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報 告 事 項 

 

【学会活動報告】  

1. 2019年 10月～2020年８月までの主な活動（会長 下村英雄） 

・研究大会・研究セミナーの開催： 

第 41 回研究大会（大会実行委員長 白井章詞、2019 年 11 月 9 日（土）～10 日（日）、長崎大学文教キ

ャンパス） 

講習会：キャリア教育研究への教育学的アプローチ―海外でのフィールドワークを事例として―（研究推

進委員会、2020年 2月 22日、学習院大学） 

調査：2019年度 キャリア教育に対する意識調査（研究推進委員会、2020年 2月） 

・学会誌、ニューズレターの発行： 

『キャリア教育研究』：第 38巻第 2号（2020年 3月 31日発行） 

第 39巻第 1号（2020年 9月 30日発行） 

ニューズレター： 第 112号 2019年度・夏号（2019年 9月 30日発行） 

第 113号 2019年度・秋号（2019年 12月 24日発行） 

第 114号 2019年度・冬号（2020年 2月 29日発行） 

第 115号 2020年度・春号（2020年 4月 30日発行） 

第 116号 2020年度・夏号（2020年 7月 31日発行） 

・キャリア・カウンセラー資格認定  

・日本キャリア教育学会編『新版 キャリア教育概説』の発行 

 

2. 会員の状況（事務局長 京免徹雄）  

2019年度の定期総会（2019年11月9日）より2020年度第2回理事会（2020年8月30日）までに71名の新

会員が承認され入会した。退会者は93名である（入退会とも資料1参照）。これより2020年8月30日時点で1,048

名（一般会員883名、一般（学生）会員109名、一般（70歳以上）会員32名）、名誉会長1名、名誉会員8名、

賛助会員15団体となった。 

＊総会成立要件については、2020年度第2回理事会（2020年8月30日）において承認を受けた一般会員数

1,048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 

2019 年度第 2 回常任理事会 2020 年 1 月 12 日（土） オンライン（Zoom）・国際文献社パブリッシ

ングセンター 

2020年度第 1回常任理事会 2020年 4月 12日（日） メール審議 

2020年度第 1回理事会   2020年 6月 21日（日） オンライン（Zoom） 

2020年度第 1回新理事会合 2020年 8月 30日（日） オンライン（Zoom） 

2020年度第 2回理事会   2020年 8月 30日（日） オンライン（Zoom）  

2020年度第 3回理事会・第 2回新理事会合（合同）  2020年 10月 10日（土） オンライン（Zoom） 
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・後援名義使用承諾 

ユース・エンタプライズ トレードフェア 2020（トレードフェア実行委員会 2020年 11月 29日開催） 

第 12回日本語大賞（特定非営利活動法人 日本語検定委員会 2021年 3月表彰） 

 

・共催 

 なし 
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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） 

(１)学会誌編集状況 

 ・2019年度の論文の投稿・審査状況 

新規投稿論文 16本  

【査読結果】 再審査 10本 修正採択 1本 不採択 5本 

 ・再審査論文（2020年 1月以降） 6本 

【査読結果】 採択 1本  再審査 2本 不採択 3本  

・2020年度の論文の投稿・審査状況 

新規投稿論文 9本 

【査読結果】 再審査 4本  不採択 2本 審査中 3本 

   

（２）『キャリア教育研究』の発行 

  〇第 38巻 1号を 2019年 9月 30日付で発行 

   ・掲載論文 1本 

・日本キャリア教育学会第 40回研究大会基調講演（ダリル・T・ヤギ先生） 

  〇第 38巻 2号を 2020年 4月 3日付で発行 

・採択論文 2本、 

・日本キャリア教育学会国際交流委員会主催 「国際交流セミナー」の基調講演 

 （2019 年 8 月 22 日に実施、コリーン・マルチネズ博士） 

   ・倫理に関する留意事項（倫理委員会 若松先生） 

  〇第 39巻 1号を 2020年 9月 30日付で発行予定 

   掲載論文 2本 

 

（３）その他 

①論文投稿時に提出していただく「ケース研究と実践研究論文」のチェックリストについて、この研究に即

した倫理規定を策定した。今後は、投稿時に通常のチェックリストに加えて、このチェックリストも提出

していただく。 

②論文投稿方法を従来の方式からメールによる投稿に変更した。そのため、執筆規定、編集委員会からのお

願い、論文投稿チェックリストについて、メールでの投稿に関わる文書の追加をした。なお、投稿希望が

ある場合には事前に事務局に問い合わせをお願いしたい。 

③キャリア教育に掲載する内容については、国際セミナーなどの講演内容なども、常任編集委員会の審議を

経て、掲載できるようにした。 

 

２．研究推進委員会報告（委員長 浦上昌則） 

（１）web連載 

 おおむね月一回の更新で進行中。今期中は同様のペースで継続を予定。 

 

（２）講習会，研究会等 

・2019年 11月 9日 研究大会時 質的研究勉強会 

・2020年 2月 22日 キャリア教育研究への教育学的アプローチ―海外でのフィールドワークを事例として― 

      学会 webにて開催レポートを公開 
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（３）委員会企画：会員調査 

 2020年 2月にweb を利用した調査を実施。その結果は，2020年 10月より公表を予定している。 

 

