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報 告 事 項 

【学会活動報告】  

1. 2016年 10月～2017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 38回研究大会（大会実行委員長 岡部 敦、2016 年 10月 14 日（金）～16日（日）、札幌大谷大学） 

第 35回研究セミナー（実行委員長 吉本圭一、2017 年 6月 4 日（日）、九州大学・箱崎キャンパス） 

・学会誌、ニューズレターの発行： 

『キャリア教育研究』第 35 巻第 2号（2017年 3月 31 日発行） 

第 36巻第 1号（2017年 9月 30日発行） 

ニューズレター第 84号（2017 年 1月 13日）、85号（同 2月 13日）、第 86号（同 3月 13日）、第 87号

（同 4月 10日）、第 88号（同 5月 10日）、第 89 号（同 6月 13日）、第 90 号（同 7月 10日）、第 91 号

（同 8月 9日）、第 92号（同 9月 10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）  

2016年度の定期総会（2016年10月15日）より2017年度第1回理事会（2017年9月24日）までに89名の

新会員が承認され入会した。退会者は116名、物故者0名である（入退会とも資料1参照）。これより9月24日時

点で1,097 名（一般会員975 名、一般(学生)会員87 名、一般(70 歳以上)会員35 名）、名誉会長1 名、名誉会員3

名、賛助会員14団体となった。 

＊総会成立要件については、2017 年度第 1 回理事会（2017 年 9 月 24 日）において承認を受けた一般会

員数 1,097 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 

2016 年度第 2回常任理事会 2016年 12月 23日（金） 国際文献社 江戸川橋会議室 

2016 年度第 3回理事会   2017年 4月 16 日（日） 国際文献社 高田馬場会議室 

2017 年度第 1回常任理事会 2017年 5月 28 日（日） 早稲田大学早稲田キャンパス 29－4 号館 

2017 年度第 2回常任理事会（臨時） 2017 年 7月 25 日（火）～29日（土） メール審議（入退会） 

2017 年度第 1回理事会   2017年 9月 24 日（日） 国際文献社 高田馬場会議室 

2017 年度第 2回理事会   2017年 10月 14日(土)  上越教育大学 人文棟 106 講義室 

 

・会議等への参加（役員・委員の出張） 

日本スクールカウンセリング推進協議会 臨時総会：2016 年 12月 8日（木）（三村会長） 

日本心理学諸学会連合 社員総会：2017年 6月 25 日(日) （川崎副会長） 

日本進路指導協会会長表彰者選考委員会：2017年 6月 13日（火）（本間理事） 

第 66回進路指導研究協議全国大会：2017年 7月 27（木）～28 日(金)（下村理事） 

日本進路指導協会代表者会議：2017年 9月 26 日(火)（千葉理事、本間理事） 

 

・後援名義使用承諾 

平成 28 年度文部科学省委託事業 九州大学国際会議 

（九州大学第三段階教育研究センター 2017 年 1月 26~28 日開催） 

日本思春期青年期精神医学会第 31 回年次大会／国際思春期青年期精神医学・心理学会第 2 回地区大会 
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（2018年 6月 29日～7月 1 日開催） 

日本産業カウンセリング学会第 22 回大会（2017年 8月 26日～27 日開催） 

第 6回 チャレンジプログラムシンポジウム 2017 （多摩地区高等学校進路指導協議会／東京都専修学校各

種学校協会 多摩地区専修学校協議会 2017 年 12月 8 日開催 

ユース・エンタプライズ トレードフェア 2017 

（NPO アントレプレナーシップ開発センター 2017 年 12月 10 日開催） 

第 9回日本語大賞（特定非営利活動法人 日本語検定委員会 2018年 3 月表彰） 

 

４. 日本キャリア開発協会（JCDA）との連携について（会長 三村隆男） 

新資格の取得希望者数の現況をみて厳しいと JCDA から申し入れがあり、新資格については先送りせざる

を得ないことになった。JCDA の既存講座を基礎講座に置き換えるという JCDA 側からの提案について理事

会で審議した結果、本学会との間に講習内容について見解の相違があり、受け入れられないという結論にな

った。したがって、本学会のキャリア・カウンセラー資格認定制度については、当面は JCDA とは連携せず

に進めていく。 
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【委員会報告】 

１．学会誌編集委員会報告（委員長 横山明子）   

Ⅰ．学会誌編集状況  

 (1)『キャリア教育研究』第 36 巻 1 号の発行 （2017 年 9 月 30 日付で発行予定） 

     研究論文については原著論文２編、 他に研究セミナー報告を掲載 

  (2) 論文の投稿・審査状況 

 ・2016 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日の新規投稿論文受稿数 16 編 

     採択済み   4 編 

     （そのうち 2 編を第 35 巻 2 号に掲載 さらに 2 編を 36 巻 1 号に掲載） 

     審査中 2 編（うち 1 編は前回の審査で修正採択）       

     投稿者修正中 4 編  

     取り下げ 1 編（前回は修正再審査） 

     不採択    5 編  

 ・2017 年 1 月 1 日～ 9 月 10 日の新規投稿論文受稿数 15 編 

     審査中    6 編   

     投稿者修正中 6 編  

     不採択    3 編  

Ⅱ.報告 

 (1)「進路指導研究」および、「キャリア教育研究」掲載論文のネット上での公開について 

本学会の学会誌の論文は、これまでCinii （国立情報学研究所）に公開されていたが、このシステムが

2017 年 3 月 31 日をもって運用が停止され、J-Stage（文部科学省所管の独立行政法人科学技術振興機構

（JST）が運営する電子ジャーナルの無料公開システム）へ移行された。「キャリア教育研究」の論文

は既に公開されているが、「進路指導研究」の論文は、9 月 20 日頃に公開する予定である。 

  また、編集委員会では、これまでの学会誌を電子化したデータ（PDF版）を入手した。 

  (2) 「不採択論文は原則として再投稿を認めない」に関する検討について 

昨年秋の大会時前に意見聴取を行い、大会時の編集委員会で協議されたこの問題については、引き続

き検討を行っている。 

 (3) 実践研究を論文に記述する場合の倫理について 

 実践研究を論文に記述する場合には、被験者の個人情報の保護だけではなく、本人から論文掲載につ

いての許諾を得るなど配慮が求められる。このことを投稿者に論文に明記することを求めると共に、

論文投稿の際のチェックリストにもこの項目を追加することを検討している。 

 (4) 編集委員の増員について 

平成29年になり新規投稿論文の数がかなり増加している。それに加えて、再投稿論文の査読も重なり、

現状では編集委員にかなりの負担がかかっている。そのため、編集委員の増員を検討する。 

 

