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報 告 事 項 

【学会活動報告】  

1. 2014年 11月～2015年 9月での主な活動（会長 三村隆男） 

・研究大会・研究セミナーの開催： 

第 36 回研究大会（大会実行委員長 島袋恒男、2014 年 11 月 22 日（土）・23 日（日）、琉球大学千原キ

ャンパス） 

第 33回研究セミナー（実行委員長 五十嵐敦、2015 年 6月 20 日（土）、コラッセふくしま） 

・学会誌、ニューズレターの発行： 

『キャリア教育研究』第 33 巻第 2号（2014年 3月 31 日発行） 

ニューズレター第 79号（2015 年 3月 31日）、第 80号（同 6月 4 日） 

・キャリア・カウンセラー資格認定  

 

2. 会員の状況（事務局長 京免徹雄）  

2014年度の定期総会（2014年11月22日）より2015年度第1回理事会（2015年8月23日）までに130名の

新会員が承認され入会した。退会者は96名、物故者1名である（入退会とも資料1参照）。これより8月23日時

点で1075名（一般会員990名、一般(学生)会員85名）、名誉会長1名、名誉会員4名、賛助会員11団体となった。 

＊総会成立要件については、2015 年度第１回理事会（2015 年 8 月 23 日）において承認を受けた一般会

員数 1075 名を適用する。 

 

3. 会議の開催等（事務局長 京免徹雄） 

・会議の開催 

2014 年度第 2回常任理事会 2014年 12月 27日（土） 国際文献社 江戸川橋会議室 

2014 年度第 3回理事会   2015年 3月 21 日（土） 国際文献社 高田馬場会議室 

2015 年度第 1回常任理事会 2015年 5月 24 日（日） 国際文献社 江戸川橋会議室 

2015 年度第 1回理事会   2015年 8月 23 日（日） 国際文献社 高田馬場会議室 

2015 年度第 2回理事会   2015年 9月 19 日(土)  つくば国際会議場 

・会議等への参加（役員・委員の出張） 

日本心理学諸学会連合 理事会：2014年 12月 21日(土) （本間理事） 

教育関連学会連絡協議会：2015 年 3月 14日(土) （会長） 

日本進路指導協会会長表彰者選考委員会：2015年 6月 16日（火）（海藤理事） 

第 64回進路指導研究協議全国大会：2015年 7月 23日(木)（会長） 

日本進路指導協会代表者会議：2015年 9月 29 日(火)（副会長）（予定） 

 

・後援名義使用承諾 

日本産業カウンセリング学会第 20 回大会（2015年 9月 4日～5 日開催） 

国際セミナー『高等教育複線化と国家学位資格枠組みの国際的展開』 

 （九州大学 第三段階教育研究センター 2015年 9 月 16日～17 日開催） 

自力進学フェア 2015・自力進学研究会（ライセンスアカデミー 2015 年 10 月～順次開催） 

第 40回関東甲信越地区中学校進路指導研究協議会栃木大会（2015年 11月 13日開催） 

ユース・エンタプライズ トレードフェア 2015 

（NPOアントレプレナーシップ開発センター 2015 年 11月 29日開催） 

第 7回日本語大賞（特定非営利活動法人 日本語検定委員会 2015年 2 月上旬発表） 
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【委員会報告】 

１．学会誌編集委員会報告（委員長 若松養亮）   

（１）学会誌編集状況 

①『キャリア教育研究』第 34 巻 1 号の発行 

『キャリア教育研究』第 34 巻 1 号を 2015 年 9 月 30 日付で発行予定。研究論文については原著論文 1 

編、資料論文 1 編、実践研究論文 1 編の計 3 編、他に研究セミナー報告を掲載 

 

②論文の投稿・審査状況 

・2013 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日の新規投稿論文受稿数 12 編 

・2014 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日の新規投稿論文受稿数 13 編 

・2015 年 1 月 1 日～ 8 月 25 日の新規投稿論文受稿数 10 編 

・2015 年 8 月 25 日時点での論文審査状況は、以下の通り 

採択済み 3 編（第 34 巻 1 号に掲載） 

審査中 10 編（新規投稿 5 編、再審査論文は前回に修正採択 2、再審査 3） 

投稿者修正中 3 編（前回はいずれも再審査） 

 

（２）編集近況 

本年の投稿状況は例年より出足が遅かったものの、8 ヶ月で 10 本と多くの新規投稿が寄せられており、

皆様の積極的なご投稿に感謝申し上げます。編集作業のなかで課題として以下の点を認識しています。 

①投稿論文と重なる内容を著者がインターネットその他に投稿・掲載する場合のルール作り 

②投稿される論文の水準を底上げするための会員への啓蒙活動 

 

２．研究推進委員会（委員長 浦上昌則） 

Ⅰ．報告事項 

 研究推進委員会では以下のような検討を行い、それにそった企画を策定、実施の予定である。 

 

１．2015年度および 2016年度の研究推進委員会の活動方針 

 本委員会における検討の結果、キャリア研究の長期的発展に向けては、実践者と研究者、実践者と研究、

実践と研究者といった各側面での乖離が課題としてあることを確認し、それゆえ実践と研究をつなぐような

企画を中心に行っていくこととした。そして、①研究成果を実践の場（実践者）に還元することを目指す企

画、②研究ができる実践者を育成することを目指す企画、③共同研究を念頭に研究者と実践者が出合う場の

創出、といった内容を中心に計画を進めることとした。なお、各回は啓蒙的なものではなく、対象者や内容

を限定することでより実践的な内容を目指す。 

 