３．情報委員会報告（委員長 家島明彦） 

（１）ニューズレター配信（年 4回）  

・特集テーマを決めて年 4回（春号・夏号・秋号・冬号として）発行 

→テーマ設定から執筆者選出、原稿依頼、督促、編集・校正まで委員が担当する体制を確立 

＜2019年度＞ 特集テーマ「新しい時代のキャリア教育について様々な立場から考える」 

 春号（6月末発行）   （第 1弾 国家公務員・政府関係者に聞く） 

  夏号（9月末発行）   （第 2弾 実務家・実践家に聞く） 

  秋号（12月末発行）   （第 3弾 起業家・アントレプレナー育成関係者に聞く） 

  冬号（2月末発行）   （第 4弾 学校現場（小中高）の担当者に聞く） 

＜2020年度＞ 特集テーマ「キャリア教育の多様性」 

 春号（4月末発行）   （第 1弾 外国にルーツを持つ子どものキャリア教育） 

  夏号（7月末発行）   （第 2弾 障がい学生のキャリア教育） 

  秋号（10月末発行予定） （第 3弾 ジェンダーから見たキャリア教育 1 性的マイノリティ 

  冬号（1月末発行予定） （第 4弾 ジェンダーから見たキャリア教育 2 女性） 

（２）メールニュース配信（随時）   

・依頼があり次第すぐ対応（2019/11/9～2020/8/15の配信 15回：月 1.6回ペース） 

→随時無料で迅速に配信できる体制を確立 

 

（３）ウェブサイト更新（随時） 

・依頼があり次第すぐ対応（2019/11/9～2020/8/15の更新 27回：月 3回ペース） 

→随時無料で迅速に更新できる体制を確立 

 

（４）ミーティング開催（対面、オンライン、メーリングリスト） 

・大会 2日目の昼に情報委員会（対面会議）を開催 

→委員の顔合わせ、課題の共有、今後の方針検討を実施 

・必要に応じてオンライン会議（Zoomミーティング）を開催 

 ・メーリングリストで随時やりとり 

 

（５）委員会の体制 

 委員長：家島明彦（大阪大学） 

副委員長：渡部昌平（秋田県立大学） 

 委員：京免徹雄（筑波大学）、長尾博暢（鳥取大学）  

      高丸理香（静岡大学）、竹内一真（多摩大学） 

橋本賢二（人事院）、本田周二（大妻女子大学） 

     市村美帆（和洋女子大学） 
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４．キャリア・カウンセラー資格認定委員会報告（委員長 渡辺芳生） 

（１）講座関連 

  ① 第一回「研修講座」（第 37回研究セミナー開催時）※新型コロナ感染拡大のため中止 

    2020年 6月 27日（土） 会場：岡山国際交流センター ３F研修室 

     I：9：30～11：00 

          a分野（キャリアに関する理論と活用） 

          講師：広島文教大学教育学部 新見 直子 先生  

          テーマ「人生 100年時代のキャリア発達」 

         II：11：10～12：40 

           ｂ分野(カウンセリングスキルの理論と実践) 

         講師：香川大学医学部 野口 修司 先生 

         テーマ：「ブリーフセラピー入門～コミュニケーションによる問題解決～」 

 

    第二回「研修講座」（第 42回研究大会開催時） 

    2020年 10月 10日（土） 9：00～12：10  【オンライ開催に変更】 

     I：9：00～10：40 

     d 分野 産業・職業理解と実践的支援 

     「中小企業のチャレンジ～ジョブカード導入と効果～」 

        NPO法人学生キャリア支援ネットワーク 事務局長 橋本 光生 先生 

    II：10：50～12：10 

     c分野 学校教育・キャリア教育の理解  

     「『チーム学校』におけるキャリア・カウンセラーへの期待」  

     日本スクールカウンセリング推進協議会 理事長 

     東京成徳大学 心理学研究科長 教授 石隈 利紀 先生 

     ※今回は「録画視聴」での受講も予定。 

 

 

 ②「基礎講座」※新型コロナ感染拡大のため中止 

     2021年 1-3月の間で関西地区での「基礎講座」開講に向けて、立命館大学 中川洋子 先生と準備を

していたが中断中。 

      

 

 ③「基礎講座」のオンライン化、「資格取得面接試験」オンライン化検討中 

 

（２）資格更新者：12名 

（３）新規取得者：0名 （申請者は 2名 いずれも 10/11にオンライン面接で調整中） 

（４）委員会活動 

  【メール会議】 

   11月 29日 議題 11/10議事録送付、「研修講座」受講料内規の件 

    1月 16日 議題 「更新時期案内サービス」検討 

    4月 1日 議題 各委員所属確認 

    5月 18日  議題 「更新時期案内サービス」内容決定、面接試験オンライン化検討 

    6月 3日 議題 オンライン会議日程調整 

  【オンライン会議】※Zoomによる会議 

    7月 11日  議題 「研修講座」「基礎講座」「面接試験」のオンライン化について  
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（５）資格取得者の更新時期案内サービス 

   2020年 7月より開始、 

   資格取得・更新 4年目以降の方を対象に年２回（6・12月）に郵送 

   ※ 関連講座案内を含め、講座受講も促進 

（６）ガイダンスカウンセラー取得者：2名 

      ※ 申請期間:2020年 9月 1日（火）～2020年 9月 30日（水） 

 