 

２．研究推進委員会報告（委員長 浦上昌則） 

（１）2017 年度および 2018 年度の研究推進委員会の活動方針 

今期の研究推進委員会に対しては，三村会長よりメールニューズ第 6 号（2017.1.13）において 3 つの期

待が示された。 

1．若手育成のための研究推進 

2．長期的に課題に取り組む研究プロジェクトの立ち上げ（国際比較研究など） 

3．キャリア教育の基礎研究 
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これを受けて委員会で検討し，特に 1「若手育成のための研究推進」という点を大事にしながら進めてい

くという方針を定めた。 

 

 （２）2017 年度 研究推進委員会企画 

 研究推進委員会企画シンポジウム 

日時：日本キャリア教育学会第 39 回大会時（予定） 

場所：上越教育大学 

テーマ：キャリア教育研究ライブ 論文投稿への力強い一歩 

 

 （３）連載「研究をする」 

  会員，特に若手会員の研究者としての成長を支援する企画として，学会 web ページを利用し，研究の推

進に役立つ読み物の連載（月に 1 回更新）を 2017年 5 月よりスタートした。 

http://jssce.wdc-jp.com/news/etc/research_advance/ 

 

（４）資料提供 

  2016年 11月 6日に開催した研修会「『キャリア教育研究』掲載の論文を読む－基本的統計資料の理解を

中心に－」の実施に当たって作成した資料を，学会web において公開した。 

http://jssce.wdc-jp.com/news/etc/research_advance/ 

 

 以上の他，1件の企画を検討中。 

 

 

３．情報委員会報告（委員長 下村英雄）   

１．委員会活動報告 

（１）ニューズレターの配信 

・おもに予算面および速報性を重視して、従来の紙媒体からメールによる配信へと移行。2017 年１月より毎

月 15日前後に発信。現在までに 84号（１月号）～92 号（９月号）を発行済み。 

・基本編集方針として、今後も以下のものを掲載する。①学会の行事（大会、研究会等）の告知および報告、

②コラム・書評欄など、③その他の学会に係る重要な事項の伝達。 

・ニューズレターに告知された行事については、原則的に、開催後の報告もセットで依頼する予定。コラム

は中堅若手の教員・研究者・実践家を中心に順次依頼。書評はおもに学会 HP「キャリア教育関連図書紹

介」に掲載のある書籍を順次紹介。キャリア教育関連の著作を発刊・発表した会員が学会事務局まで献本

いただいた場合、基本的に、学会ＨＰ上に本のタイトルおよび著者名を掲載した上で、ニューズレター書

評欄で取り上げる。 

・メールによる配信に伴い、会員のメールアドレスの確認・登録を継続的に行うこととしたが、４月に「メ

ールアドレス登録・確認のお願い」の案内文を郵送。ただし、現在も 134名にニューズレター未達の状態

であり、頭打ち。今後も継続して、会員に対するメールアドレスの確認登録を呼びかける予定。 

 

（２）HP の充実および更新 

・HP 充実策として、①ニューズレター内の告知以外の記事（書評・コラム他）を HP に掲載。②研究推進

委員会の協力により、連載記事を掲載。 

・月１回。国際文献にお願いして更新してもらう。費用がかかるため、頻繁な更新が難しく、今後、ＨＰ更

新の手続き・仕組みは要工夫。 

 

２．その他 
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・ニューズレターおよびHP については、学会員相互の情報交換の場でもあるので、取り上げてほしい内容、

記事企画等については、今後も継続的に広く意見を求めていきたい（情報委員会で検討の上、会員に資す

る内容のものについてはニューズレターあるいはＨＰで取り上げる）。 

 

 

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） 

【講座関連】 

1. 「第１回キャリア・カウンセラー養成研修講座」 

◆ 講座概要 

    日 時：2017年 6月 4日（日） 

     会 場：九州大学箱崎キャンパス文・教育・人間環境学府研究棟 2階会議室 

◆ 講座内容 

 開会挨拶 9:15～9:20 

    Ⅰ：9：20～10：50  

 a 分野（進路指導（ｷｬﾘｱ･ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ）、キャリア・カウンセリングの理論） 

      講 師：西山久子 （福岡教育大学） 

      テーマ：「ガイダンス・カリキュラムをふまえたキャリア発達の促進」 

 Ⅱ：11：00～12：30【予定】 

      c 分野（産業・職業に関する理解・実際） 

      講 師：望月由起（昭和女子大学） 

      テーマ：「働き方改革とワークライフバランス」 

◆ 参加者：20 名 

 

2. 「2017 年度キャリア・カウンセラー養成研修基礎講座」 

◆ 講座概要 

 日 時：2017年 8月 15日（火）～16日（水） 

    会 場：東放学園映画専門学校 

◆ 講座内容 

 8月 15日（火）講義：9:00～16:10 

    a 分野（進路指導（キャリア・ガイダンス）、キャリア・カウンセリングの理論） 

    「キャリア理論の基礎と時代的変遷」（9:00～12:10 180 分） 

     講 師：下村英雄（独立行政法人 労働政策研究・研修機構） 

    b 分野（キャリア・カウンセリング、個性理解、社会調査に関する演習・実習） 

    「作業性格検査の理論と活用」（13:00～16:10 180 分） 

     講 師：本間啓二（日本体育大学） 

 8月 16日（水）講義：9:00～16:10 

    b 分野（キャリア・カウンセリング、個性理解、社会調査に関する演習・実習） 

    「GATB の理論、構造と活用」（9:00～12:10 180 分） 

     講 師：本間啓二（日本体育大学） 

    c分野（産業・職業に関する理解・実際）（13:00～16:10 180 分） 

    「キャリア教育ではぐくみたい若者の資質・能力」 

     講 師：千葉吉裕（日本進路指導協会） 

     筆記試験 16:30～17:30（60分） 

◆ 参加者 5 名：（修了試験 5名合格） 
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【会議関連】 

