Updated CCE Accreditation
更新された CCE 認定
Continuing Coach Education (CCE) is intended for education organizations and institutions
who are interested in having their education and training program accredited by the
International Coaching Federation (ICF). CCE is considered supplemental and continuing
education for those wishing to acquire new learning, professional development and/or those
who are renewing their ICF Credential.
CCE（Continuing Coach Education）は、国際コーチング連盟（ICF）による教育・研修プ
ログラムの認定に関心のある教育機関・組織を対象としています。CCE は、新しい学習や
専門的な開発を希望する人や、ICF 資格の更新を希望する人のための補助的な継続教育と考
えられています。
Continuing Coach Education (CCE) units are earned upon completing Continuing Coach
Education. CCE units are awarded in two categories:
継続コーチ専門教育を修了すると、継続コーチ専門教育（CCE）単位が得られます。CCE
単位は 2 つのカテゴリーに分かれています。
Core Competencies: Supplemental and continuing coach education that directly relates to or
expands upon the ICF Core Competencies
コア・コンピテンシー：ICF コア・コンピテンシーに直接関連する、またはそれを発展させ
た補足的・継続コーチ専門教育。
Resource Development: Education in skills that contribute to a coach’s professional
development (e.g., personal development, coaching tools or assessments, business building,
or other material that falls outside the ICF Core Competencies)
リソース・ディベロップメント：コーチの専門的な開発に貢献するスキルの教育（例：個
人的な開発、コーチングツールや評価、ビジネス構築、または ICF コア・コンピテンシー
以外に該当するその他の資料）
。
If you are delivering educational content that is considered core, foundational or initial
coach-specific education, you are not eligible for the CCE Accreditation Process and will
need to apply for a Level 1 or Level 2 Accreditation.
基礎的なまたは初期のコーチに特有な教育とみなされる教育コンテンツを提供している場
合は、CCE 認定プロセスの対象外となりますので、レベル 1 またはレベル 2 認定を申請す
る必要があります。

Review Level 1 Accreditation
レベル 1 認定について
Review Level 2 Accreditation
レベル 2 認定について
Because CCE accreditations are designed for supplemental and continuing education for
those wishing to acquire new learning and professional development, no singular program
may exceed 40 clock hours. However, multiple segments of 40 hours may be linked as a
progressive continuing education development path.
CCE の認定は、新たな学習や専門的能力の開発を希望する人のための補完的・継続的な教
育を目的としているため、1 つのプログラムが 40 時間を超えることはできません。ただし、
40 時間の複数のセグメントを連結して、段階的な継続コーチ専門教育の開発パスとするこ
とは可能です。
If you are delivering educational content that only qualifies as Resource Development CCE
(education in personal development, coaching assessments or tools, business building, or
other material that falls outside of the ICF Core Competencies), you are not eligible for the
CCE Accreditation Process. You will not be granted the same privileges as an officially
accredited CCE provider (i.e. permission to use CCE logo and a listing on ICF Education
Search Service.)
リソース・ディベロップメント CCE としての資格のみの教育コンテンツ（自己啓発、コー
チング評価やツール、ビジネス構築、その他 ICF コア・コンピテンシー以外の教材）を配
信している場合は、CCE 認定プロセスを受けることはできません。正式に認定された CCE
プロバイダーと同等の権限は与えられません (CCE ロゴの使用許可や ICF Education
Search Service への掲載など)。
You may award RD CCE units via your own certificate, letter or email on letterhead with
participant name, name of the event/class, date, and number of hours completed.
リソース・ディベロップメント CCE 単位は、参加者の名前、イベント/クラスの名前、日
付、完了した時間数を記載したレターヘッドを使用した独自の証明書、手紙、または電子
メールによって授与することができます。
Review ICF Core Competencies
ICF コア・コンピテンシーのレビュー