５．倫理委員会（委員長 若松養亮） 

 倫理委員会では、当初の活動計画に従い、以下のことに取り組んだ。 

（１）倫理規程制定の検討 

 すでにある倫理綱領以外に倫理規程を制定する可能性を検討した。すでに倫理規程を備えた学会のものを

倫理綱領と比較検討したところ、草案の作成にはかなりの手間と時間がかかることが予想された。その手間

や時間に合う益があるかとなると、大部な規程をつくるよりも、倫理規程の個々の条項について、次項に示

すような具体的、かつ会員に目に留めてもらえるような啓発活動を行った方が有益であるとの結論が得られ

た。したがって、倫理規程の制定については見送るとの結論となった。 

 

（２）倫理的問題についての啓発発動 

 この１年間では、「キャリア教育研究」第 38巻 2号に「研究倫理に関する留意事項」と題する文章を委員

長名で掲載した。これは主に、学会機関誌に投稿を考えている会員に、研究または実践を行うに際して留意

してもらいたい事項を、近年の編集委員会で問題になったことがらを中心に報告し、注意・再考を促すもの

であった。１に述べたように、今後の倫理委員会では、このように機関誌やニューズレターなどを通して、

倫理問題の個別・具体的な情報の共有と啓発を促していく計画である。 

 

（３）常置委員会として継続する可否の検討 

今期、当委員会発足の折に下村会長から、当委員会の発展的解消や、より緊急性・重要性の高い委員会に

リソースを向ける可能性の検討を依頼されていた。これについても協議を行った結果、「常置委員会」あるい

はそれと同等の位置づけでこの委員会を継続していく意味があるとの結論となった。それは第１に、学術団

体として倫理の問題を重要視していく姿勢を内外に示すことは必要であろうという理念的な意味、第２には

研究・実践・論文執筆等で日々問題となる倫理の問題を注視し、また前項で述べたように啓発していく実践

主体としての意味からである。 

 

６．国際交流委員会（委員長 岡部敦） 

（１） 国際交流委員会の 2020年度体制 

 委員長：岡部 敦（札幌大谷大学）  副委員長：藤田晃之（筑波大学） 

 委員：家島明彦（大阪大学）、西美江（関西女子短期大学）、三村隆男（早稲田大学）、 

        ライアン優子（静岡大学）、宮古紀宏（国立教育政策研究所） 

 

（２） 2020年度の活動報告 

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  

① IAEVG関係 

 ・2020年大会の延期 

  開催地：Riga, Latvia 開催日程：2021年 4月 27日〜4月 29日に日程変更 

（当初の日程：2020年 10月 20日（火）〜22日（木）） 
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＊今後の COVID19 の感染状況によってオンライン開催の可能性もある（最終決定は 2021 年

2/26） 

＊現在、発表申し込み受付中（締め切り：10月 15日） 

 ・2020年度 IAEVG総会 

  2020年 11月 4日（水）13:00 (UTC)(日本時間で同日の 22:00) Zoom開催 

②  ARACD関係 

 ・2020年大会の延期 

   開催地：クアラルンプール、マレーシア（ルネッサンスホテル） 

   開催日：2021年 11月に延期 （当初の日程：2020年 11月 19日（木）-21日（土）） 

  *オンラインでの交流を数名の理事（インド、パキスタン）が提案 

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 

 ・国際交流セミナーについて（2019年 8月実施、会場：早稲田大学） 

基調講演及びシンポジウムの書き起こし原稿を紀要に掲載 

 

（３） 今後の活動計画 

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  

① IAEVG2021年大会 

上記の延期日程について学会HPにて会員に告知 

② IAEVG National Correspondents への協力 

IAEVG副会長である藤田先生と連携をとりながら、岡部が対応する 

③ ARACD関係 

  ・ARACD事務局(Head Quarter)としての業務、 

引き続き岡部が事務局長の業務を行う 

ARACD のHPは、日本キャリア教育学会のHPの英語ページにリンク 

（サーバーも学会HPに移行する） 

  次期ARACD理事会・総会での提案事項 

  ・次期役員体制 

会長：Steven, 副会長、金先生（次期大会ホスト国）、三村先生（本来は、

前大会ホスト国ですが、次期大会と重なっているため・・・） 

  ・会員拡大について 

今後は機関会員（例：日本は日本キャリア教育学会、韓国は現地法人など）を中

心に構成する  ＊組織会員の会費設定などは別途協議する 

  ・次期（20201年マレーシア大会以後）について 

2023年に韓国NYPIで受け入れ内諾（IAEVG大会と合同での実施を計画） 

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 

①国際交流セミナーについて 

・2020 年度の国際交流セミナー（12 月実施、会場：早稲田大学）Linked Learning

について →今年度の実施は見送りの予定 

②2020年日本キャリア教育学会研究大会（会場：筑波大学）への支援 

  →Webinar開催となった 

③日韓ラウンドテーブル 

→実施に向けて調整中 

④ 学会HPの英語ページ作成 

→日本キャリア教育学会の概要を英文で説明したページを増やす（ARACD

のHPとリンク） 
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⑤ 本学会の研究成果を海外に発信する（継続案件） 