２．2015年度企画 

 １．第 64回進路指導研究協議全国大会全体研究協議における対談企画 

日時 2015年 7月 24日 

 場所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

 内容 タイトル：日本と韓国におけるキャリア教育・進路教育 

   対談者：Kim, Hyuncheol 氏 ：韓国国務総理室（National Youth Policy Institute）シニアフェロー 

藤  田  晃 之  氏 ：筑波大学教授、前・文部科学省教科調査官、日本キャリア教育学会理事 

企画・コーディネーター  

三 村 隆 男 ：早稲田大学教授、日本キャリア教育学会会長 
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  備考 本企画は IAEVG国際大会開催準備委員会との共同企画によって開催された。 

 

３．研究推進委員会企画（案）  

 日時 2016年 3 月末ごろを予定 

 場所 未定 

 テーマ：『キャリア教育の影響を数量的に把握する』（仮題） 

現場で行われているキャリア教育の影響を、数量的に把握するための基本となる考え方および留意

点についての理解を深めることを目的とする。内容には研究を行うための初歩的知識も含まれてい

る。今回は一例として広く行われている職場体験に着目し、その影響を数量的に把握したいと考え

ている教員を対象とする。知識の伝達に留まることなく、ディスカッションなどを通して見識を深

めていく。 

 

Ⅱ．検討事項    なし 

 

３．情報委員会報告（委員長 高綱睦美）   

（１）本年度の活動 

・ニューズレターの発行（第 79号，80 号の発行，81号(発行予定)） 

・メールニューズの配信（第 1号，特別号，第２号の配信，第３号（配信予定)） 

  

（２）次年度に向けての検討事項 

・ニューズレター廃止に向けた検討 (学会誌に掲載するなど別の形での発行を検討) 

・メールニューズ配信の頻度や内容についての検討 

・その他各種情報提供に関する方法や内容の検討 

  

４．キャリア・カウンセラー資格認定委員会報告（委員長 本間啓二） 

【報告事項】 

①2015 年度年間活動報告（予定含む：2014.11.23大会以降） 

１． キャリア・カウンセラー養成研修講座 

（１）2015年度第 1回キャリア・カウンセラー養成研修講座 

開催日時：2015年 6月 20日（土）9時 15 分～12時 30 分 

会場：コラッセふくしま 4F 会議室 401（第 33回研究セミナー会場） 

講師・内容： 

c分野 本間啓二先生（日本体育大学教授） 

「大学におけるキャリア教育の現状と課題」 

a 分野 渡部昌平先生（秋田県立大学准教授） 

「社会構成主義キャリア・カウンセリングで「未来を構築する」」 

 受講者数:36名 

 

（２）2015 年度第 2回キャリア・カウンセラー養成研修講座 

 開催日時：2015 年 9月 18 日（金）～21日（月） 

会場：つくば国際会議場（第 37回研究大会/IAEVG国際キャリア教育学会会場） 

講師・内容： 

a 分野 藤田晃之先生（筑波大学） 

 「日本におけるキャリア教育推進施策の 15 年の軌跡と今後の課題－「接続答申」 
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 「東日本大震災」「キャリア教育答申」に焦点を当てて－ 

b 分野 ナンシー・アーサー先生（カルガリー大学） 

「クライエントの社会的背景や文化に配慮したキャリアカウンセリングと社会正義」 

b 分野 ブライアン・ディック先生（コロラド州立大） 

「キャリア発達における天職・スピリチュアリティ・宗教」 

c分野 ベルンハルト・イェンスケ先生（全独ガイダンスフォーラム） 

「IAEVGの 歴史とキャリアガイダンスの目覚ましい発展に関する考察」 

c分野 小杉礼子先生（労働政策研究・研修機構） 

「ロスジェネ世代と就業支援：ニート・フリーター問題を中心に」 

 

２． キャリア・カウンセラー養成研修基礎講座 

（１）2014年度第 2回キャリア・カウンセラー養成研修基礎講座 

開催日時：2015 年 2 月 28 日（土）3 月 1 日（日） 

会場：大阪大学中之島センター 

講師・内容： 

ａ分野 川﨑友嗣先生（関西大学） 

「キャリア教育とキャリア・カウンセリングの理論」 

ｂ分野 中條敦仁先生（皇學館大学） 

「キャリア・カウンセリングのスキル」 

ｃ分野 伊藤彰茂先生 

「労働と職業世界の理解 Ⅰ・Ⅱ」 

修了試験（筆記試験）90 分 

 

（２）2015年度第 1回キャリア・カウンセラー養成研修基礎講座 

開催日時：2015年 8月 29日（土）30 日（日） 

会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

講座内容： 

ａ分野 木村周先生 

「キャリア・ガイダンスとカウンセリングの理論」 

ｂ分野 本間啓二先生（日本体育大学） 

「若年者のキャリア形成支援に向けた職業レディネステト理論・構造と活用」 

「アセスメント･カウンセリング、キャリアガイダンスツールとしての VRT カードの活用」 

ｃ分野 萩原信一先生（日本進路指導協会） 

「中学･高等校における進路指導の実態」「中学･高等校における進路指導の課題解決」 

筆記試験（60分） 

 

（３）2015年度第 2回キャリア・カウンセラー養成研修基礎講座 

開催日時：2015年 10月 17 日（土）、18 日（日） 

会場：名城大学名駅サテライト校 

講座内容： 

ａ分野 坂柳恒夫先生（愛知教育大学） 

「キャリア理論」 

ｂ分野 三川俊樹先生（追手門学院大学） 

「キャリア発達を促すキャリア・カウンセリング」 

ｃ分野 伊藤正秀先生（浜松学院大学） 
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「就労困難者のキャリア支援－実践と課題」 

筆記試験（60分） 

 

３．委員会関連 

第 1回（拡大）資格認定委員会  2015 年 4月 26日 

第 2回資格認定委員会   2015 年 8月 23日 

第 3回資格認定委員会   2015 年 9月 19日 

第 4回資格認定委員会   2015 年 3月下旬 

   ※資格認定委員会事務局打合せ  2015 年 8月 15日 

   ※資格認定委員会事務局資料整理・確認 2015 年 8月 16日 

 

