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2020 年度ガイダンスカウンセラー資格認定試験 

2020 年度のガイダンスカウンセラー資格認定試験は，資格認定試験Ⅰと資格認定 

試験Ⅱの２種類です。なお，構成団体資格とは，一般社団法人日本スクールカウン 

セリング推進協議会の構成団体が認定する次の資格をさします。 

 

 

 

資格認定試験Ｉ（構成団体資格を有しない方） 

 資格認定試験Ｉでは，①書類選考，②筆記試験，③実技試験を行います。資格認定試験を受験

するためには，次の３つの条件をすべて満たしている必要があります。 

  ア．大学院修士課程・専門職学位課程を修了し*¹，ガイダンスカウンセラーの業務に関連した科目

を履修し単位取得を認められた者（10 頁の「ガイダンスカウンセラーのカリキュラム表」に

示す心理学関連領域と教育学関連領域の中から，それぞれ２科目以上が必要）。*¹ 2021 年３月修

了見込み可 

  イ．ガイダンスカウンセリングに関連した業務に２年以上就いた*²者（週３日未満の非常勤職の場

合は４年以上）。*² 2021 年 3 月見込み可 

  ウ．教員免許状を有する者。ただし大学，大学院，短期大学，専修学校等でガイダンスカウンセリ

ングに関連した授業を行っている者，ガイダンスカウンセリングの実務についている者は，

これを免除する。 

 資格認定試験Ⅰの受験者は，本冊子の要項に従って出願してください。 

資格認定試験Ⅱ(構成団体資格を有する方) 

資格認定試験Ⅱでは，筆記試験，実技試験が免除されます。資格認定試験Ⅱを受験するために

は，次のＡとＢの両方の条件を満たしている必要があります。 

  Ａ．一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会の構成団体の認定する資格を有し，４

つの能力（個別対応，グループ対応，アセスメント，コーディネーション・コンサルテーシ

ョン）すべてを有する者。 

  Ｂ．下記のうちいずれかの実績を有する者。 

   1．ガイダンスカウンセリングに関した実務経験を 10 年以上有する者 

   2．学校・地域において，生徒指導，進路指導，教育相談で主導的役割を果たしている者 

   3．教育行政においてガイダンスカウンセリングに関して主導的役割を果たしている者 

   4．管理職としてガイダンスカウンセリングに関して主導的役割を果たしている者 

   5．著書・論文等でガイダンスカウンセリング分野の業績を有する者 
 

 資格認定試験Ⅱの受験者は，一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会のホームペ

ージの要項を参照して，各構成団体の案内に従って出願してください。 

 ホームページ:http//jsca.guide 

学校カウンセラー，学校心理士，キャリア・カウンセラー， 
教育カウンセラー，認定カウンセラー，臨床発達心理士 
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ガイダンスカウンセラー資格認定試験のご案内 
 

 私たち一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会（以下，推進協）では，これからの教

育現場で真に役立つスクールカウンセリングの担い手を育成することを目指して，『ガイダンスカウ

ンセラー』資格を立ち上げました。以下に述べるような志をもって進んでいます。 

これまでに約 3,800 名を超える方が資格を得ています。 2014 年度から，その志を理解され，ガイダ

ンスカウンセラーをスクールカウンセラーとして登用する県教育委員会・市教育委員会がでてきまし

た。さらに当推進協の志に賛同し参加される方々が，全国の小・中・高校で活躍されることを切に願

っています。 

 

◆ 日本のスクールカウンセリングの特殊性 

 スクールカウンセリングの考え方は，わが国と諸外国とでは著しく異なっている。これまでの日本

のスクールカウンセリングは，一般的な理解では，問題や悩みを抱えた子どもたちをサポートする一

対一の援助関係を指すものであり，その担い手は非常勤の臨床心理士を中心とするスクールカウンセ

ラーである。これに対して，欧米のスクールカウンセラーは，ガイダンスカウンセリングを通して子

どもたちの学業面，進路面，人格・社会面，心身の健康面の発達課題への取組みを促進する常勤の専

門職（ガイダンスカウンセラー）である。 

 