○ メール会議：8月 13日 (日) 

        8月 26日 (土) 

○ 事務局会議：6月 3日（土）18：00～  

       「第１回キャリア・カウンセラー養成研修講座」打ち合わせ 

 

 

５．倫理委員会報告（委員長 古川雅文） 

倫理委員会では、今年度の活動方針を次のようにすることとした。 

１．倫理委員会の委員が，本学会の倫理綱領等について理解を深める。また，現在の課題や目標について委

員間で共通理解をもつ。 

２．新たな倫理規程（案）の作成 

３．倫理に関する問題への援助と処理のためのシステムを考える 

４． 倫理綱領等についての会員の理解を広め，深めるための方策を考える 

 

 

６．国際交流委員会報告（委員長 岡部 敦） 

１ 2016年度活動報告 

（１）第 12回ARACD研究大会（ソウル大会）の企画及び参加 

日本から約 30名の参加があった。初日は三村会長が基調講演を行い、その後のシンポジウムでは

藤田委員により日本のキャリア教育に関わる取り組みと課題について報告が行われた。二日目は

韓日教員ラウンドテーブルへの日本側教員・キャリアコンサルタントなどの参加及び口頭発表へ

の参加があった。 

   

（２）ARACD事務局（事務局長・会計）業務 

ARACDソウル大会開催時に、理事会および総会を開催し、規約の改訂、役員の改選および今後の

研究活動のあり方に関する意見交換を行い、その場にて、今後の日本の継続的な取り組みに期待

する意見が出された。次期(2019年)ARACD第13回研究大会の開催国にマレーシアが決定した。 

 

２ 2017年度活動計画 

（１）国内外で開催されるキャリア教育の国際的学会、ワークショップ等の情報提供等 

主にARACD及び IAEVG関連の情報を情報委員会に伝達することで全ての学会員に周知する。 

 

（２）ARACD事務局業務の継続 

事務局を日本に設置し、ARACD会長と協議しながら国際交流委員会が業務を担当する。 
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【研究大会・研究セミナー報告】 

1．第 38回研究大会報告（大会実行委員会事務局長 岡部 敦） 

2016 年 10月 14日（金）～16 日（日）、札幌大谷大学にて開催 

テーマ：キャリア教育を問い直す（Rethinking Career Education） 

参加者：255名 

学会誌 35巻第 2号に報告を掲載済み 

 

2．第 35回研究セミナー報告（セミナー実行委員長 吉本圭一） 

2017 年 6月 4日（日）、九州大学箱崎キャンパスにて開催 

テーマ：キャリア教育と職業へのレリバンス 

参加者：44 名 

学会誌 36巻 1 号に報告を掲載済み。 
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【地区部会活動】 

1．北海道・東北地区部会活動 

(１) 2016 年 10 月 24 日（土）15 時～17 時 

研究会  

会場：弘前大学教育学部 204 教室 

内容： 話題提供①「人口減少とキャリア教育」 

話題提供者：小磯重隆（弘前大学教育推進機構キャリアセンター） 

 

話題提供②：「『モチベーションが上がりません』を考える」 

話題提供者：吉崎聡子（弘前大学教育学部教員養成学研究開発センター） 

 

 (２) 2017 年 3月 18 日（日） 14 時 30分～16 時 

研究会 

会場：弘前大学教育学部 303 教室 

内容： 話題提供：「ナラティブ・アプローチを教育に生かす～相談から教育への拡張」 

話題提供者：渡部昌平（秋田県立大学・総合科学教育研究センター） 

 

総会 

○役員体制 

代 表： 吉中 淳  (弘前大学教育学部） 

副代表： 岡部 敦  （札幌大谷大学） 

菊池 武剋 (東北大学名誉教授) 

  吉野 泰正 (北海道旭川永嶺高等学校) 

幹 事： 沼山 博  (山形県立米沢栄養大学) 

中村 修  (東北福祉大学福祉心理学科) 

富永美佐子 (福島大学人間発達文化学類)  

竹本由香里 (南相馬市立総合病院) 

渡部 昌平 （秋田県立大学総合科学教育研究センター） 

松田 侑子 (弘前大学教育学部） 

会 計: 吉崎 聡子 （弘前大学教育学部教員養成学研究開発センター） 

監 事： 石戸谷 繁 （東北女子大学） 

 

○北海道・東北地区部会規約一部改正決定 

 

 

2．関東地区部会活動 

（１）2016 年度 日本キャリア教育学会関東地区部会活動報告 

◆第１回 関東研究地区部会 キャリア教育特別講演会 2016年 5月 28日（土）早稲田大学      

16号館 107号室  17時 30分～19時 30分(受付開始:17:00) 

講演： 米国のキャリア教育と社会正義 

～オルタナティブ・スクールを中心に～ 

講師：   前兵庫教育大学特任教授  ダリル・Ｔ・ヤギ 氏 
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◆日本キャリア教育学会 第 34回研究セミナー   2016年 6月 18日（土）帝京大学 

板橋キャンパス 13：30～17：00  関東地区実行委員会  横山明子氏 

テーマ：アジアのキャリア教育研究の動向から日本の研究課題を考える 

－JSSCEと ARACD の連携に向けて－ 

＜話題提供＞13：30～15：00   

① インド・インドネシアのキャリア研究の動向 

－IAEVGアジアシンポジウムより 

          労働政策研究・研修機構 下村 英雄 氏 

② 韓国・シンガポールのキャリア教育の動向 

               早稲田大学  三村 隆男 氏 

③ 話題提供をふまえた論点整理 

『グローバル社会における日本のキャリア教育研究の課題』 

           愛知教育大学  京免 徹雄 氏 

15：10～16:30 大会参加者による意見交換と討論 

16：30～17:00 話題提供者からのコメントと協議 

 

◆第２回 関東地区部会キャリア教育体験研修会   2016年 6月 9日（木）キッザニア東京    

東京都江東区豊洲 2-4-9アーバントラックららぽーと豊洲３階  

約５００名参加にて実施  KTJ GRROP株式会社協賛 

① 「パピリオンでのアクテイビテイ体験」 

② 「学校向け特別プログラム」 

③ 「大学との共同研究について」 

 