②2015年度資格認定状況報告 

 認定日：8月 23日（2015 年度第 2 回理事会） 新規 4名 更新 7名 

     9月 19日（2015 年度第 3 回理事会）      更新 1名（予定） 

 ※該当者資料は閲覧・回収 

 

③2016年度年間活動予定および修正予算 

（１）キャリア・カウンセラー養成研修講座 

  第 1回 

   2016年度研究大会と同日同会場にて実施予定 

   会場：札幌大谷大学 

   準備委員会委員長：和田 佳子会員 

   準備委員会事務局長：岡部敦会員 

   日程： 10月 15・16日を予定 

 

  第 2回 

  2016年度研究セミナーと同日同会場にて実施予定 

   関東研究地区部会が中心になって開催する 

   日程：6月 18日（帝京大学 横山先生） 

   会場：帝京大学板橋キャンパスを予定 

 

（２）キャリア・カウンセラー養成研修基礎講座 

  年 1回開催は確定。場所は未定。 

  ※参考（過去の開催場所と受講者数） 

   2015東京 6 名  愛知（未定） 

 2014東京 16 名 大阪 35名（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ講座 22 名） 

 2013大阪 16 名 愛知 20名 

 2012愛知 20 名(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ講座 9名) 

 2011大阪 39 名(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ講座 10名) 

 2010東京 19 名 

 2009愛知 35 名 

 

（３）キャリア・カウンセラーアドバンス講座の開講に関して 

  当該講座は隔年開講で 2015 年度は開講しなかったため、2016年度は開講時期であるが、  

  その必要性について当委員会で 2015 年度中に検討する。 
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５．倫理委員会（委員長 古川雅文） 

【報告事項】 

 昨今、研究やカウンセリングに関わる研究者、教育者、実践者等の倫理的問題として、研究不正行為、各

種のハラスメントが取り上げられ、他の学会でも倫理規程や対応組織の整備が進んでいる。本学会には倫理

綱領があるが、具体的内容の規定や、倫理的問題が発生したときの対処について、本委員会で引き続き検討

している。今年度は、これまでに 8月に 1回、倫理委員会を開催した。 

 

６．IAEVG国際大会開催準備委員会（委員長 三村隆男） 

【報告事項】 

 委員は、三村隆男、川﨑友嗣、下村英雄、京免徹雄、藤田晃之、中村修、岡部敦、安達智子、番田清美、

吉岡芽薫美会員で構成され、国際大会の運営を委託している株式会社 ICSコンベンションデザインの担当の

方にも委員会に出席していただき、準備を進めていった。会議はほぼ月に 1 回のペースで開催され、2015

年 8月 14日には第 23回となった。 

 １．国際大会の実際 

 （１）規模（参加者、発表者、参加国数） 

    

 （２）IAEVGとの関係 

   日本キャリア教育学会は IAEVGの団体会員として過去登録を行っていた。今後、登録を検討したい。 

 

 ２．予算 

    

 ３．ARACD （Asian Regional Association for Career Development）と日本キャリア教育学会との今後

の関係 

     

 ４．その他 

・第 64 回進路指導研究協議全国大会全体研究協議における対談企画（研究推進委員会の項参照） 
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【研究大会・研究セミナー報告】 

1．第 36回研究大会報告（大会実行委員長 島袋恒男） 

2014 年 11月 22日（土）・23 日（日）、琉球大学千原キャンパスにて開催 

テーマ：キャリア教育の過去・現状・未来 

ニューズレター79号、学会誌 33巻第 2号に報告を掲載済み 
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2．第 33回研究セミナー報告（セミナー実行委員長 五十嵐敦） 

2015 年 6月 20日（土）、コラッセふくしまにて開催 

テーマ：異領域からキャリア教育を考える 

参加者：49 名  

ニューズレター81号（9 月末日付発行）、学会誌 34巻 1 号(9 月末付発行)にて報告を掲載予定。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※参加 49名 

（参加費徴収 40人×2,000円） 

 

 

【支出】  

費目 金額 

会場費 31,736 

印刷費（チラシ・掲示） 53,920 

講師謝金等 100,000 

用紙・文具代（資料等） 4,310 

事務通信費・雑費 2,034 

バイト代 28,000 

学会への返納 30,000 

合計 250,000 

【収入】  

費目 金額 

参加費 80,000 

学会補助 100,000 

福島大学からの補助 70,000 

合計 250,000 



日本キャリア教育学会 2015 年度定期総会資料 

- 9 - 

【地区部会活動】 

1．北海道・東北地区部会活動 

(１) 2015年 3 月 7日（土）研究会および総会（福島市；NBFユニックスビル会議室） 

『大学生の社会性発達を踏まえたキャリア教育について―道徳教育を包含する考え方の提案―』 

    講師；小倉泰憲（山形大学理学部） 

 

(２) 2015年 6 月 20 日（土）研究会（福島市；コラッセふくしま会議室） 

 兼；第 33回研究セミナー 

  『異領域からキャリア教育を考える』 

 基調講演「睡眠の科学―生活現象への科学的アプローチとは何か―」 

講師；福田一彦（江戸川大学） 

 話題提供「若者のキャリア形成と生活リズム－睡眠リズムと学校・職場適応の問題－」 

     講師；浅岡章一（江戸川大学） 

 

2．関東地区部会活動 

（１）2014 年度 日本キャリア教育学会関東地区部会活動報告 

◆2014年 6月 14日（土） 日本体育大学 13時 30分～17時 30 分 

日本キャリア教育学会関東地区部会 総会及び第１回キャリア教育研修会 

研修１ 「昭和大学病院における院内学級の取り組み」 

       講師  副島賢和弘 氏（昭和大学保健医療学部准教授） 

研修２ 「東洋大学における障がい学生支援について」 

      講師  柴田可奈恵 氏 

（東洋大学学生部学生生活課 課長補佐バリアフリー推進室） 

総 会  

 