◆ ガイダンスカウンセリング 

 ガイダンスカウンセリングとは，生徒指導・進路指導・教育相談をすべて含む概念である。しかし

それは従来からの問題対処型の消極的生徒指導だけではなく，参加型の授業を活用した予防的･積極

的生徒指導を含んでいる。また，進学・就職に関する出口指導に偏した進路指導ではなく，キャリア

形成・人生設計を援助する開発的指導が中心となる。さらに不登校・いじめ等メンタル面のサポート

のみを守備範囲とする相談ではなく，成長過程で誰しもが出合う学業，進路，人格形成，社会性の育

成，心身の健康等の課題の解決を目指すものである。 

 欧米のスクールカウンセラーは，このガイダンスカウンセリングに関して修士以上の学位をもつ専

門家が各学校に配置され，その学校のニーズに応じた全体計画を策定し，また，参加型授業の指導内

容（ガイダンスカリキュラム）を作成して，教師その他のスタッフとチームを組んで実施する役割を

担っている。 

 わが国では，このようなガイダンスカウンセリングの役割は主として教師が伝統的に担っており，

特に生徒指導・進路指導は学級担任が学級での指導や放課後の面談等で行ってきた。ところがこの十

数年来，いじめや不登校，暴力行為などが深刻化し，学級担任一人の力では対応しきれない問題への

対応が急務となり，スクールカウンセラーや相談員を非常勤で雇用し、相談機能の一部（メンタル

面）を分担する方法で対処してきた。 

 しかしスクールカウンセラー等が対応できるのは，いじめや不登校などの問題を抱えるいわゆる

「援助ニーズ」の高い子どもが中心であり，学業や進路の悩みへの対応は，相変わらず教師が手探り

で行っているのが現状である。 
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◆ 一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会 

 そこで，このような現状を打開する方策として，援助ニーズの高い子どものみならず，すべての 

子どもの学業面，進路面，人格・社会面，心身の健康面などの発達課題に対して，問題を予防し可能

性を拓く組織的なガイダンスカウンセリングの必要性が強く説かれるようになった。 

 このような，未来のスクールカウンセリングを標榜する９つの団体が連携して「スクールカウン 

セリング推進協議会」を 2009 年５月に立ち上げ，2015 年４月には一般社団法人となった。ガイダン

スカウンセラーの裾野である 7 つの団体の構成員は 2 万人を超えている。 

 ガイダンスカウンセラーが提供する主たる職務は，①個別対応（対子ども・教師・保護者），②グ

ループ対応（ガイダンスカリキュラムの作成・展開），③アセスメント（現状分析と解決策の提案），

①コンサルテーション・コーディネーション（チーム支援・外部連携）の４つの機能に集約される。 

 ガイダンスカウンセラーは，日本の現行制度下のスクールカウンセラーとして，個別対応のみなら

ず，非行や不登校の予防，学習意欲や進路意識の向上など子どもたちの発達課題にそったグループ対

応も行い，学校のスタッフの一員となって活躍できるものと考える。 

 しかしながら，週１回を基本とする現在のスクールカウンセラーの配置形態では，諸外国の水準か

らすると不十分である。もちろん，欧米型のスクールカウンセリング（教科指導とガイダンスカウン

セリングとを分業する）は，日本の教育風土にはなじまない。学級担任を生徒指導・進路指導の中心

にしつつも，常勤の専門職（ガイダンスカウンセラー）が先の４つの機能について担任を支援し，チ

ームで子どもたちをサポートする体制を構築していくことが，真に効果的で効率的な教育につながっ

ていくものと確信するところである。 

 