  ・研究紀要の英文タイトルとアブストラクトをHPに掲載 

  ・研究大会の発表者の英文タイトル一覧をHPに掲載 

  ＊紀要編集委員会および研究大会実行委員会との連携 

   →引き続き検討し、実施に向けて努力する 

③ 研究大会での英語セッションの改善について（継続案件） 

発表者以外の発表者と参加者の拡大を図るための工夫 

→例えば、英語セッションを一般公開にし、聞きに来る人のハードルを下げる、発表

者と参加者を交えたディスカッションを充実したものにする（座長によるファシリテ

ーション）→2021年度大会実行委員会への協力 

３）今後の活動について  

引き続き、IAEVGの組織会員として、国際レベルでのキャリア教育の推進に貢献し、ARACDの

事務局担当組織として、アジア地区のキャリア教育をリードする役割を果たすことを活動の方針

とし、加えて、日本のキャリア教育研究及び実践を国外に広く伝える役割を果たすことを継続し

たい。 
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【研究大会報告】 

1．第 41回研究大会報告（大会実行委員長 白井章詞） 

2019年 11月 9日（土）～10日（日）、長崎大学文教キャンパスにて開催 

テーマ：キャリア教育の射程を問い直す 

参加者：延べ約 300名 

発表件数：84件（口頭発表 53件、ポスター発表 29件、ワークショップ 2件） 

学会誌 38巻第 2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) 2019年 6月 29日（土）13時～16時 

2019年度第 1回研究会  

会場：小樽商科大学札幌サテライト 

内容：困難を抱える若者の就労支援～ユースワーカーの現場から～ 

話題提供者：札幌市若者支援総合センター副館長 田中基康氏 

内容：バルネラブルな若者への学習の機会を確保する取り組み(カナダ・アルバータ編) 

 話題提供者：札幌大谷大学 岡部敦先生 

 

（２）2020年 3月 7日（土）14時～17時 

2019年第 2回研究会※コロナウイルスのため中止 

会場：東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス 

内容：教職科目の工夫・改善（教員養成の工夫） 

話題提供者：吉崎聡子先生（弘前大学） 

      半澤礼之先生（北海道教育大学釧路校） 

 

総会（※メール稟議に変更） 

○役員体制 

代 表：渡部昌平（秋田県立大学） 

副代表：岡部敦先生（札幌大谷大学） 

富永美佐子先生 (福島大学)  

 会 計：吉中淳先生（弘前大学） 

幹 事：吉野泰正先生（北海道旭川永嶺高等学校） 

沼山博先生（山形県立米沢栄養大学） 

中村修先生（東北福祉大学福祉心理学科） 

竹本由香里先生（岩手保健医療大学） 

松田侑子先生（弘前大学） 

吉崎聡子先生（弘前大学） 

石戸谷繁先生（東北女子大学） 

半澤礼之先生（北海道教育大学釧路校） 

 

 (３) 2020年 8月 29日（土）13時～15時半 

2020年度第１回研究会※オンライン開催 

会場：zoom（オンライン上） 

内容：コロナ時代のオンラインによる就職支援とフィールドワークについて 

話題提供者：森雅人先生（札幌大谷大学） 

      山下成治先生（札幌大谷大学） 

 

 (３) 2020年 11月 14日（土）午後（予定） 

2020年度第 2回研究会※オンライン開催を想定 

会場：zoom（オンライン上） 

内容：教員・保育士養成の工夫 

話題提供者：吉崎聡子先生（弘前大学） 
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      半澤礼之先生（北海道教育大学釧路校） 

松田侑子先生（弘前大学）（予定） 

 

２．関東地区部会活動 

（１）2019 年度 日本キャリア教育学会関東地区部会活動報告（11月総会以降）  

①第７回 関東地区部会キャリア教育研修会 

< テーマ >：多様なキャリア形成を考える《第１弾》 学校教育と LGBT 

日程：2019 年 11 月 23 日（土）  

場所：早稲田大学 早稲田キャンパス「国際会議場」３階会議室  

※主催 早稲田大学教育・総合科学学術院教育会，早稲田キャリア教育研究会共催 

 

②第８回 関東地区部会キャリア教育研修会 

< テーマ >：外国籍児童生徒とキャリア教育 ー増える外国籍の子どもたちの学びをどう保障するかー 

日程：2020 年 1 月 18 日（土）  

場所：早稲田大学早稲田キャンパス 16 号館 106 教室 

※主催 早稲田大学教育・総合科学学術院教育会，早稲田キャリア教育研究会共催 

 

(２) 2020 年度 日本キャリア教育学会関東地区部会活動計画（一部実施済） 

①関東地区部会代表・副代表オンライン会議 2020年 7月 23日（金） 

 

②2020年度第 1回研究会 2020年 11月 29日（日） Zoomによるオンライン開催 

テーマ  セカンド・キャリア・ティーチャー（SCT）–民間から教育に参入する– 

講師 

平川理恵様（広島県教育長） 

渡辺研悟様（教職大学院修了生 神奈川県立大和南高等学校) 

中原健聡様（Teach For Japan 代表理事） 

 

３．中部地区部会活動 

（１）2019年度活動報告 

 