◆２０１４年 10月 11日（土） 日本体育大学 10時 30分～17 時 00 分 

日本キャリア教育学会関東地区部会 研究大会 

＜午前の部＞  

講 演 「幸せな人生は人の役に立つこと」～知的障害者に導かれた企業経営から～ 

講 師  大山泰弘 氏（日本理化学工業株式会社 会長） 

＜午後の部＞   

シンポジウム 「障がい者支援の取り組み」  

(1)「大学における障がい学生支援」 柴田可奈恵（東洋大学 バリアフリー推進室） 

(2)「福祉･教育機関等との連携による障がい者の就労支援」    

八戸和子 （東京労働局職業安定部職業対策課） 

(3)「企業における障がい者の採用から職場定着までの取り組み」 

               湯田正樹（株式会社キユーピーあい（特例子会社）元社長） 

               コーディネーター  大泉多美子（臨床心理士） 

研修会 演 習 「VRT カードの開発と実践」 

室山晴美（独立行政法人 労働政策研究・研修機構 主任研究員） 

閉会式・交流会 

 

◆２０１５年 1月 24 日（土） 早稲田大学(大隈記念タワー）午後１時～４時 
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関東地区部会 キャリア教育研修会 

（受付開始:12:30)  早稲田大学 26 号館（大隈記念タワー）302 号室  

講 師 ： 本間啓二先生（日本体育大学） 

山田智之先生（町田市立鶴川第二中学校） 

三村隆男先生（早稲田大学）  

内 容：  職場体験年間指導計画、特別活動（学級経営）、教科指導などのプログラムをキャリア教

育の視点で作成するワークショップを実施。 

 

(２)２０１５年度 日本キャリア教育学会関東地区部会活動報告・計画 

◆２０１５年 7月 29日（水） 9時 00分～17時 00分 （早稲田大学） 

日本キャリア教育学会関東地区研究大会 総会 

   午前の部 早稲田大学【26号館（大隈記念タワー）３階 302 教室】  

       午後の部 早稲田大学【16 号館１階 106 教室】  

   （地図）http://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2014/10/waseda-campus-map.pdf   

＜午前の部＞ 

研修１ 「東京都教育委員会東京都のキャリア教育施策」 

        講師 東京都教職員研修ｾﾝﾀｰ教育開発課 指導主事 大城 裕司 氏 

研修２ 「いじめ防止と学級経営に生かすＱＵ活用実践発表」 

講師 全国中学校進路指導･キャリア教育連絡協議会本部役員 

        目黒区立第十中学校副校長   小峯廣光 氏 

研修３ 「経産省キャリアアワード受賞 小学校グッジョブ運動実践発表」 

        講師１ 沖縄県宮古島市立下地小学校教諭 棚原美由紀 氏 

      講師２ 株式会社ケイオーパートナーズ 取締役 喜屋武裕江 氏 

＜午後の部＞ 

総会記念講演 14:00～15:30 

演題 「発達障害の人の就労支援」 

        講師  早稲田大学教授 梅永雄二 氏 

総会     16:00～17:00 

    平成 26年度 活動報告・決算報告      

平成 27 年度 活動計画案・予算案     

        平成 27年度～28年度関東地区部会役員決定 

代表   海藤 美鈴（江東区立浅間竪川小学校）  

副代表  木村  周（キャリアコンサルティング協議会）      

横山 明子（帝京大学） 

     藤田 晃之（筑波大学） 

幹事   下村 英雄（労働政策研究・研修機構） 

     萬年山 啓（キャリアコンサルティング協議会）      

桜井 信一（都立若葉総合高等学校） 

     本間 啓二（日本体育大学） 

     三村 隆男（早稲田大学大学院） 

会計   浦部ひとみ（都立青井高等学校） 

     深沢 享史（荒川区立第三中学校）    

監事   萩原 信一（日本進路指導協会） 

        

 関東地区部会規約改正について 

  平成 27 年 3 月 21 日(土)の 2014 年度第 3 回理事会における、日本キャリア教育学会
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研究地区部会規定の改正決定を受け、関東地区部会規約の改正を行った。 

                

◆２０１６年   第１回研修会  1 月予定 （江東区・キッザニア東京テーマパーク）  

第 1 部  基調講演またはパネル・ディスカッション、研究発表等 

第２部  職業テーマパーク体験 

 

◆２０１６年  第２回研修会  （早稲田大学）  

基調講演とパネル・ディスカッション等予定 

 

3．中部地区部会活動 

（１）2014年度第 3 回研究会 

日時：2015年 3月 22日(日) 13:00～ (終了後に懇親会を開催) 

会場：名城大学名駅サテライト校 多目的室（KDX名古屋駅前ビル 13 階） 

テーマ：「スーパー博士のライフキャリアレインボー」 

講師：三川 俊樹 教授（大手門学院大学・日本キャリア教育学会 前会長） 

参加者：72 名 

 

（２）2015年度総会ならびに第１回研究会 

日時：2015年 5月 24日（日）13：00～16：３０ 

場所：名城大学名駅サテライト校多目的室 

地区研究部会総会の内容 

 