◆ ガイダンスカウンセラー資格取得のすすめ 

 思うに今の学校では，教育方法についてプロフェッショナルレベルの知識と技能と態度が不可欠で

ある。教育方法のプロフェッショナルレベルとは，推進協の考えでは，ガイダンスカウンセリングの

職務を遂行できる人たちを指している。 

 その資格・養成や職務内容等の詳細については，当推進協編『ガイダンスカウンセラー人門』

（2011 年，図書文化社），『ガイダンスカウンセラー実践事例集』（2013 年，学事出版）に示すとおり

である。 

 さて，ガイダンスカウンセラーは教職員のリーダー役，世話人役（コーディネーター），相談相手

役（コンサルタント）がつとまる人材であってほしい。大学院修丁者ならすぐにつとまるわけではな

い。そこで，「ガイダンスカウンセラー資格認定試験」の実施にあたり，当推進協は次のような方々

にぜひ応募していただきたいと願っている。 

  １．子どもたちが終生にわたり「いい先生に出会えてよかった」と思ってくれるような教師にな

りたいと願っている方々。それはガイダンスカウンセリングが子どもの感情・思考・行動の

いずれかにプラスの影響を与えうる教師の知性・感性や特性を育ててくれるからである。 

  ２．「教育相談およびカウンセリングは，学校ぐるみで行うものである。相談室内の面接だけで

は不十分である」と認識しておられる行政・管理職の方々。それはガイダンスカウンセリン

グが心理療法の専門家と教育の専門家の仕事の相違を識別し，両者はそれぞれプロフェッシ

ョナルとしての役割があると考えるからである。 
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資格認定試験Ⅰ申請の案内 

1．受験資格 

受験にあたっては，次の３つの要件をすべて満たしていることが必要である。 

  ア．大学院修士課程・専門職学位課程を修了し*¹，ガイダンスカウンセラーの業務に関連した科目

を履修し単位取得を認められた者（10 頁の「ガイダンスカウンセラーのカリキュラム表」に

示す心理学関連領域と教育学関連領域の中から，それぞれ２科目以上が必要）。*¹ 2021 年３月修了

見込み可 

  イ．ガイダンスカウンセリングに関連した業務に２年以上就いた者*²（週３日未満の非常勤職の場

合は４年以上）。*² 2021 年３月見込み可 

  ウ．教員免許状を有する者。ただし大学，大学院，短期大学，専修学校等でガイダンスカウンセリ

ングに関連した授業を行っている者，ガイダンスカウンセリングの実務に就いている者は，

これを免除する。 

2．認定審査 

 ①書類審査 

  出願書類にもとづき，学歴，履修単位，職歴，実務経験等を審査し，受験資格の有無を判定する。 

 ②試験日 2020 年 10 月 11 日（日）会場：東京 ※詳細は後日通知する 

 ③試験内容 

  ［筆記試験］ 

  1）多肢選択式筆記試験：「Ⅰ 発達課題に関する心理的基盤」「Ⅱ ガイダンスカウンセリン 

    グの理論と方法」「Ⅲ 学校教育に関する理論と方法」「IV ガイダンスカウンセリングの 

    基礎」から出題する。（40 分） 

  2）論述試験：１問（40 分） 

  ［実技試験］ 

  1）模擬授業：ガイダンスカウンセラーの４領域（学業，進路，人格・社会性，心身の健康） 

    のうち１つの内容を選択して，A4 用紙１枚の指導案を事前に用意する。２人が一組になり， 

    10 分間の模擬授業と５分間の振り返りを行う。指導案等の詳細は，出願者に別途通知する。 

  2）面接実技：2 人一組になり，来談者役とカウンセラー役を交代する。その後，口述試験を行う。 

 ④出願方法 

  必要書類を揃えて書留郵便で事務局宛に郵送する。 

  《宛先》〒112-0012 東京都文京区大塚 1-4-15 アトラスタワー著荷谷 3F 

     一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会 ガイダンスカウンセラー係 

 ⑤出願期間 2020 年 9 月 1 日（火）から 10 日（木）（消印有効） 

  出願期間を過ぎた場合は，いかなる理由があっても受け付けない。 
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⑥受験料 30,000 円 