１）第 1回研修会（令和元年 5月 12日）一宮市市民活動センター A・B 連結会議室 

【第１部】 講演 

テーマ：「公認心理師の視点から実践的指導法の一考察」―メンタルヘルスと実践的支援力― 

講 師：赤田 太郎氏 四條畷学園短期大学 ライフデザイン総合学科 専任講師  

 【第２部】 シンポジウム 

 テーマ：「大学・高校現場におけるメンタルヘルスと生徒指導の在り方」 

  パネリスト    赤田 太郎  四條畷学園短期大学 ライフデザイン総合学科 専任講師 

           服部 文彦  南山大学講師、中部研究地区部会会長 

           松本 禄生  愛知県立豊田東高等学校 教諭 

  コーディネーター 西脇 あきほ 修文女子高等学校  教諭 

 

日本キャリア教育学会第 37回研究セミナー（令和元年 6月 30日） 

名古屋都市センター 第 3第 4連結会議室 
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【第１部】 基調講演 

 テーマ：「高等学校学習指導要領策定をキャリアの視点から考える」 

 講 師：笹尾 幸夫氏 南山大学教職センター  教授 

    元国立教育政策研究所教育課程調査官 兼 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 

【第２部】 シンポジウム 

 テーマ：「新学習指導要領とキャリア教育の指導法について」 

  パネリスト    笹尾 幸夫  南山大学 教職センター 教授 

            服部 文彦  南山大学 教職センター 講師 

中部研究地区部会会長 

           伊東 めぐみ 四条畷学園短期大学 専任講師 

           青野 也寸志 宮城県鹿島台商業高等学校  進路指導部長 

           西脇 あきほ 修文女子高等学校 教諭 

  コーディネーター  岸  弘市  日本キャリア教育学会中部地区研究部会 副会長 

                  石川県スクールカウンセラー 

 

２）第 2回研修会（北陸研修会）(令和元年 10月 26日) 

金沢工業大学 15号館 3階 15-306号室（稲垣研究室） 

【第１部】 講演 

 テーマ：「子どもたちの幸せの実現を総合力で支える～学校事務職員の考えるチーム学校～」 

 講 師：上野 聡美氏 金沢市立犀川小学校事務主査 

【第２部】 シンポジウム 

 テーマ「効果的なチーム学校の実現に向けて」 

  パネリスト    上野 聡美  金沢市立犀川小学校事務主査 

           白木 みどり 金沢工業大学 教授 

広野 雅子  富山県スクールカウンセラー 

  コーディネーター  岸  弘市  日本キャリア教育学会中部地区研究部会 副会長 

石川県スクールカウンセラー 

 

３）第 3回研修会（北陸研修会）（令和 2年 2月 1日）金沢工業大学 15号館 2階 15-206号室 

【第１部】 講演 

 テーマ：「中小企業における『心の健康づくり計画』を足がかりとした従業員のキャリア教育 

について」 

 講 師：吉田 悦子氏  森長電子株式会社経営管理部長 

      岸  弘市氏  日本キャリア教育学会中部地区研究部会 副会長 

     白木 みどり氏 金沢工業大学 教授 

【第２部】 意見交換懇親会 

会 場：楼外楼(中華料理)石川県野々市市若松 19-16 

 

４）第 4回研修会（令和 2年 3月 7日）一宮市市民支援センター会議室Ｂ 

講演テーマ：働き改革における問題点―企業の求める人材と学校教育への要望 

【第１部】 講演 

 テーマ：「企業の求める人材 ―課題解決能力をいかに高めるか― 」 

講 師：小泉 健司氏  キャリア研究オフィス代表 

       三浦  玲 氏  明治大学就職キャリア支援センター 

      杉本 勝美氏  愛知県立刈谷東高等学校 教諭 

      服部 文彦氏  南山大学教職センター講師 
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日本キャリア教育学会中部地区部会代表 

【第２部】 講演 

 テーマ：「高等教育機関におけるインストラクショナルデザイン手法で設計した 

キャリア支援プログラム」 

講 師：三浦  玲 氏  明治大学就職キャリア支援センター 

      小泉 健司氏  キャリア研究オフィス代表 

      杉本 勝美氏  愛知県立刈谷東高等学校 教諭 

      服部 文彦氏  南山大学教職センター講師 

日本キャリア教育学会中部地区部会代表 

  

【第３部】 シンポジウム 

 テーマ：「企業と学校が捉えるキャリア教育のずれと展望」 

   パネリスト    小泉 健司  キャリア研究オフィス代表 

           三浦  玲    明治大学就職キャリア支援センター 

田原 数哲  豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科 専任講師 

長坂 廣幸  6NPO連合・キャリア 夢叶塾  総塾塾長 

日本キャリア教育学会中部地区研究部会事務局長 

  コーディネーター 服部 文彦  南山大学 教職センター 講師 

日本キャリア教育学会中部地区部会代表 

 

（２）2020年度活動計画 

2020年 9月 6日  第１回研究セミナー 金沢開催 

2020年 12月 6日  総会、第２回研究セミナー開催 

2021年 2月 第３回研究セミナー開催予定 

 

４．近畿地区部会活動 

（１）2019年度 活動報告 

①近畿地区部会役員会 

2019年度 第３回 

  日時：2019年 4月 13日（土）11:00-13:00 

  会場：カフェ＆バーウミノ（長崎市尾上町 1-1） 

  2019年度 第４回 

  日時：2020年 3月 16日（月）10:00-11:00 

  会場：Zoomミーティング 

②近畿地区部会総会・研究会 

 2020年 7月 11日（土）に大阪大学（豊中キャンパス）で総会および中国・四国地区部会との合同研究会

「アスリートのキャリア教育」を開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響（感染拡大予防）を考慮