①定期総会 13：00～13：30 

〇2014年度の中部地区部会決算について 

〇2015年度からの地区部会新運営体制等について 

〇中條敦仁（皇學館大學）より服部文彦（岡崎商業高等学校）が会計業務の引き継ぎを受けた。 

〇中部地区部会新執行部、新運営委員の選任について 

地区部会規程の改正により、次回の学会理事選挙から地区理事の当選者が地区代表を務め

ることになった。そのことを考慮し、地区当選者 3 名の相談により長坂廣幸が代表となり、

役員選任を実施した。 

    地区研究部会会長：長坂廣幸（６ＮＰＯ連合・キャリア夢叶塾） 

地区研究部会副会長：伊藤正秀（浜松学院大学） 

地区研究部会副会長：松井賢二（新潟大学） 

地区研究部会顧問：後藤宗理（椙山女学園大学） 

地区研究部会技術顧問：坂柳恒夫（愛知教育大学） 

地区研究部会事務局長：蜂谷勝秀（前愛知産業大学） 以上 執行部 

 

〇中部地区研究部会のホームページ創設について主旨説明 

    ・今後は郵税削減の為にホームページでの会報会員告知、報告とする。 

    ・「Web 講座申込」の開発と導入、実施で申込トラブル・クレームを解消する。 

    ・中部地区研究部会執行部・運営委員等をホームページに公開する。 

    ・中部地区講座の広報、募集、申込の実施。 

    ・Ｅメール等による会員のご意見ご希望の収集業務の実施。 

    ・中部ホームページは「中部地区研究部会」で検索。ＵＲＬ career-chubu.com 
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②基調講演 13：30～16：30（3 時間） 

テーマ：「創造的キャリアの支援をめざして」 

講師：愛知教育大学 坂柳恒夫先生 

参加者：66 名（内訳，学会員５６名、非学会員 10 名） 

 

③親睦会  

名城大学サテライト内 1６：４５～1８：４５（2時間） 

 

（３）今後の活動予定 

①第２回キャリア・カウンセラー養成研修基礎講座の後援 

 名古屋で開催される資格認定委員会主催の講座を後援 

 

②2015 年度第２回中部地区研究部会の研究会開催 確定 

開催日時：2015年 12月 6日（日）13：00～16：00 

会場  ：名城大学 名駅サテライト（〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-26-8） 

KDX名古屋駅前ビル 13階  TEL：052-551-1666（名古屋駅前） 

講師  :松井賢二先生（新潟大学）  

親睦会 名城大学サテライト内 

 

③2015 年度第 3 回中部地区研究部会の研究会開催 予定 

開催日時：2016年 3月 6日（日）あるいは 13日（日）のどちらか（会場確保次第発表）。 

会場：名城大学 名駅サテライト（〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-26-8） 

KDX名古屋駅前ビル 13階  TEL：052-551-1666 名古屋駅前）  

講師；三川俊樹先生（追手門学院大学）  

親睦会 名城大学サテライト内 

 

中部地区研究部会会長：長坂廣幸（６ＮＰＯ連合・キャリア夢叶塾） 

中部地区研究部会副会長：伊藤正秀（浜松学院大学） 

中部地区研究部会副会長：松井賢二（新潟大学） 

中部地区研究部会顧問：後藤宗理（椙山女学園大学） 

中部地区研究部会技術顧問：坂柳恒夫（愛知教育大学） 

中部地区研究部会事務局長：蜂谷勝秀（前愛知産業大学） 

 

4．近畿・中国・四国地区部会活動 

１）近畿・中国四国研究地区部会役員会（平成 27 年度） 

第 1回 

 日時 ：2015年 4月 12日（日） 

 会場 ：大手前大学さくら夙川キャンパス 

三役会議第 1 回 

 日時 ：2015年 5月 9日（土） 

 会場 ：新大阪丸ビル本館 209A 

第 2回 

 日時 ：2015年 6月 21日（土）11:00-11:45 

 会場 ：京都学園大学 京都太秦キャンパス北館 

 

２）近畿・中国四国研究地区部会総会（平成 27年度） 
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 日時 ：2015年 6月 21日（土）13:00-13:30 

 会場 ：京都学園大学 京都太秦キャンパス 

 

３）日本キャリア教育学会 近畿・中国四国地区部会第 16 回研究大会 

  『小学校・中学校・高等学校のキャリア教育の現状と課題～「縦の連携」を目指して ～』 

日時 ：2015年 6月 21 日（土）13:30-16:30 （懇親会 17:00-19:00） 

会場 ：京都学園大学 京都太秦キャンパス北館 

参加者：【大会】 70名（会員52名、非会員18名） 【情報交換会】32名（会員29名、非会員3名） 

 

講演：「キャリア教育の現状と課題 ～縦の連携を目指して～」 

 筑波大学 人間系  教授  藤田 晃之先生 

事例紹介①（小中連携） 「大阪府高槻市立第四中学校区の実践」 

 高槻市教育委員会教育指導部教育指導課 指導主事 山本 佐和子先生 

事例紹介②（中高連携 1） 「和歌山県立桐蔭中学校・高等学校の実践」 

 和歌山県立桐蔭高等学校 教頭 歌 保晴先生 

事例紹介③（中高連携 2） 「島根県津和野町の実践」 

 島根県立津和野高等学校 教頭 宮島 忠史先生 

パネルディスカッション 

 登壇者：藤田 晃之先生、山本 佐和子先生、歌 保晴先生、宮島 忠史先生 

 進行 ：地区部会代表 三保 紀裕先生（京都学園大学） 

情報交換会＠京都学園大学北館１階レストラン 『THE COMMONS G』 

 

研究地区部会代表：三保紀裕（京都学園大学） 事務局長（会計）松尾智晶（京都産業大学） 

 

5．九州・沖縄地区部会活動 

第 14 回研究大会 

日時：平成 26年 12月 20日（土） 13：30～17：00 

場所：九州大学箱崎キャンパス 文・教育・人環研究棟 2Ｆ会議室 

研究大会の内容： 

大会テーマ「Japanese career education “KO・KO・RO・ZA・SHI”」 

（1）問題提起      

話題提供者   西田 将浩 氏 (株式会社リード代表) 