 （1）下記口座に人金すること 

     《振込み先》金融機関：りそな銀行  

           支店名：茗荷谷支店（店番 461） 

           口座番号：普通 1475222 

           口座名義：一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会 

 （2）振込受領書の写しを受験票の裏面に糊付けすること 

 （3）なお一度振り込まれた受験料の返却はしない 

 （4）振込手数料は申請者の負担とする 

⑦提出書類 

 受験の申請にあたっては，次の書類を提出する．各書類の記人法は８～９頁の記人法を参考にする

こと。 

  ア．ガイダンスカウンセラー資格認定試験Ⅰ願書 様式 20 T-1 

  イ．ガイダンスカウンセラー資格認定試験Ⅰ願書（受験票部分）様式 20 T-2 

  ウ．実務経験の自己申告書 様式 20 T-3 

  エ．単位履修申告書 様式 20 T-4 

  オ．卒業／修了証明書（最終学歴の）各学校の書式による 

  カ．単位取得証明書（最終学歴の）各学校の書式による 

 

３．登  録 

  ① 登録：合格者は，合格通知とあわせて郵送される登録申請書によって，ガイダンスカウンセラ

ーの登録を申請する。 

  ② 登録料：10,000 円。振込受領書を登録申請書に添付する。 

  ③ 年会費：２年分 10,000 円。（2021 年度，2022 年度分） 

 

4．資格更新 

  本資格に登録した者は，10 年経過する毎に資格更新の審査を経て資格更新をすることができる。

資格更新がなされない場合は，ガイダンスカウンセラーの資格を失う。資格更新の手続きは，推進

協議会ホームページ（http://jsca.guide）に掲載する「ガイダンスカウンセラー資格認定規定細則」

の定めによる。 

 

５．問合せ 

  問合せはファックスまたはメールにて受け付ける。 

   Fax : 03-3941-8116 E-mail : info＠jsca.guide 
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ガイダンスカウンセラー資格認定試験Ｉの提出書類の記入方法 

 

1．ガイダンスカウンセラー資格認定試験Ｉ願書 様式 20 T-1 

 ①名前は自筆で記人する。 

 ②定年等で現在の勤務先がない場合は，「元○○小学校教諭」のように最終の所属および

職名を記人する。 

 ③構成団体資格をお持ちの方は資格名・認定番号・取得年月あるいは加人年月を西暦で，

正確に記人する。 

 ④「教員免許状」については，「小学校教諭普通・一種」のように記人する。免許状番号・

授与年月（年号はすべて西暦で記人する）・授与権者を正確に記人する。 

 

2．ガイダンスカウンセラー資格認定試験Ｉ願書（受験票部分）様式 20 T-2 

 ①＊の欄をもれなく記人すること。 

 ②受験番号・会場の欄は，事務局で記人する。 

 ③写真（最近３ヶ月以内に撮影したもの）を２ヶ所に糊付けする。写真の裏にも名前を記

人する。 

 ④裏面に受験料振込受領書の写しを糊付けする。 

 