し、７月の総会・合同研究会は中止を決定。 

（２）2020年度 活動計画 

①中国・四国／近畿地区部会合同研究会 

  日時：2020年 9月 27日（日）午後 

  会場：Zoomミーティング 

  テーマ：コロナ禍のキャリア教育・キャリア支援―実践の軌跡・これからの針路 

  登壇者：松下眞治先生（大阪市立都島工業高等学校）他予定 
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②近畿地区部会総会 

  日時：2020年 9月 27日（日）午後 

  会場：Zoomミーティング 

 

５．中国・四国地区部会活動 

（１）2020 年度 日本キャリア教育学会中国・四国地区部会活動計画・報告 

①第 38回研究セミナー（兼・中国四国地区部会 研究会）の開催見送りについて 

 このことについては昨年より地区部会内で準備を進めてきたが（テーマ：地域・地方とキャリア教育）、昨

年度末あたりから国内での新型コロナウイルスの感染拡大が急速に進み、当初予定していたセミナーの実施

形態のまま安全・確実に催行することが今後も困難であると考えられたため、地区部会役員内での協議、本

部執行部への相談を経て、「開催見送り」※とした。 

（※：「中止」ではなく、コロナ問題の見通しをふまえて開催を再検討するという含意。） 

 

（会員向けアナウンス全文） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中国・四国地区部会役員会（オンライン） 2020年 6月 27日 

③中国・四国／近畿地区部会 2020年度合同研究会 

  日時 ：2020年 9月 27日（日）午後 

  会場 ：Zoomミーティング 

  テーマ：コロナ禍のキャリア教育・就職支援（仮） 

  登壇者：松下眞治先生（大阪市立都島工業高等学校）他予定 

 

６．九州・沖縄地区部会活動 

（１）2020 年度 日本キャリア教育学会九州・沖縄地区部会活動報告  

①九州・沖縄地区部会役員会（2020年度） 

第 1回 

日時：2020年 7月 25日(土) 11：00～12：30 

会場：ZOOM開催  

議題：第 20回 地区研究大会の内容について 

第３８回 研究セミナー（６月２７日（土））の開催見送りについて 

 

日本キャリア教育学会 中国四国地区部会では、第３８回 研究セミナーを来たる６月２７日

（土）、岡山国際交流センターを会場に開催するとご案内しておりましたが、新型コロナウイ

ルス問題の今後の終息（収束）が見通せないことから、同日・同会場での開催を見送ることと

いたしました。また、この日に予定されておりました２０２０年度 第１回 キャリア・カウン

セラー研修講座につきましても、同様に開催を見送ります。参加をご予定くださっていた皆様

にはたいへんご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

 なお、研究セミナーならびにキャリア・カウンセラー研修講座のいずれも、新型コロナウイ

ルス問題が落ち着きをみせた段階で開催時期や会場等を再検討いたしまして、あらためてご案

内申し上げます。 

 

中国四国地区部会 代表  長尾 博暢 
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報告：令和元年度の収支報告および令和 2年度の予算について 

 

②九州・沖縄地区 第 20回研究大会（予定） 

テーマ：『コロナ禍における進路指導・キャリア教育の探索』 

日時：調整中 

内容 

（１）基調講演   

（２）報告者 

１）行政の視点から 

２）教育現場からの現状報告１（高校） 

３）教育現場からの現状報告２（大学） 

（３）パネルディスカッション 
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【理事会報告】  

1. 研究大会優秀発表賞に関する内規修正（事務局長 京免徹雄）  

 

 現状に合わせて文言を微修正した。 

 

・日本キャリア教育学会 研究大会優秀発表賞に関する内規 

現
行 

第１条（目的） 

学会は、研究大会優秀発表賞に関して本内規を定める。同助成は、キャリア教育に関する若手研究

者の研究奨励を図ることを目的に、毎年開催される研究大会において、優秀であると認められる研究

発表（口頭発表あるいはポスター発表を指す、シンポジウムやラウンドテーブル等は含まない。連名

でも可能であるが筆頭発表者であること）を表彰するものである。 

第５条（審査基準） 

 各選考委員は、大会発表論文集に掲載された発表要旨について、次の 4観点から評定する。 

第６条（審査期間） 

選考委員会は当該年度の研究大会原稿締め切り日から 2か月以内に審査を行い、その結果を理事会

において報告する。理事会で承認後、研究大会当日までに受賞者に審査結果を通知する。 

第７条（表彰式） 

 研究大会時に行われる定期総会において受賞者を表彰し、受賞者に賞状を送る。ただし、記念品等

は用意しない。 

附則：この内規は、平成 31年 4月 14日より施行する。 

 改 

改
正
案 

案  

第１条（目的） 

学会は、研究大会優秀発表賞に関して本内規を定める。同賞は、キャリア教育に関する若手研究者

の研究奨励を図ることを目的に、毎年開催される研究大会において、優秀であると認められる研究発

表（口頭発表あるいはポスター発表を指す、シンポジウムやラウンドテーブル等は含まない。連名で

も可能であるが筆頭発表者であること）を表彰するものである。 

第５条（審査基準） 

各選考委員は、大会発表論文集に掲載された発表原稿について、次の 4観点から評定する。 

第６条（審査期間） 

選考委員会は当該年度の研究大会原稿締め切り日から 2か月以内に審査を行い、その結果を理事会

において報告する。理事会で報告後、研究大会当日までに受賞者に審査結果を通知する。 

第７条（表彰） 

 研究大会時に行われる定期総会において受賞者を公表し、後日に受賞者に賞状を送る。ただし、記

念品等は用意しない。 

附則：この内規は、平成 31年 4月 14日より施行する。 

（2） 令和 2年 4月 12日 一部改正 

 