CCE accreditation application fees are non-refundable and do not guarantee accreditation
approval. CCE accreditation is valid for one calendar year.
CCE 認定申請料は返金不可で、認定の承認を保証するものではありません。CCE 認定の有
効期間は 1 年です。
Updated CCE Submission Information
更新された CCE 申請情報
Applications under the updated CCE Accreditation requirements will be available January
10, 2022, at 12:00 Noon EST (New York). Applications submitted via email will not be
accepted. If you would like to submit a CCE Accreditation application under the current
standards and requirements, please visit the Legacy Accreditations page.
更新された CCE 認定要件に基づく申請書は、2022 年 1 月 10 日正午（米国東部時間）12:00
（ニューヨーク）に公開されます。電子メールで提出された申請書は受け付けられません。
現 行 の 基 準 と 要 件 に 基 づ く CCE 認 定 申 請 書 の 提 出 を ご 希 望 の 場 合 は 、 Legacy
Accreditations のページをご覧ください。
Legacy Accreditations
レガシー認定
Updated Application Requirements
更新された申請要件
Organization Information
組織情報
Organization Details: Name of organization, mailing address, website, and telephone
number.
組織の詳細。組織名、郵送先住所、ウェブサイト、電話番号。
Organization Description: Brief description of the organization that is delivering the
education and training program. Keep in mind this information will be used for ICF review
and will also be posted to the Education Search Service (ESS) for prospective participants.
組織の説明：教育や研修プログラムを提供している組織の簡単な説明。この情報は ICF の
審査のために使用され、参加希望者のために教育検索サービス（ESS）にも掲載されること

に留意してください。
Contact Information: Contact information for the ICF application contact. This person, and
only this person, will be contacted by ICF regarding the application process. This person
agrees to ensure that the organization adheres to all CCE Accreditation criteria, ICF
Coaching Education Accreditation Code of Conduct, and the ICF Code of Ethics.
連絡先情報：ICF 申請担当者の連絡先情報。この担当者は、申請プロセスに関して ICF か
ら連絡を受けることになり、この担当者のみが連絡を受けます。この担当者は、組織がす
べての CCE 認定基準、ICF コーチング教育認定行動規範、ICF 倫理綱領を遵守することに
同意します。
Program Description and Delivery Method
プログラムの内容と提供方法
Please provide a brief description of the program being offered and the delivery method in
which they are offered. You may choose one of the following options:
提供されるプログラムの簡単な説明と、提供方法を記入してください。以下のいずれかを
選択してください。
Synchronous Learning (SL) refers to a learning environment allowing synchronous
(real-time) interactions between faculty and participants. This may include time spent in
direct instruction, real-time discussions, observation and feedback or practice coaching
sessions, and mentoring participants. SL CCE may be delivered live via lecture, telephone
conference, or webinar.
同期学習（SL）とは、教員と参加者が同期的（リアルタイム）に交流できる学習環境のこ
とです。これには、直接指導、リアルタイムのディスカッション、観察とフィードバック
または実践コーチングセッション、参加者の指導などに費やす時間が含まれます。SL CCE
は、講義、電話会議、ウェビナーなどで行われます。

Asynchronous Learning (AL) refers to a learning environment outside of real-time
interaction between faculty and participants. These may include outside reading, writing,
research, journaling, and various other activities that may occur outside of the synchronous
setting. For the first time in ICF history, CCE education and training programs that offer
100% of their program in AL, will be qualified to submit a CCE application.
非同期学習（AL）とは、教員と受講者がリアルタイムでやりとりする以外の学習環境を指

します。これには、外での読書、執筆、研究、ジャーナリング、その他の様々な活動が含
まれ、同期的な環境の外で行われることがあります。ICF の歴史上初めて、プログラムの
100％を AL で提供する CCE 教育・研修プログラムが、CCE 申請書の提出資格を得ること
になりました。
Verification of Learning
学習の検証
The ICF will require a robust verification of Asynchronous Learning (AL); proof of a
verification model must be demonstrated within the CCE application. Examples of
Verification of Learning include, but are not limited to:
ICF は、非同期学習（AL）をしっかりと検証することを要求します。検証モデルの証明は、
CCE 申請書の中で示されなければなりません。検証モデルの証明は、CCE 申請書の中で示
されなければならない。学習の検証の例としては、以下のものがあります。