3．実務経験の自己申告書 様式 20 T-3 

 ①「実務経験一覧表」と「実務経験申告書」の両方を記人する。 

 ②実務経験一覧表の「教員Ａ」については，学級担任や管理職など教員としての全勤務期

間を書き出す。「勤務先・役職・担当」は，例えば，「東京都中央区立ＯＯ小学校教諭，

学級担任」，「東京都中央区立ＯＯ小学校副校長」のように具体的に記人する。 

 ③実務経験一覧表の「教員Ｂ」については，「教員Ａ」の期間内で特にガイダンスカウン

セリングの業務に関連した分掌について記人する。例えば，「東京都中央区立ＯＯ小学

校教諭，教育相談部」のように具体的に記人する。 

 ④教員以外の実務経験については，例えば，「ＯＯ県立総合教育センター教育相談チーム」

（教育委員会，教育センター等の場合）のように具体的所属と役割を明確に記述する。

複数の勤務歴のある場合は，すべて書きだす。非常勤の場合は，「非常勤，週２日」の

ように付け加える。 

 ⑤大学・短期大学・専修学校に勤務する教員は，担当する授業科目名や付属する相談所の

名前・役職を明記する。 

 ⑥電話相談員・巡回相談員等は，「その他」の欄に記人する。 

 ⑦兼任・非常勤などで，同じ年に複数の勤務経験のある場合は，ダブルカウントするので，

それぞれ書き分ける。 

 ⑧「実務経験申告書」は，ガイダンスカウンセリングの業務を遂行する熱意と資質の有無

を判定するための大切な資料なので，以下の点に留意すること。 
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勤務先・職名，期間を明記しどのような問題に対応したのか，どのようなアセスメン

トを行ったのか，どのような対応をしたのか等について，その経過を具体的に記述す

る。単に「不登校」「いじめ」「WISC-IV」などの用語だけでは不十分である。また，

記述にあたっては，個人情報の漏洩のないように配慮すること。 

 

4．単位履修申告書 様式 20 T-４ 

①大学院等で作成した「単位取得証明書」を元にして，「単位履修申告書」を作成する。 

②単位を取得した授業科目名・単位数・授業担当者名（可能ならば）を具体的に記人する。 

③領域については，10 頁の「ガイダンスカウンセラーのカリキュラム表」に基づいて，

単位を取得した授業科目が，どの領域に当てはまるか，例にならって記人する。各領域

には，代表的な授業科目名が配置されているが，個々の大学院での開設授業科目名と 

ズレがあるので，近い領域をあてはめること。 
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ガイダンスカウンセラーのカリキュラム表 

領域 分野 科目名（例） 内     容    （例） 

心 

理 

学 

関 

連 

領 

域 

Ｉ 

発
達
課
題
に
関
す
る 

 
 

 
 

 

心
理
的
基
盤 

１ 発達心理学 発達課題 言語・認知の発達 人格・社会性の発達 発達の遅れ・障害 

２ 教育心理学 授業と学習理論 学習意欲と動機づけ 学級集団の心理 教育評価 

３ キヤリア心理学 キヤリア発達 キヤリアデザイン 
キヤリアの内容 

(キヤリア理論①) 

キヤリアの過程 

(キヤリア理論②) 

