
受講料（消費税込）・定員受講料（消費税込）・定員

お申込み方法お申込み方法

キャリアコンサルタント養成講習キャリアコンサルタント養成講習
講座申込みは講座申込みは
2022 年

（木）まで！12/15
定員になり次第締切

2022年12月開講コースは「第23回（2023年7月）国家資格
キャリアコンサルタント試験」を目指して学習をすすめます。
試験の詳細、学習のスケジュールは下記をご確認ください。

第23回（2023年7月）試験向け第23回（2023年7月）試験向け

2022年12月開講コース2022年12月開講コース

試験団体

受験申請受付期間 2023.4/12（水）～2023.4/28（金）2023.4/12（水）～2023.4/25（火）

2023.7/2（日）2023.7/2（日）

2023.8/10（木） 2023.8/10（木）※予定

2023.7/15（土）・16（日）・22（土）・23（日） 2023.7/8（土）・9（日）・15（土）・16（日）
試験日

学科・実技論述

実技面接

合格発表

★試験会場等の詳細は、お申込み前に試験団体ホームページにてご確認ください。

キャリアコンサルティング協議会
https://www.career-cc.org/

日本キャリア開発協会
https://www.jcda-careerex.org/

受講形態 定員（先着順） 一般価格 大原受講生
割引価格【3%OFF】

教室通学

Webライブ

1クラス20名

1クラス20名 285,100円294,000円

https://www.o-hara.jp/lp/1346/
2022.10/13（木）～2022.12/15（木）お申込み受付期間

お申込みURL

大原のキャリアコンサルタント養成講習は、知識編と演習編を並行して学習するので、短期間で修了可能です。
知識編では最新の試験範囲を網羅した大原オリジナルテキストを使用し、必要な知識を分かりやすくインプット
します。演習編では豊富なロールプレイングやグループワークで実践力を身につけます。

お申込みはインターネット（クレジット決済）のみとなっております。
※専門実践教育訓練給付制度をご利用になる場合は、同封のチラシ『専門実践教育
訓練給付制度のご案内』をご確認ください。

・添削問題3回を提出し、平均点60点以上を取得
・演習編に8割以上出席
・習得度確認試験にて60%以上を取得

3ヶ月で修了できる大原のカリキュラム

第23回国家資格  キャリアコンサルタント試験第23回国家資格  キャリアコンサルタント試験
※大原グループの講座（通学・通信）に初めてお申込みの方は、受講料の他に入学金6,000円（税込）が必要です。
※定員になり次第、お申込みを締め切らせていただきます。（最小催行人数6名）
※知識編はどちらの受講形態であってもWeb通信となります。

過去に大原講座（一般価格20,000円以上のものに限ります。）を受講された方（※1・2）が、新たに大原講座（割引対象コースに限りま
す。）をお申込みいただく場合に、受講料が3%OFF（※3）になります。
※1　専門課程、集中資格取得コースを除きます。複数商品の合計金額ではなく、商品単体で一般価格20,000円以上の受講が必要となりま

す。インターネット申込みの場合は、2014年4月1日以降の受講履歴（今回のお申込日とその前日の受講履歴を除きます）から割引適
用の可否を判断し、割引いたします。

※2　申込後に取消し、解約・返金をしていないこと。
※3　割引後の受講料は100円未満切り捨てとなります。
（注１） キャンペーン価格および他の割引制度・特典との併用はできません。一般価格からの割引となります。
（注2） インターネット申込みの際は大原登録番号（受講証記載の8桁の番号）のご入力をお願いいたします。
（注3） 各種割引制度・特典は、お申込み後の適用はできません。
（注4） 各種割引制度・特典の内容は、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

2023年2022年

1月 2月12月 3月 5月 6月 8月7月4月

Webライブとは？

専門実践教育訓練指定講座

試験のご案内試験のご案内

学習の流れ学習の流れ

合
格
発
表

知識編の映像は受講修了後も
学科試験当日まで視聴できます

論述・実技試験対策講習
月1回開催予定（水道橋またはWebライブ）
受講生は特典として無料でご参加いただけます

修
了
証
発
行

試
験
申
込

開講日程開講日程

受講校

■演習編

■教材発送日・【知識編】視聴開始日

曜日 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回
東京水道橋校

Webライブ

土

日

1/14

1/15

1/21

1/22

1/28

1/29

2/4

2/5

2/11

2/12

2/18

2/19

2/25

2/26

3/4

3/5

3/11

3/12

3/18

3/19

3/25

3/26

お申込日
2022.10/13～2022.12/9

2022.12/10～2022.12/13

2022.12/14～2022.12/15

教材発送日
2022.12/15

2022.12/17

2022.12/20

【知識編】視聴開始日 
2022.12/15

2022.12/17

2022.12/20

実施時間
9:00～18:30

9:00～18:30

※東京水道橋校（教室通学）にお申込みされた方は、Webライブへの振替出席が可能です。
　振替出席をされた場合も、出席としてカウントされます。ご安心ください。
※Webライブにお申込みされた方は、東京水道橋校（教室通学）への振替出席はできません。予めご了承ください。

Zoomを利用して、オンラインで講義に参加できる受講形態です。リアルタイムで双方向に
やりとりできるため、その場でインストラクターへ質問をしたり、指導を受けられます。

修了要件

大原受講生
割引について

教室通学またはWebライブ

演習編 全11回

Web通信

知識編 72時間 学
科
・
実
技
論
述
試
験

実
技
面
接
試
験
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