山崎 芙美子氏(北九州市立大学特任講師) 

          福泉  亮  氏(福岡県立小倉高等学校教諭) 

（2）シンポジウム 「キャリア教育と志教育の接点を探る」 

    指定討論者   吉本 圭一（九州大学教育学部・主幹教授） 

司 会       宮原  清  氏 (福岡県立朝倉高等学校定時制教頭） 

シンポジスト   田村  馨  氏 (福岡大学商学部教授) 

           福泉  亮  氏 (福岡県立小倉高等学校教諭) 

           伊東 千寿 氏 

(ロイヤル空港高速フードサービス株式会社業務企画本部人事教育部部長) 

古賀 正博 氏 (福岡県中小企業経営者協会事務局長) 

 

代 表    永田 萬享（福岡教育大学） 

事務局長 吉本 圭一（九州大学） 
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2015年度 学会表彰  

 

１）研究奨励賞 

対象となる論文の基準：細則第 2 条、３条より 

基準１：学会誌 32巻 1号（2012年 3 月）から 33巻 2 号（2015年 3 月）に掲載された原著論文。 

基準２：刊行時の執筆者が満 38歳未満（共同執筆の場合は原則としていずれの著者も 38歳未満） 

 

これら２つの基準を満たす論文が対象期間内に存在しなかったため、今年度の研究奨励賞は表彰されない

こととなった。 
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審 議 事 項 

1． 2014年度決算報告および会計監査報告 

（事務局長 京免徹雄、監事 萩原信一、服部文彦） 

 

 

２．2015年度上半期予算執行状況（事務局長 京免徹雄） 

 

 

３．研究地区部会規程の改正について（事務局長 京免徹雄） 

平成 27年 3月 21日(土)に開催された 2014年度第 3回理事会において、日本キャリア教育学会研究地区

部会規定が改正された。 

本学会は、北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄と６つの研究地区部会があり、地

域でのキャリア教育研究の充実にまい進している。学会の今後の発展のためには、研究地区部会活動の充実

が不可欠であるとともに、再びわれわれの学会の原点に立ち返り、キャリア教育とは何かということを学会

全体として一丸となって考えていく必要がある。そのためには、地域各々の特色を活かしつつも、学会とし

ての一貫した方針にそった統一的な活動も求められる。 

そこで、キャリア教育研究・実践のより一層の発展に向けて、学会本体との組織的・財政的連携をさらに

深めるとともに、学会本体が抱えていた業務を研究地区部会に委譲するなど柔軟な学会運営を連携の中で実

現させていきたいと考え、以下の通り研究地区部会規定を改正した。 

 

日本キャリア教育学会 研究地区部会規程 

改正前 改正後 

日本キャリア教育学会研究地区部会規定 日本キャリア教育学会研究地区部会規程 

第１条 本規定は、会則第 20 条における研究地区

部会の運営を定めるものである。 

第１条 本規程は、会則第 20 条における研究地区

部会の運営を定めるものである。 

第２条 研究地区部会は、会則細則第 14 条におけ

る北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・

四国、九州の 6 つの地区に設ける。 

第２条 研究地区部会は、会則細則第 14 条におけ

る北海道・東北、関東、中部、近畿、中国・

四国、九州の 6 つの地区に設ける。 

第３条 研究地区部会の事務局は、代表の指定する

機関内に置く。 

第３条 研究地区部会の事務局は、代表の指定する

機関内に置く。 

第４条 研究地区部会は、地域におけるキャリア教

育等の関係者並びに関係機関の連携と協力

を得ながら、地域キャリア教育等の研究と

実践に関する活動を行い、もってキャリア

教育等の発展に寄与することを目的とす

る。 

第４条 研究地区部会は、学会の運営方針に基づ

き、地域におけるキャリア教育等の関係者

並びに関係機関の連携と協力を得ながら、

地域キャリア教育等の研究と実践に関する

活動を行い、もってキャリア教育等の発展

に寄与することを目的とする。 

第５条 研究地区部会は、上記の目的を達成するた

めに次の活動を行う。 

１．研究会の開催。この会は、原則として、2 回

程度開催し、そのうち 1 回は年次総会に当

てる。 

２．キャリア教育等に関する研修会、キャリア・

第５条 研究地区部会は、上記の目的を達成するた

めに次の活動を行う。 

１．研究会の開催。この会は、原則として、2 回

程度開催し、そのうち 1 回は年次総会に当

てる。 

２．キャリア教育等に関する研修会、キャリア・
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カウンセラー研修講座、見学会、講演会等 