２. 日本スクールカウンセリング推進協議会等との連携（事務局長 京免徹雄）  

 

ガイダンスカウンセラーが本学会の研究大会、研究セミナー、地区部会の開催する研究会等に参加する場

合、会員料金で参加できるようにした。参加にあたっては、ガイダンスカウンセラーの資格の保持について

登録者番号を確認する。人数制限がある場合は学会員を優先する。 
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2020年度 学会表彰  

１）学会賞（藤本賞）（選考委員会委員長 高綱睦美） 

 

委員長：高綱睦美（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）  若松養亮（倫理委員会委員長）  

渡辺芳生（キャリア・カウンセラー資格認定委員長）  三村隆男（学会員）  永作 稔（学会員） 

 

受賞者： 古川 雅文 氏 

  

古川雅文氏は、約 40 年間にわたって進路指導・キャリア教育に関する研究に邁進されてきた。それらの

研究成果は、『進路指導研究』『心理学研究』などさまざまな学会誌に論文として掲載されている。特に、「新

入学に伴う新入生の新環境移行時における適応過程」の第一人者として、教育心理学の視点からの鋭い分析・

考察は、学界内で高く評価されている。また社会貢献活動では、兵庫県立教育研修所心の教育総合センター

所長を務めるなど、近畿地区の教育の発展に寄与し、兵庫県教育長感謝状および兵庫県功労者表彰を授与さ

れている。さらに、本学会においては理事や倫理委員会委員長、さらには、学会誌編集委員を長年務められ

るなど、多大な貢献がある。 

 

 

２）学会功労賞（会長 下村英雄） 

 

受賞者： 三宅 章介 氏 

 

三宅章介氏は、長年にわたって本学会の理事、学会誌編集員、副会長などを務め、本学会の発展に貢献し

てきた。特に学会名称選定委員会委員長として、「日本キャリア教育学会」の誕生への道筋を作ったことは、

特筆に値する。さらに地区部会においても積極的に活動を行い、地域におけるキャリア教育および学会組織

の拡大・充実にも大きく寄与した。以上の理由から、三宅氏が「本会の運営に顕著な功績」を残したと判断

し、学会功労賞を授与する。 

 

 

３）40周年記念若手研究助成（選考委員会委員長 高綱睦美） 

  ※選考委員は学会賞（藤本賞）選考委員会と同じ 

 

採択者： 家島 明彦 氏    

芦沢 柚香 氏 
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審 議 事 項 

1． 2019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 榎本和生、白木みどり） 
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２．名誉会員の推薦（会長 下村英雄） 

 2020年度第 1回理事会の決定に基づき、以下 1名を名誉会員として推薦する 

野淵 龍雄 会員 

 

 

３．2021年度予算（案）（事務局長 京免徹雄） 
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４．理事・監事選挙結果について（選挙管理委員長 藤田 晃之） 

投票期間：2020年 7月 1日~15日  開票：2020年 7月 26日  会場：筑波大学・つくばキャンパス 

 

【2020年度選挙管理委員会】 

  委員長：藤田晃之会員（筑波大学）（関東地区）） 

委員：松尾智晶会員（京都産業大学）（近畿地区） 

ライアン優子会員（静岡大学）（中部地区） 

京免徹雄会員（筑波大学）（関東地区）（事務局長） 
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５．新役員体制（案）（会長 下村英雄） 

 

会長  下村英雄（労働政策研究・研修機構） 

 

副会長、常任理事（6名以内）、事務局長、会長指名理事（3名以内）は 10月 10日開催の第 2回新理事会

合にて決定   

 

理事・・・○印は新任（2024年まで任期）、印のない場合は継続（2022年まで任期） 

［地区理事］20名 

北海道・東北地区 ○吉中 淳（弘前大学）、渡部昌平（秋田県立大学） 

関東地区 ○小境幸子（元 川口市立県陽高等学校）、永作 稔（十文字学園女子大学）、 

○三村隆男（早稲田大学）、○望月由起（日本大学）、吉倉英基（東放学園専門学校）、 

渡辺芳生（東放学園映画専門学校） 

中部地区 高綱睦美（愛知教育大学）、○中條敦仁（皇學館大学）、服部文彦（南山大学）、 

○山田智之（上越教育大学） 

近畿地区 ○安達智子（大阪教育大学）、家島明彦（大阪大学）、〇松尾智晶（京都産業大学）、 

若松養亮（滋賀大学） 

中国・四国地区 長尾博暢（鳥取大学）、○春田裕和（弓削商船高等専門学校）  

九州地区 永田萬享（福岡教育大学）、○宮原清（福岡県立西田川高等学校）  

［全国理事］4名 

京免徹雄（筑波大学）、○浦上昌則（南山大学）、下村英雄（労働政策研究・研修機構）、 

○吉本圭一（滋慶医療科学大学院大学） 

 