Triad/Fishbowl- Participant will demonstrate technique presented in AL (practice with
instructor present)
トライアド/フィッシュボール - 参加者が AL で提示された技術を実演する（インストラク
ターが同席している状態で練習する）。
Testing- Participant will complete a written exam in which AL is verified in some capacity by
instructor/organization. An example of the test must be available and uploaded in the
application
試験 - 参加者は、インストラクター／組織によって AL が何らかの形で検証される筆記試
験を受ける。テストの例を用意し、アプリケーションにアップロードする必要があります。
Journaling or Paper- Participant will create a piece of work that summarizes/expands upon
AL, which will be submitted to instructor(s) for approval. Criteria for acceptable submission
must be outlined for ICF Accreditation Coordinator
ジャーナリングまたは論文 - 参加者は、AL を要約/発展させた作品を作成し、講師に提出
して承認を得ます。提出を許可するための基準を ICF 認定コーディネーターに説明する必
要があります。
Other- CCE applicants will be given an opportunity to create and outline a verification
model that ensures demonstrated learning of the AL material within the application

A documented demonstration of learning is required
Validity of these methods will be decided on a case-by-case basis; acceptance of the model is
at the Accreditation Coordinator’s discretion
その他 - CCE 申請者は、アプリケーション内の AL 資料の学習を証明する検証モデルを
作成し、その概要を説明する機会が与えられます。
学習したことを文書で証明することが求められます。
これらの方法の妥当性はケースバイケースで決定され、モデルの受け入れは認定コーディ
ネーターの判断によります。
Required Details
必要事項
Please provide the following details:
以下の詳細を記入してください。
Language(s) in which your education program is delivered
教育プログラムが提供されている言語(s)
Target audience for your organization
組織の対象者
Learning objectives (i.e., what participants will learn from your education program)
学習目的（参加者が教育プログラムから何を学ぶかなど）
Requirement’s participants must meet to receive a certificate of completion
参加者が修了証を受け取るために満たすべき要件
How participant attendance is monitored
参加者の出席状況を確認する方法
Location(s) and date(s) the education and training will be delivered
教育・研修を実施する場所と日時
Course Materials
コース資料

Course materials must be uploaded with the CCE Accreditation Application. Please submit
at least one of the following:
コース資料は、CCE 認定申請書とともにアップロードする必要があります。以下のうち少
なくとも 1 つを提出してください。
Course materials (participant or instructor’s manual, handouts, PowerPoints, or any other
materials for your course)
コース資料（参加者または講師用のマニュアル、配布資料、パワーポイント、その他コー
スのためのあらゆる資料）
Promotional materials (fliers, brochures, or any other marketing pieces for your course)
プロモーション資料（チラシ、パンフレットなど、コースのマーケティング資料）
Course

materials

may

be

submitted

in

the

following

file

formats: .pdf, .doc, .docx, .xls, .csv, .txt, .rtf, .html, .zip, .mp3, .wma, .mpg, .flv, .avi, .jpg, .jpe
g, .png, .gif, .xlsx.
コ ー ス 資 料 は 、 以 下 の フ ァ イ ル 形 式 で 提 出 で き ま
す。.pdf、.doc、.docx、.xls、.csv、.txt、.rtf、.html、.zip、.mp3、.wma、.mpg、.flv、.avi
、.jpg、.jpeg、.png、.gif、.xlsx。
Required Consent
必要な同意書
Detailed statements of agreement, compliance and limitation, duty to notify and payment
agreements are included in the sample application and online CCE accreditation application.
Applicants must consent to these agreements as part of the application process.
同意書、遵守事項及び制限事項、通知義務、支払同意書の詳細は、サンプル申請書及びオ
ンライン CCE 認定申請書に含まれています。申請者は、申請手続きの一環として、これら
の契約に同意する必要があります。
Application Fees
申請料金
1-3 Contact Hours
$150 USD review fee
1～3 時間

150US ドルのレビュー料
4-10 Contact Hours
$300 USD review fee
4～10 時間
300US ドルのレビュー料
11-20 Contact Hours
$500 USD review fee
11～20 時間
500US ドルのレビュー料
21-30 Contact Hours
$750 USD review fee
21～30 時間
7500US ドルのレビュー料
31-40 Contact Hours
$1,000 USD review fee
31～40 時間
1,000US ドルのレビュー料