３．その他、研究地区部会の目的達成に必要な

諸活動 

カウンセラーの資格認定に関わる講座、見

学会、講演会等 

３．その他、研究地区部会の目的達成に必要な

諸活動 

第６条 研究地区部会の会員は、6 地区に居住又は

勤務先を有する一般会員から構成される。 

第６条 研究地区部会の会員は、6 地区に居住又は

勤務先を有する一般会員から構成される。 

第７条 研究地区部会の運営に当たっては、次の役

員を置く。 

１．代 表 1 名 

２．副代表 2 名 

３．幹 事 数名 

４．会 計 1 名 

５．監 事 1 名 

第７条 研究地区部会の運営に当たっては、次の役

員を置く。 

１．代 表 1 名 

２．副代表 2 名程度 

３．幹 事 数名 

４．会 計 1 名以上 

５．監 事 1 名 

第８条 役員は次の業務に当たるものとする。 

１．代表は会を代表し、会務を総括する。 

２．副代表は代表を補佐する。 

３．幹事は代表の下に会務を運営する。 

４．会計は会費等を管理する。 

５．監事は会計を監査する。 

第８条 役員は次の業務に当たるものとする。 

１．代表は会を代表し、会務を総括する。 

２．副代表は代表を補佐する。 

３．幹事は代表の下に会務を運営する。 

４．会計は会費等を管理する。 

５．監事は会計を監査する。 

第９条 会則第 12 条(2)における地区理事は、研究

地区部会の活動を支援し、また研究地区部

会と学会との連携や調整に当たるものとす

る。 

第９条 会則第 11 条(2)における地区理事は、研

究地区部会の役員を務め、地区に所属す

る全国理事や会長指名理事の協力を得

て、運営において中心的役割を果たすと

ともに、研究地区部会と学会との連携や

調整に当たるものとする。 

第 10 条 代表は総会において会員の中から互選

によって選出する。他の役員は、総会

において会員の総意を参考にしなが

ら、代表が任命するものとする。 

第 10 条 代表は、原則として、任期の前年に実

施された会則第 11 条(２)が定める理事

選挙において最多得票数を獲得した地

区理事が務める。ただし、特段の事情

がある場合は、得票数が最大であった

地区理事が中心となって協議の場を設

け、地区に所属する理事（地区理事、

全国理事、会長指名理事）の中から互

選によって代表を選出することができ

る。他の役員は、総会において会員の

総意を参考にしながら、代表が任命す

るものとする。ただし、すべての地区

理事は役員に含まれなければならな

い。 

第 11 条 役員の任期は地区部会で定める。 第 11 条 役員の任期は 2年間とし、会則第 11条

(２)に定められた理事選挙が行われた

翌年 1月 1日よりその任にあたる。た

だし、再任を妨げない。 

第 12 条 学会は、当面、各研究地区部会に対し

て一律年７万円と当該会計年度の 3 月

31 日現在において、当該年度の会費を

納入した会員数に500 円を乗じた金額

第12 条 会計に関わる手続きは次の通りとする。 

 １．各研究地区部会の当該会計年度予算は、7

万円および前会計年度の 3 月 31 日現在に

おいて、前年度の会費を納入した会員数に
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の合計を各研究地区部会に還付し、研

究地区部会はこれによって会を運営す

る。 

500 円を乗じた金額の合計とする。 

 ２．代表および会計は、学会事務局が指定する

期日までに、学会に対して指定の様式にお

いて会計報告をしなければならない。なお、

会計報告にあたっては支出に伴う全ての領

収書を添付するものとする。 

３．研究地区部会の会計年度は、会則第 23条に

ある学会の会計年度に合わせ、4 月 1 日よ

り翌年の 3 月 31 日までとする。 

第 13 条 研究地区部会の会計年度は、4 月 1 日よ

り翌年の 3 月 31 日までとする。 

削除 

第14 条 各研究地区部会は本規定に基づいて会を

運営するが、地区の状況によっては別途運

営方針等を定めることができる。 

第 13 条 各研究地区部会は地区の実情に応じ会

則など作ることができるが、本規程と

齟齬があってはならない。 

第 15 条 本規定の改正は、理事会の議を経て、行

うことができる。 

第 14 条 本規程の改正は、理事会の議を経て、行

うことができる 

第 16 条 細則として平成 13 年 10 月 28 日より

施行されてきた。 

(2) 平成 17 年 3 月 27 日細則の一部改正 

(3) 平成 20 年 10 月 25 日規定に改正 

(4) 平成 21 年 10 月 3 日 一部改正 

付則：本規程は、平成 13 年 10 月 28 日より細則

として施行されてきたものを、平成 20 年

10 月 25 日 に規程として改めたものであ

る。 

   (2)平成 17 年 3 月 27 日一部改正 

(3)平成 21 年 10 月 3 日一部改正 

(4)平成 27 年 3 月 21 日一部改正、平成 27

年 3 月 21 日から 1 年間の周知期間を設

け、その後に本規程を適用する。ただし、

第 12条については、平成 27年 4月 1日

より適用する。 

 

〇改正の主なポイント 

 ・第 9条：地区部会における理事の役割の明記 

地区理事は必ず研究地区部会の役員を務め、地区に所属するその他の理事の運営に参加する。 

 

 ・第 10条：代表の選出方法の変更 

   原則として地区理事が代表を務める。選出方法については、総会で互選をすると当日の会議時間中で

他の役員を決めることが難しくなる。その一方で、総会の前に互選を行った場合、だれがそれをとりま

とめるか、果たしてそこで民主的な協議がなされるかどうか、懸念がある。民主主義という点を重視す

るのであれば、得票数が最大であった地区理事が代表を務めるのがベストであるが、その一方で、それ

を急に義務付けた場合、選択肢があまりに狭く、辞退者が出るなどの可能性も考えられる。特に東北・

北海道と九州・沖縄は地区理事が 1人しかいない。よって、将来的には「原則」の文言を外すことを視

野に入れつつ、今回は特段の事情という例外も設けた。 

 

 ・第 11条：役員の任期の明記 

   地区部会の役員の任期を、学会本体の理事選挙と連動させ、2 年間とした。2 年ごとに行われる理事

の改選に伴って、地区部会の役員も交代することになる。 

 

 ・第 12条：会計報告の義務付け 
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   以前より、地区研究部会予算の出し切りについては、会計監査上の問題が指摘されていた。学会本体

の予算と地区部会の予算を一体的に考え、監査も一体的に実施する。 

 

 ・付則：改訂された規程の施行時期 

   改訂された規程は、1年間の周知期間を設けた後に適用する。ただし、12条（会計）については、平

成 27年度より適用する。 

 

４．2016年度予算（案）（事務局長 京免徹雄） 

 

 

５．第 34回研究セミナー開催(案) 

会場：帝京大学 板橋キャンパス (〒173-8605 東京都板橋区加賀 2-11-1) 

準備委員会 委員長：横山 明子会員 

担当地区：関東研究地区部会 

日程：2016年 6月 18日（土） 

 