◆日本キャリア教育学会関東地区研究大会･総会   2016年 8月 8日（月） 早稲田大学 

【16号館１階 105教室】 9時 00分～17時 00分  

＜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 「小学校のキャリア教育へ中学校進路指導･ｷｬﾘｱ教育の現状」 

        講師 全国中学校進路指導・キャリアｱ教育連絡協議会長  

大田区立矢口中学校 校長  齋藤  淳 氏 

研修３ 「小中一貫教育つくばスタイル科  ９年間を通したキャリア教育」 

 講師 つくば市立竹園東小学校 教諭       永岡 範之 氏 

  ＜総 会＞１２：３０～１３：３０ 

   ・平成 27年度 活動報告・決算報告      

・平成 28年度 活動計画案・予算案     

＜午後の部＞ 

研修４ 「キャリア教育実践発表・演習  ゆめ･まち･わくわくWORK ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 」 

       講師  阪急電鉄株式会社総務部 

総会記念講演 14:00～15:30 

       演題 「教師の指導力アップ hyper-QU 学力を支える学級経営」 

       講師             早稲田大学教授  河村 茂雄 氏 

研修５ 「キャリア教育の動向」講師 早稲田大学教授  三村 隆男 氏 

 

 

 ◆第４回 関東地区部会キャリア教育研修会    2016年 12月 3日（土）早稲田大学 

≪テーマ≫多様化する就労と学校の在り方－学校における「普通」とは？－ 

≪パネリスト≫ 小杉 礼子 氏（独立行政法人労働政策研究・研修機構） 

        古賀 正義 氏（中央大学教授）ほか 
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 ◆第５回 関東地区部会キャリア教育体験研修会  2016年 12月 7日（木） キッザニア東京 

体験研修会  東京都江東区豊洲 2-4-9  

東京都江東区豊洲アーバントラックららぽーと豊洲３階 キッザニア東京 

① 新規プログラム開発（案） 

「２年後の小学校英語教育化へ向けてキッザニア内 90種類以上アクティビティ 

全てを英語で行うプログラム開発」 

 

◆第６回 関東地区部会キャリア教育研修会    2017年１月 21日（土）早稲田大学  

≪テーマ≫―これからのキャリア教育を考える― 

時間：13時 30分～16時 30分 (受付開始:13:00) 

＜基調講演＞三村隆男（早稲田大学） 

講師：浦部ひとみ（都立青井高校） 

秋山和子（KCJ GROUP株式会社キッザニア事業本部） 

関戸 塩（琉球新報社） 

＜内容＞ 

雇用・生き方が多様化する現代は、自分で未来を切り拓く力がますます求められている。 児

童生徒が自己理解を深め、ライフ・キャリアを見通し、生き方を選択できるようになるには、

学校教育に何が求められているのか。 

 

(２)平成 29年度 日本キャリア教育学会関東地区部会活動計画（案） 

 

◆第１回 関東地区部会キャリア教育体験研修会   2017年 6月 9日（木）キッザニア東京    

東京都江東区豊洲 2-4-9アーバントラックららぽーと豊洲３階  

体験研修会 約５００名参加にて実施  KTJ GRROP株式会社協賛 

① 「パピリオンでのアクテイビテイ体験」 

② 「学校向け特別プログラム 英語体験プログラム」 

 

◆日本キャリア教育学会関東地区研究大会･総会   2017年 7月 31日（月） 

会場：早稲田大学 国際会議場３F 第１会議室 

時間： 9時 00分～17時 00分  

＜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 「小学校のキャリア教育へ中学校進路指導･ｷｬﾘｱ教育の現状」 

    講師：全国中学校進路指導・キャリアｱ教育連絡協議会長  

荒川区立第七中学校 校長  近江 貞之氏 

研修３ 「全教科等におけるキャリア教育の実践を通して」 

講師：世田谷区立尾山台小学校 校長 渡部 理枝氏 

＜総 会＞１１：４０～１２：４０ 

・2016年度関東地区部会役員決定 

代表   千葉吉裕 （日本進路指導協会） 

副代表  海藤 美鈴（板橋区立中台小学校）  

     室山晴美 （労働政策研究・研修機構）、 

幹事   横山 明子（帝京大学） 

          藤田 晃之（筑波大学） 

          本間 啓二（日本体育大学） 

桜井 信一（都立若葉総合高等学校） 

下村 英雄（労働政策研究・研修機構） 

三村 隆男（早稲田大学大学院） 

永作 稔 （駿河台大学） 
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渡辺 芳生（東放学園映画専門学校） 

     会計   浦部ひとみ（都立青井高等学校） 

          深沢 享史（小平市立小平第六中学校）    

監事   萩原 信一（日本進路指導協会） 

・2016年度 活動報告・決算報告      

・2017年度 活動計画案・予算案    

＜午後の部＞ 

研修４ 「全国キャリア研究  京都市立静原小学校キャリア教育実践発表」 

講師：京都市立静原小学校 校長  林 久徳 氏 

   研修５ 「情報交換・意見交換会」担当：板橋区立中台小学校 校長 海藤 美鈴 氏 

＜総会記念講演＞ 14:00～15:30 

演題：「今後の教育動向とキャリア教育」 

講師：文部科学省 国立政策研究所研究員  立石 慎治 氏 

研修６ 「教員の指導力とキャリア教育」 

講師： 日本体育大学 教授 本間 啓二 氏 

   まとめ  担当：早稲田大学教授  三村 隆男 氏 

                

◆第３回 関東地区部会キャリア教育研修会 

日程：2017年 12月 8日（金）会場：早稲田大学国際会議場 第二会議室 時間：18時～20時 

≪テーマ≫ 教育管理職へのキャリア・パス 

− キャリア形成の視点からの教育管理職教育の必要性の是非を考える – 

≪パネリスト≫ ・教育委員会関係者        

        ・教員養成関係者      

        ・教職大学院修了者 

    

◆第４回 関東地区部会 キャリア教育体験研修会  日程：2017年 12月 キッザニア東京 

内容：キッザニア東京体験研修会   

会場：東京都江東区豊洲 2-4-9 東京都江東区豊洲アーバントラックららぽーと豊洲３階 

キッザニア東京 KTJ GRROP株式会社協賛 

内容：体験研修会 

 