４ 問題行動の心理学 
反社会的行動 

－いじめや校内暴力 

非社会的行動 

―不登校 
神経症的行動 習癖的行動 

Ⅱ
 

ガ
イ
ダ
ン
ス
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
理
論
と
方
法 

５ カウンセリング理論 精神分析理論 自己理論 行動療法理論 認知行動療法理論 

６ カウンセリングスキル 個別面接 行動カウンセリング 論理療法 ブリーフセラピー 

７ グループアプローチ 
構成的グループエンカウ

ンター 

教師のサポートグルー

プ 
ロールプレイング サイコドラマ 

８ 
サイコエジュケー 

      ション 
ソーシヤルスキル教育 

ショートレクチヤー 

(こころの教育） 

アサーション 

トレーニング 
予防的カウンセリング 

９ キャリアガイダンス 
キャリアガイダンスの 

歴史 

キャリアガイダンスの 

活動 
個別の指導プログラム 集団の指導プログラム 

10 
心理教育的 

   アセスメント 
心理テストの原理と実際 

心理・性格面のアセス

メント（子どものアセ

スメント①） 

学習・知能面のアセス

メント（子どものアセ

スメント②） 

学級・学校のアセスメ

ント（集団・環境のア

セスメント） 

11 コンサルテーション 
担任教師へのコンサルテ

ーション 

保護者へのコンサルテ

ーション 

学校管理者へのコンサ

ルテーション 

医療・福祉機関等への 

コンサルテーション 

12 システムづくり 
特定の子どもに対する 

チーム援助 

学校レベルでの 

コーデイネーシヨン 

址域レベルでの 

コーデイネーシヨン 

学校における援助サー

ビスのマネジメント 

13 ソーシャルワーク ソーシャルワークの原理 社会的資源・福祉情報 家族関係論 
カウンセリングとソー

シャルワークの異同 

教 

育 

学 

関 

連 

領 

域 

Ⅲ
 

学
校
教
育
に
関
す
る
理
論
と
方
策 

14 ガイダンス ガイダンス概論 学業・進路 人格・社会性 心身の健康 

15 特別支援教育 
特別支援教育概論 

(歴史を含む) 
障害の理解と支援 

個別の指導計画や 

教育支援計画 

通常の学級での特別 

支援（集団内での対応） 

16 
学級・ホームルーム 

経営 
教師と児童生徒との関係 学級の活動 

生徒指導・教育相談・ 

進路指導・キャリア教育 
保護者との連携 

17 
学校経営（組織化，計

画・運営） 
学校の管理と運営 リーダーシップ 

危機管理・クライシス 

カウンセリング 
学校評価 

18 授業改善 分かる授業(学習指導案) 対話のある授業 
教材・教具の活用 

(ICT等) 
授業評価 

Ⅳ
 

ガ
イ
ダ
ン
ス
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
基
礎 

19 カウンセリング心理学 
カウンセリング心理学概

論(臨床心理学との相違) 

カウンセリング心理学 

の歴史 
カウンセラーの役割 

カウンセラーに必要な 

基本的態度とスキル 

20 学校心理学 
学校心理学概論 

(臨床心理学との相違） 

学校の援助サービスの

種類 
教師・保護者への援助 

学校での援助のシステ

ム 

21 思想・哲学 
自然主義  

(ナチュラリズム) 
プラグマティズム 実存主義 論理実証主義 

22 法と倫理 教育基本法 
学校教育法（施行規則を

含む） 

地方教育行政の組織 

及び運営に関する法律 
職業倫理 

23 社会・文化論 
パーソナリティの 

文化論 
学校や教育の社会学 家族論 児童文化 
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一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会について 

 

●設立 

2015 年４月１日（前身であるスクールカウンセリング推進協議会の設立は 2009 年５月 25 日） 

 

●目的 

子どもたちが発達課題に取り組み，成長することを援助するスクールカウンセリングを有効に機

能させる学校体制のあり方について検討し提言を行うとともにスクールカウンセリングを担う諸

資格の交流を促進するほか，スクールカウンセリングに関する「ガイダンスカウンセラー」の資

格を認定し，スクールカウンセリングの学校教育への普及定着をはかる。 

 

●事業 

(1) スクールカウンセリングの有効な適用の検討及びそれに基づく活動 

(2) スクールカウンセリングを担う諸資格の交流の促進 

（3）ガイダンスカウンセラーの資格の認定 

（4）ガイダンスカウンセラーの養成と普及 

（5）シンポジウム・研修会等の開催 

(6) 研究支援事業 

（7）その他，この法人の目的を達成するために必要と認める事業 

 

●構成７団体一覧 

一般社団法人日本学校教育相談学会（会長：栗原慎二･広島大学大学院教育学研究科附属教育実践

総合センター教授） 

日本学校心理士会（会長：山谷敬三郎・北翔大学学長） 

日本キャリア教育学会（会長：下村英雄・労働政策研究･研修機構キャリア支援部門主任研究員） 

NPO 法人日本教育カウンセラー協会（会長：河野義章・東京学芸大学名誉教授） 

日本教育カウンセリング学会（理事長：河村茂雄・早稲田大学教育・総合科学学術院教授） 

一般社団法人日本カウンセリング学会（理事長：田上不二夫・東京福祉大学教授） 

臨床発達心理士認定運営機構日本臨床発達心理士会（幹事長：黒田美保・帝京大学教授） 

 

●構成団体認定６資格 

学校カウンセラー（一般社団法人日本学校教育相談学会） 

学校心理士（一般社団法人学校心理士認定運営機構） 

キャリア・カウンセラー（日本キャリア教育学会） 

教育カウンセラー（ＮＰＯ法人日本教育カウンセラー協会） 

認定カウンセラー（一般社団法人日本カウンセリング学会） 

臨床発達心理士（一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構） 
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