレイ③ 関係者とのコミュニケーション 

15:30-16:00 まとめ シェアリング 



一般社団法人全国専門学校情報教育協会 

一般社団法人全国専門学校情報教育協会 
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教職員研修会 参加申込書 
 
■参加申込をする研修の申込欄に○印を付けてください。 

 複数方が研修会にお申込みの場合は本書類をコピーしてお使いください。 

■申込：FAX：03-5332-5083 または E-mail：info_02@invite.gr.jp にてお申込みください。 

申込 NO 研修 日程 

 1 
就職支援担当者向け「キャリア支援力向上研修」 
～学生の主体性と能動性を引き出す就職支援とは～ 

8/7（水） 

 2 問題解決型思考力向上研修 ～問題解決に必須な様々な手法とは～ 8/9（金）  

 3 
就職支援担当者向け「キャリア支援力向上研修」 
～今後、求められる外国人留学生へのキャリア支援とは？～ 

8/22（木） 

 4 
専門学校教員対象 メンタルヘルス対応力向上研修 
～「見つける目」と「つなげる手」で適切な学生対応ができる～ 

8/27（火）～8/28（水） 

※定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申込みください。 

●参加申込者プロフィール 

学 校 名  

法 人 名  

所 在 地 〒 

参加者氏名  部署･役職  

電  話  ＦＡＸ  

e-mail  
 

＊受付後上記 e-mailアドレス宛に受付確認メールをお送りします。1週間以上連絡がない場合は協会事務局までご連絡ください。 
＊参加証・請求書は参加申込者プロフィールに記載された学校名宛てにお送りします。 
＊請求書の宛名・送付先が参加申込者プロフィールと異なる場合は、必ず下記にご記入ください。  

請求書宛名＊  

請求書送付先＊ 〒 
 

※個人情報保護に関する同意について 

以下の内容にご同意の上お申込みください。お申込みをもって、ご同意いただいたものとさせていただきます。 

1. 講師と受講者に配布する受講者名簿に氏名・学校名・県名を掲載することに同意します。 

2. 受講者名簿は、「受講者相互の交流と、受講後の資質向上にむけて情報交換を促す」ことを目的に配布されることを

理解し、知りえた個人情報を第三者に提供しません。 

●研修会に必要な資料となりますので、以下のアンケートにお答えください。 
教育歴（教育に携わってからのご経歴をなるべく詳しくお書きください） 

 

 
 

この研修会に参加した動機は？（当てはまる方に○印をお付けください） 
    ・ 自分から受講を希望した   ・ 上司または管理者から薦められた 

 
この研修から何を学び取りたいですか？ 

 
 
 
 

 

●この研修に関するお問合せ／お申込先 

一般社団法人全国専門学校情報教育協会 事務局 担当：吉岡（E-mail：info_02@invite.gr.jp）  

〒164-0003  東京都中野区東中野 1-57-8 辻沢ビル 3F  電話：03-5332-5081 FAX：03-5332-5083 

mailto:info_02@invite.gr.jp