◆第５回 関東地区部会キャリア教育研修会 日程：2017年１月 20日（土） 早稲田大学  

≪テーマ≫ みんなで考えるこれからのキャリア教育 

      －社会に開かれた教育課程を実現するために－ 

時間：未定 

＜基調講演＞講師：未定  

＜シンポジウム＞：パネリスト 

・若江眞紀（株式会社キャリア・リンク 教育サービスコンサルテーション 代表取締役） 

・清水隆彦（東京都荒川区立第三中学校長）、他 

 

◆第６回 関東地区部会キャリア教育研修会   日時：2017年２月予定 

   会場：板橋区立中台小学校 

≪テーマ≫―小学校におけるキャリア教育の進め方― 

時間：13時 30分～16時 30分 (受付開始:13:00) 

＜基調講演＞ 

   講師：世田谷区立尾山台小学校 校長 渡部 理枝 氏、他 

   ＜グループ協議＞      参加者によるグループ協議→発表  

 ＊尚、細案が決定しましたら、ご案内いたします 
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3．中部地区部会活動 

中部地区部会 2016年度第３回研究会 

日時：平成 29年 3月 26日（日）13:00～16:30 

場所：名古屋学院大学 日比野学舎３階 301教室（定員 150名） 

    名古屋市熱田区大宝 3－1－17 

交通機関：名古屋市営地下鉄名港線「日比野駅」５番出口隣接 

    名古屋市営地下鉄「金山駅」の次の駅です 

会費：会員無料（会員 ID番号のある方のみ）。一般千円。 

講演１ 

 演題「怒りの感情コントロール～アンガーマネージメント～」 

 演者 寺田 陽子 氏 国家資格キャリアコンサルタント 

中部地区研究部会 運営委員・研究研修委員会 副主幹 

講演２ 

 演題「これからのキャリア教育－キャリアレジリエンスを育む」 

 演者 坂柳 恒夫 氏 愛知教育大学名誉教授・特別教授 

            中部地区研究部会 執行部 技術顧問 

 

中部研究地区部会 2017年度第 1回研究会 

１） 第 1回研究会 

日時：平成 29年 5月 21日 日曜日 13:00~16:00 

場所：一宮市市民活動支援センター ＡＢ連結教室 

〒491-0858 一宮市栄 3-1-2 駅ｉビル３階電話：0586-23-8883 

会費：会員 無料（会員番号記入の方のみ）、 一般 資料代として 1,000 円 

定員：60名 

演者：石黒 康夫氏 神奈川県逗子市教育委員会 教育部長 

講演： 

「 子どもの良さを伸ばす『認める指導』の組織的な推進 」 

２）平成 29年度 年次総会 

日時：5月 21日 日曜日 11:00~11:30 

場所：一宮市市民活動支援センター ＡＢ連結教室 

 

4．近畿／中国・四国地区部会活動 

（１）2016 年度 活動報告 

①近畿・中国四国研究地区部会役員会 

第 1回 

  日時 ：2016 年 5月 21 日（土）14:00-15:00 

  会場 ：ベーコンラボ（貸し会議室：京都） 

第 2回 

  日時 ：2016 年 11月 12 日（土）11:00-12:00 

  会場 ：大阪大学 豊中キャンパス スチューデント・コモンズ 

 

②近畿・中国四国研究地区部会総会 

  日時 ：2016 年 11月 12 日（土）14:00-14:30 

 会場 ：大阪大学 豊中キャンパス スチューデント・コモンズ 
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③日本キャリア教育学会 近畿・中国四国研究地区部会第 17 回研究大会 

  『地域でのキャリア教育・キャリア形成支援』 

日時 ：2016年 11月 12日（土）14:30-17:30 （懇親会 18:00-20:00） 

会場 ：大阪大学 豊中キャンパス スチューデント・コモンズ 

参加者：【大会】23名（会員21名、非会員2名） 

【情報交換会】21名（会員19名、非会員2名） 

実例報告：  

① 「近畿圏の私立大学における実践例と現状」三保紀裕先生（京都学園大学） 

② 「地方国立大学のキャリア教育・キャリア形成支援」本庄麻美子先生（和歌山大学） 

③ 「大学専門教育課程におけるキャリア教育実践」新見直子先生（広島文教女子大学） 

④ 「高等学校における実践事例」松下眞治先生（大阪市立西高等学校） 

 パネルディスカッション 

  登壇者：三保紀裕先生、本庄麻美子先生、新見直子先生、松下眞治先生 

  進行 ：三保紀裕先生 

情報交換会＠大阪大学 学生交流棟カフェ＆レストラン『宙(Sora)』 

 

④キャリア・カウンセラー養成研修基礎講座 

  日時 ：2016 年 11月 12 日（土）13:00-17:00／13 日（日）9:30-18:00 

  会場 ：大阪大学 豊中キャンパス スチューデント・コモンズ 

  講師 ：川﨑友嗣先生（関西大学） 

      若松養亮先生（滋賀大学） 

      本間啓二先生（日本体育大学） 

家島明彦先生（大阪大学） 

 

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．近畿地区部会活動 

①近畿研究地区部会役員会 

第 1回 

  日時 ：2017 年 4月 23 日（日）10:30-12:00 

  会場 ：大阪市立青少年センター KOKO PLAZA 

  第 2回 

  日時 ：2017 年 6月 18 日（日）13:00-14:00 

  会場 ：関西大学 千里山キャンパス 第 3学舎 

  第 3回 

  日時 ：2017 年 7月 8 日（土）13:00-14:00 

  会場 ：大阪大学 豊中キャンパス スチューデント・コモンズ 

 

②近畿研究地区部会総会 

  日時 ：2017 年 6月 18 日（日）14:30-15:00 

 会場 ：関西大学 千里山キャンパス 第 3学舎 

 

③日本キャリア教育学会 近畿研究地区部会 2017年度研究大会 

 『キャリア、ジェンダー、アイデンティティ』 
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  日時 ：2017 年 6月 18 日（日）15:10-17:30 （懇親会 18:00-20:00） 