６．第 38回研究大会・定期総会開催（案） 

会場：札幌大谷大学 （〒065-0016 北海道札幌市東区北 16条東 9丁目１−１） 

準備委員会 委員長 ：和田 佳子会員 

準備委員会 事務局長：岡部 敦会員 

日程：2016年 10月 15（土）・16日（日） 

 

７．その他 
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【 資 料 】 学会役員、委員会委員一覧 

 

１．役員一覧 

○会長：三村隆男（早稲田大学） 

○副会長：川﨑友嗣（関西大学）、下村英雄（労働政策研究・研修機構） 

○常任理事（規定 6名以内） 

学会誌編集委員長：若松養亮（滋賀大学） 

倫理委員長：古川雅文（兵庫教育大学） 

研究推進委員長：浦上昌則（南山大学） 

情報委員長：高綱睦美（愛知教育大学） 以上、常置委員会 

キャリアカウンセラー資格認定委員長：本間啓二（日本体育大学）                

○その他の委員会 

学会賞選考委員会、研究奨励賞選考委員会、選挙管理委員会 

IAEVG国際大会準備委員長：三村隆男（早稲田大学） 

日心連心理学検定局検定局員（2年任期）：安達智子（大阪教育大学） 

 

○理事（現在 27名；規定 27名以内） 

安達智子（大阪教育大学）、 五十嵐敦（福島大学）、伊藤正秀（浜松学院大学）、 

浦上昌則（南山大学）、海藤美鈴（江東区立浅間竪川小学校）、川﨑友嗣（関西大学）、   

木村周（東京成徳大学）、京免徹雄（愛知教育大学）、古川雅文（兵庫教育大学）、 

後藤宗理（椙山女学園大学）、坂本ひとみ（高知県立大学）、下村英雄（労働政策研究・研修機構）、 

高綱睦美（愛知教育大学）、長尾博暢（鳥取大学）、長坂廣幸（愛知県職業能力開発協会）、 

中西勲（日本心理カウンセリング振興財団）、永田萬享（福岡教育大学）、 

仁賀順子（香川大学）、藤田晃之（筑波大学）、本間啓二（日本体育大学）、松井賢二（新潟大学）、 

萬年山啓（キャリア・コンサルティング協議会）、三村隆男（早稲田大学）、横山明子（帝京大学）、 

吉中淳（弘前大学）、吉本圭一（九州大学）、若松養亮（滋賀大学） 

※下線は会長指名理事（規定 5名以内） 

 

○監事：萩原信一（日本進路指導協会）、服部文彦（愛知県立岡崎商業高等学校） 

○事務局長：京免徹雄（愛知教育大学） 

事務局幹事：小境幸子（川口市立県陽高校）、藤原善美（東京女学館大学） 

 

○理事の所属地区の一覧 

北海道・東北地区：五十嵐敦、吉中淳 

関東地区：海藤美鈴、木村周、下村英雄、藤田晃之、本間啓二、萬年山啓、三村隆男、横山明子 

中部地区：伊藤正秀、浦上昌則、京免徹雄、後藤宗理、高綱睦美、長坂廣幸、中西勲、松井賢二 

近畿地区：安達智子、川﨑友嗣、古川雅文、若松養亮 

中国・四国地区：坂本ひとみ、長尾博暢、仁賀順子 

九州地区：永田萬享、吉本圭一 

※下線は地区選出理事（16名） 
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２．委員会の委員構成 

※ ◎は委員長（常任理事）、○は理事 

 

①学会誌編集委員会 ※ 下線は常任編集委員 

◎若松養亮（滋賀大学） ○横山明子（帝京大学）（副委員長） ○川﨑友嗣（関西大学） 

清水和秋（関西大学） ○永田萬享（福岡教育大学） ○下村英雄（労働政策研究・研修機構） 

○安達智子（大阪教育大学） ○浦上昌則（南山大学） 神谷哲司（東北大学） 

河崎智恵（奈良教育大学） 小泉令三（福岡教育大学） 坂本 昭（福岡大学） 

白井利明（大阪教育大学） 寺田盛紀（名古屋大学） 永作 稔（駿河台大学） 

長須正明（九州産業大学） 半澤礼之（北海道教育大学） 廣瀬英子（上智大学） 

藤岡秀樹（京都教育大学） 室山晴美（労働政策研究・研修機構） 望月由起（お茶の水女子大学） 

 

②倫理委員会 

◎古川雅文（兵庫教育大学） ○後藤宗理（椙山女学園大学） 

○中西勲（日本心理カウンセリング振興財団） ○横山明子（帝京大学） 

 

③研究推進委員会 

◎浦上昌則（南山大学） ○海藤美鈴（江東区立浅間竪川小学校） ○藤田晃之（筑波大学） 

○松井賢二（新潟大学） ○吉本圭一（九州大学） 家島明彦 （大阪大学） 永作 稔（駿河台大学） 

橋場 論（福岡大学） 

 

④情報委員会 

◎高綱睦美（愛知教育大学） ○五十嵐敦（福島大学） ○坂本ひとみ（高知県立大学）  

○長尾博暢（鳥取大学） ○吉中淳（弘前大学） 田澤 実（法政大学） 竹内倫和（学習院大学） 

 

⑤キャリア･カウンセラー資格認定委員会 

◎本間啓二（日本体育大学） ○伊藤正秀（浜松学院大学） ○木村周（東京成徳大学） 

○長坂廣幸（愛知県職業能力開発協会） ○仁賀順子（香川大学） 

○萬年山啓（キャリア・コンサルティング協議会） 中島 弘和（福岡県立新宮高等学校） 

萩原信一（日本進路指導協会） 松尾智晶（京都産業大学） 渡部昌平（秋田県立大学） 
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