 会場 ：関西大学 千里山キャンパス 第 3学舎 

参加者：【大会】27名（会員23名、非会員4名） 

【情報交換会】24名（会員21名、非会員3名） 

講演：「ジェンダーとキャリア」 安達智子先生（大阪教育大学） 

 パネルディスカッション：「キャリア、ジェンダー、アイデンティティ」 

  登壇者：安達智子先生、本庄麻美子先生（和歌山大学）、松下眞治先生（大阪市西 

高等学校） 

   コメンテーター：川﨑友嗣先生（関西大学）、河﨑智恵先生（奈良教育大学） 

  進行 ：家島明彦先生（大阪大学） 

情報交換会＠関西大学 レストランCircolo 

 

④日本キャリア教育学会 近畿／中国・四国研究地区部会 2017 年度合同研究大会 

 『世界のキャリア教育・キャリア形成支援』 

  日時 ：2017 年 7月 8 日（土）14:30-17:15 （懇親会 17:30-19:30） 

  会場 ：大阪大学 豊中キャンパス スチューデント・コモンズ 

参加者：【大会】35名（会員32名、非会員3名） 

【情報交換会】21名（会員21名、非会員0名） 

講演：「高校生・大学生のキャリア形成支援に関する国際比較研究が教えたこと」 

     寺田盛紀先生（岡山理科大学） 

 パネルディスカッション：「世界のキャリア教育・キャリア形成支援」 

  登壇者：寺田盛紀先生、伊藤一雄先生（大阪千代田短期大学）、古川雅文先生（兵 

庫教育大学） 

進行 ：家島明彦先生（大阪大学） 

情報交換会＠大阪大学 福利会館 4階食堂 

 

研究地区部会代表：河﨑智恵（奈良教育大学） 事務局長（会計）：本庄麻美子（和歌山大学） 

 

６．中国・四国地区部会活動 

第 1回総会・例会 

 昨年度の総会・理事会での決定に従い、近畿地区と分離し、河崎副会長陪席のもと、独立の第 1 回総会・

研究例会を行った。 

【開催日】2017年 5月 13日（土）14:00～17:00 

【会 場】福山大学宮地記念館（JR 新幹線福山駅前） 

【参加者数】13 名 

１．第 1回総会（約 1時間） 

（1）地区部会成立経緯の確認を地区部会代表寺田（岡山理科大学）が行った。 

（2）地区部会会則について、寺田、会計の田中（島根大学）が説明し，承認された。 

（3）17-18 年度役員体制が以下のように、寺田から提案、承認された。 

  代表：寺田、副代表：新見（広島文教大学）、仁賀（香川大学）、幹事：児玉（広島大学）、長尾（聖カ

タリナ大学）、会計：田中（島根大学）、監事：前田（福山大学） 

（4）研究会の開催、例会の持ち方について。当面 1 回は地区単独で、もう 1 回は近畿と合同で行う事に

した。後者に関して、7月 8 日に大阪で近畿と合同で行う事にした。 

（5）会計報告及び 

（6）第 3回本部理事会の概要報告 
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２．記念小講演（約 30分） 

「新学習指導要領におけるキャリア教育」川崎友嗣先生（関西大学教授・学会副会長） 

３．研究・実践の発表（約 1時間 30分） 

（1）福山大学のキャリア支援の取り組み：前田吉宏先生（福山大学教育センター） 

（2）香川大学のキャリア支援の取り組み：仁賀順子先生（香川大学キャリアサポートセンター） 

（3）島根大学のキャリア支援の取り組み：田中久美子先生（島根大学キャリアセンター） 

（4）鳥取大学におけるキャリア支援の取り組み―全学体制ならびに県内産官学の連携体制を中心に：長尾 

博暢先生（鳥取大学キャリアセンター） 

 

第 2 回例会（近畿地区と合同開催） 

 …上記の「近畿地区部会活動 ④近畿／中国・四国研究地区部会 2017年度合同研究大会」を参照 

 

＊2017年度第 3回例会を来春までに開催を予定 

 

７．九州・沖縄地区部会活動 

（１）九州・沖縄地区部会役員会（2016 年度） 
第 1 回 
日時：2016年 8月 21日(日) 11：00～13：00 
会場：九州大学箱崎キャンパス 教育学部 2 階会議室 

  
第 2 回 
日時：2016年 11月 19日(土) 10：00～12：00 
会場：九州大学箱崎キャンパス 教育学部 2 階会議室 

 
 第 3 回 

日時：2017年 2月 12日(日) 11：00～12：00 
会場：九州大学箱崎キャンパス 教育学部 2 階会議室 

 
（２）九州・沖縄地区部会総会（2016 年度） 

日時：2016年 11月 19日（土） 13：00～13：30 
会場：九州大学箱崎キャンパス 文・教育・人環研究棟 2階会議室 

 
（３）日本キャリア教育学会 九州・沖縄地区部会第１６回研究大会 

テーマ：『女性のキャリア形成，現在と未来 －女子教育の先端事例に学ぶ－』 
日時：2016年 11月 19日（土） 13：30～17：00（懇親会 18：00～20：00） 
会場：九州大学箱崎キャンパス 文・教育・人環研究棟 2階会議室 

   
①問題提起 
コーディネーター 安部 恵美子氏 （長崎短期大学） 
話題提供者     永井 哲明 氏 （中村中学校・高等学校） 

小森 亜紀子 氏（昭和女子大学） 
        鹿毛 理恵 氏 （佐賀女子短期大学） 

②質疑応答 
  司会             安部 恵美子氏 （長崎短期大学） 

シンポジスト     永井 哲明 氏 （中村中学校・高等学校） 
小森 亜紀子 氏（昭和女子大学） 

        鹿毛 理恵 氏 （佐賀女子短期大学） 
 

代 表    吉本 圭一（九州大学） 

事務局長 白井 章詞（長崎大学） 
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2017年度 学会表彰  

１）研究奨励賞 （研究奨励賞選考委員会委員長 川崎友嗣） 

 

委員長：川崎友嗣（副会長） 

委員：横山明子 （学会誌編集委員長）  浦上昌則（研究推進委員会委員長）  下村英雄（学会誌編集委員） 

京免徹雄（会員） 

 

受賞者： 佐藤 舞 氏 

 

当該論文は、論旨が一貫しており、論文展開の論理が適切であると判断できる。また、日中でデータを収

集し、他母集団同時分析を用いて結果の比較を行っており、適切な研究方法を用いていると考えられる。日

中大学生の就業動機を分析した当該論文は、本学会にふさわしい研究テーマを扱っており、学術的価値も認

められることから、学会への貢献度も一定の評価ができる。しかし、女子大学生に限定されていること、実

践へのサジェスチョンがやや弱いことから、教育実践への貢献度には課題がある。 

これらの点を総合的に加味した結果、サンプルの数等を勘案するとどこまで一般化できるといった課題は

残されているものの、日中女子大学生の就業動機にみられる共通点と相違点を明確に描き出した点は高く評

価でき、今後の研究発展の可能性が期待できることから、当該論文が研究奨励賞としてふさわしいと判断し

た。 
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審 議 事 項 

1． 2016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、白木みどり） 

 

２．2017年度上半期予算執行状況（事務局長 京免徹雄） 

 

３．規程に関する表記の統一（事務局長 京免徹雄） 

 日本キャリア教育学会の諸規定について、「規定」の文言を全て「規程」に修正する。本修正に関しては、

附則等に記さない。 

 

４．役員選挙に関する会則等の改正（事務局長 京免徹雄） 

・日本キャリア教育学会会則細則 

現
行 

第 30条  

 （10）平成 28年 10月 15 日 一部改正 

 第 13 条については、平成 30年度の理事・監事選挙より施行する。第 15 条と第 16 条については、

平成 32 年の理事・監事選挙より施行し、そのための準備措置として、平成 30年度の理事・監事選挙

における関東地区と近畿地区の地区理事定数、および全国理事の定数を以下のように定める。 

 関東地区：5 名 近畿地区：3名 全国理事：5 名 

改
正
案 

第 30条  

 （10）平成 28年 10月 15 日 一部改正 

 第 13 条については、平成 30年度の理事・監事選挙より施行する。第 15 条と第 16 条については、

平成 32 年の理事・監事選挙より施行し、そのための準備措置として、平成 30年度の理事・監事選挙

における地区理事定数、全国理事の定数、および会長指名理事の定数を以下のように定める。 

 地区理事：北海道・東北地区 2 名、関東地区 5名、中部地区 4名、近畿地区 3名、中国・四国地区

2 名、九州地区 2 名 

全国理事：5名 

会長指名理事：4名 

・日本キャリア教育学会選挙規程 

現
行 

第４条  

選挙管理委員会は、選挙年の所定の期日現在の会員によって選挙人名簿（地区、氏名）を作成し、投票用

紙とともに別に定める期日までに会員に送付するものとする。 

改
正
案 

第４条  

選挙管理委員会は、届出書類等をもとに候補者名簿を作成し、投票用紙とともに別に定める期日までに会

員に送付するものとする。 

・日本キャリア教育学会選挙実施細則 
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現
行 

１．候補者名簿の作成 

①被選挙権を有する一般会員は、自薦により役員に立候補することができる。また、一般会員は被選挙権を

有する一般会員を、候補者として推薦することができる。 

②推薦できる人数は、全国理事 1名、地区理事 1 名（ただし、推薦者と同一地区）、監事 1名の最大３名と

する 

③立候補および推薦にあたっては、別に定める書式と手続きにしたがって届出書類等を作成し、立候補者あ

るいは推薦者が選挙管理委員会に提出する。 

④届出書類等をもとに、候補者名簿を作成する。 

改
正
案 

１．候補者名簿の作成 

①被選挙権を有する一般会員は、自薦により役員に立候補することができる。また、一般会員は被選挙権を

有する一般会員を、候補者として推薦することができる。 

②推薦できる人数は、全国理事 1名、地区理事 1 名（ただし、推薦者と同一地区）、監事 1名の最大３名と

する 

③立候補および推薦にあたっては、別に定める書式と手続きにしたがって届出書類等を作成し、立候補者あ

るいは推薦者が選挙管理委員会に提出する。 

④届出書類等をもとに、候補者名簿を作成する。 

⑤届出書類等に明らかな虚偽がある場合には、立候補および推薦を認めない。 

 

・日本キャリア教育学会選挙実施細則 

現
行 

６．開票  

 (3) 次の場合は、投票を無効とする。 

１．学会印のない投票用紙に記入したもの 

２．姓または名前だけのもの 

３．各定数をこえて、姓名が記入されたもの 

４．有権者名簿外の姓名が記入されたもの 

５．指定期限後に到着したもの 

６．その他選挙規定並びに同細則に反するもの 

改
正
案 

６．開票  

 (3) 次の場合は、投票を無効とする。 

１．学会印のない投票用紙に記入したもの 

２．姓または名前だけのもの 

３．各定数をこえて、姓名が記入されたもの 

４．候補者名簿外の姓名が記入されたもの 

５．選挙期日後に到着したもの 

６．その他選挙規定並びに同細則に反するもの 

・日本キャリア教育学会選挙実施細則 

現
行 

５．選挙期日 

会員に書類が到着した日～７月 15 日(15 日の消印有効) 

改
正
案 

５．選挙期日 

会員への書類の発送日～７月 15 日(15 日の消印有効) 
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５．新たな役員選挙のしくみ（事務局長 京免徹雄） 
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６．常置委員会規程の新設（事務局長 京免徹雄） 

 「常置委員会規程」を新たに設け、現在の「学会誌編集委員会規定」「研究推進委員会規定」「情報委員会

規定」「倫理委員会規定」を廃止する。 

 

日本キャリア教育学会 常置委員会規程 

第 1条 （目的）  

 本規程では、日本キャリア教育学会会則第 19条（4）に則り、常置委員会（以下「委員会」という）であ

る学会誌編集委員会、研究推進委員会、情報委員会、倫理委員会の組織及び運営に関して必要な事項を定め

る。 

 

第 2条（組織）  

 １．学会誌編集委員会は 30 名以内の委員から構成し、その中に 5 名以上の常任編集委員を設ける。研究

推進委員会、情報委員会、倫理委員会は、10名以内の委員から構成する。 

 ２．委員会には委員長と副委員長を置く。ただし、学会誌編集委員会の委員長と副委員長は常任編集委員

でなければならない。 

 ３．委員長は委員会の業務を統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在の際にはその代理を務

める。 

 ４．委員長は、理事会の承認を経て、会長が理事より指名する。 

 ５．副委員長およびその他の委員は、委員長の推薦に基づき、会長が会員より任命する。 

 ６．委員長、副委員長、委員の任期は 2ヵ年とし、再任を妨げない。 

  

第 3条（審議・処理） 

１．学会誌編集委員会の常任編集委員は、次の（１）～（４）の事項を審議し、処理する。その他の編集委

員は、（２）のみを審議し、処理する。 

  （１）学会誌「キャリア教育研究」の企画・編集 

  （２）投稿論文の査読 

  （３）学会誌への投稿を促すための各種活動 

  （４）その他、理事会が認めた事項 

２．研究推進委員会は、次の事項を審議し、処理する。 

（１）会員の研究推進に資する企画・開催 

  （２）研究大会、研究セミナー、その他の研究推進に関する企画・開催 

  （３）研究者の育成及び実践研究の奨励 

  （４）その他、理事会が認めた事項 

３．情報委員会は、次の事項を審議し、処理する。 

（１）キャリア教育等に関する情報の収集と発信 

  （２）ニューズレター、ホームページの運営・発行 

  （３）国内外の関連学会、論文、書籍等に関する情報の収集と発信 

  （４）その他、理事会が認めた事項 

４．倫理委員会は、次の事項を審議し、処理する。 

  （１）キャリア教育研究・実践にあたっての倫理に関する諸問題の検討 

  （２）会員の倫理啓発のためのセミナー等の企画 

  （３）その他、理事会が認めた事項 

 

第 4条（運営） 

１．委員長は委員会を招集し、その議長となる。 



日本キャリア教育学会 2017 年度定期総会資料 

- 25 - 

２．委員会は、委任状を含め、委員の過半数の出席により成立する。 

３．委員会は、出席委員の過半数で議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

４．電子メールでの審議をもって、対面での委員会に代えることができる。 

５．委員長は、審議の結果を理事会・常任理事会に適宜報告する。 

 

第 5条（規程改正） 

本規程の改正は、理事会の議を経るものとする。 

 

附則  

 この規程は、平成 30年 4 月 1 日から施行する 

 

７．国際交流委員会規程の新設（事務局長 京免徹雄） 

日本キャリア教育学会 国際交流委員会規程 

第 1条 （設置）  

 本学会における国際交流に関する事項を審議・処理するため、日本キャリア教育学会会則第 19条（3）に

定められた特別委員会として、国際交流委員会（以下「委員会」という）を設置する。本規程では、第 19

条（4）に則り、委員会の組織及び運営に関して必要な事項を定める。 

 

第 2条（組織）  

 １．委員会は、10 名以内の委員から構成する。 

 ２．委員会には委員長と副委員長を置く。 

 ３．委員長は委員会の業務を統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在の際にはその代理を務

める。 

 ４．委員長は、理事会の議を経て、会長が理事より任命する。 

 ５．副委員長およびその他の委員は、委員長の推薦に基づき、会長が会員より任命する。 

 ６．委員長、副委員長、委員の任期は 2ヵ年とし、再任を妨げない。 

  

第 3条（審議・処理） 

 委員会は、次の事項を審議し、処理する。 

  （１）IAEVG（国際キャリア教育学会）およびARACD（アジア地区キャリア発達学会）と本学会との

連携・協力 

  （２）キャリア教育に関する研究・実践の国際化を推進するための方策 

  （３）本学会の国際化をはかるための方策 

  （４）その他、理事会が認めた事項 

 

第 4条（運営） 

１．委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

２．委員会は、委任状を含め、委員の過半数の出席により成立する。 

３．委員会は、出席委員の過半数で議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

４．電子メールでの審議をもって、対面での委員会に代えることができる。 

５．委員長は、審議の結果を理事会・常任理事会に適宜報告する。 

 

第 5条（規程改正） 

本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。 

附則 この規程は、平成 29年 4 月 16日から施行する 
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８．キャリア・カウンセラー資格認定制度の改正（キャリア・カウンセラー資格認定委員長 本間啓二） 
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９．40周年記念誌の作成（事務局長 京免徹雄） 

・次年度、本学会は創立 40 年を迎える。かつて日本進路指導学会 20年誌が発行されたことを鑑み、日本キ

ャリア教育学会 40 年誌を発行する。 

・会長の下に記念誌編纂のためのワーキング・グループを組織し、作業にあたる。内容については、20 年誌

以降の研究大会とセミナーの記録（80 頁程度）と特集（20 頁程度）を予定する。 

・作成費用として、記念行事積立会計より約 70万円、一般会計より 30 万円の支出を見込む。 
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１０．地区部会会計の国際文献社への委託（事務局長 京免徹雄） 

・源泉徴収税の支払い、およびマイナンバー制度に対応するため、2018 年度から研究地区部会会計を国際文

献社に業務委託する（見積もり金額 22万 320円）。 

・会計委託費として「200 円×前年度の会費を納めた会員数分」を各地区より徴収し、残りは学会本体で負

担する（2016年度で仮定すると、18万 9,000 円を地区部会から徴収、3万 1,320 円を本体負担）。 

・地区部会の負担額は、前年度の委託費用をふまえて毎年度見直す。 

・繰越金については、これまでの繰越金は各地区で支出できるが、新たな繰越は認めない（未執行の予算は

単年度ごとに学会本体に戻入する）。 

 

１１．2018年度予算（案）（事務局長 京免徹雄） 

 

１２．名誉会員の推薦（会長 三村隆男） 

 2016 年度第３回理事会の決定に基づき、以下 2 名を名誉会員として推薦する 

竹内 登規夫 会員 

坂本 昭 会員 

 

１３．第 36回研究セミナー開催(案) （会長 三村隆男） 

会場：未定 

準備委員会委員長：未定 

担当地区：近畿研究地区部会 

日程：未定 

 

１４．第 40回研究大会・定期総会開催（案）（会長 三村隆男） 

会場：早稲田大学 早稲田キャンパス （〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1） 

準備委員会委員長 ：三村隆男 会員 

日程：2018年 11月 9日（金）～11 日（日） 

 

１５．その他 

 