監事 榎本和生（多摩美術大学）、○萩原俊彦（東北学院大学） 

 

事務局 （株）国際文献社 

 

 

６．第 39回研究セミナー開催(案) （会長 下村英雄） 

会場：未定 

準備委員会委員長：未定 

担当地区：北海道・東北地区部会 

日程：未定 

 

 

７．第 43回研究大会・定期総会開催（案）（会長 下村英雄） 

会場：金沢工業大学・扇が丘キャンパス （〒921-8501 石川県野々市市扇が丘 7丁目 1） 

日程：2021年 11月予定  

準備委員会委員長：白木みどり（金沢工業大学） 
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【資料 １】 

会員異動（2019 年 9 月 22 日～2020 年 8 月 30 日） 

 

●入会者一覧 71名 

 

2019年 9月 22日承認 

（2019年度第 1回理事会） 

3678 南 裕美     近畿地区 

3679 鳴海 雅哉 北海道・東北地区 

3681 鬼塚 拓     九州地区 

3682 服部 豪   中部地区 

3683 宇都宮 大輝 近畿地区 

3685 中村 元紀 九州地区 

3686 大村 美樹子 関東地区 

3687 小田部 貴子 九州地区 

3688 梅本 尚     近畿地区 

3689 竹内 利光 関東地区 

3690 中川 あかり 近畿地区 

3691 伊藤 繁生 中部地区 

3692 三浦 蛍     中部地区 

3693 王 蕾     中部地区 

3694 齊藤 優     関東地区 

3695 黎 巧仁     中部地区 

3696 上田 紋佳 中国・四国地区 

 

2019年 11月 9日承認（2019年度第 2回理事会） 

3698 李 宜貞     関東地区 

3699 峰松 弘子 九州地区 

3700 上野 佳哉 近畿地区 

3701 矢田 憲太朗 九州地区 

3702 貴島 良介 近畿地区 

3703 高見 由満子 関東地区 

5024 株式会社ケイオーパートナーズ  

 

2020年 1月 12日承認（2019年度第 3回常任理事会） 

3705 三浦 玲   関東地区 

3706 本田 陽子 中国・四国地区 

3707 門脇 由紀子 中国・四国地区 

3708 徳永 ミユキ 九州地区 

3709 市石 美寿々 関東地区 

3710 藤澤 麗来 関東地区 

3711 坂倉 みどり 関東地区 

3712 北村 雅昭 近畿地区 

3713 増田 伸子 近畿地区 

3714 藤原 浩  近畿地区 

3715 西田 宗作 近畿地区 

3716 川端 千鶴 北海道・東北地区 

 

2020 年 4 月 12 日承認（2020年度第 1回常任理事会

メール審議） 

3717 水野 武  近畿地区 

3718 庄司 祐子 関東地区 

3719 福田 一仁 中部地区 

3740 西田 篤史 中部地区 

3742 向井 勝也 中国・四国地区 

3743 市村 美帆 関東地区 

3744 小沢 征司 関東地区 

3745 杉原 佳奈 関東地区 

3746 安見 岳人 近畿地区 

3747 加藤 立樹 関東地区 

3748 成田 昌造 北海道・東北地区 

3749 菊井 雅志 近畿地区 

3752 今村 浩章 近畿地区 

3754 寺尾 香那子 関東地区 

3755 吉村 憲治 中部地区 

3756 宇佐美 友那 関東地区 

3757 清水 明子 関東地区 

3758 荒川 文雄 北海道・東北地区 

3789 山岸 慎司 関東地区 

 

2020年 6月 21日承認（2020年第 1回理事会） 

3890 才鴈 武也 中部地区 

3891 湯澤 淳  関東地区 

3892 山本 和男 中部地区 

3893 上山 那々 近畿地区 
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3894 岩崎 達哉  

3895 秋山 勝美 中部地区 

3896 上西 智子 関東地区 

3897 峯 啓太朗 関東地区 

3898 酒井 彩  九州地区 

3899 森野 裕之 近畿地区 

3900 田中 恵子 関東地区 

3901 熊谷 秀則 中部地区 

3903 早川 加恵 九州地区 

3905 肖 蘭     北海道・東北地区 

3906 山田 英樹 近畿地区 

3907 平野 雅子 近畿地区 

 

●退会者一覧 93名 

 

2019年 9月 22日承認（2019年度第 1回理事会） 

2047 阿部 一也 関東地区 

2558 波多野 純 中部地区 

2685 市原 正隆 中部地区 

3499 大井 徹也 中部地区 

 

2019年 11月 9日承認（2019年度第 2回理事会） 

2198 白井 智也 関東地区 

2200 長田 敏行 中部地区 

 

2020年 1月 12日承認（2019年度第 3回常任理事会） 

1979 黒岩 貴 関東地区 

2763 金澤 良昭 関東地区 

3426 久保 幸代 関東地区 

3704 野口 久美子 九州地区 

 

2020 年 4 月 12 日承認（2020年度第 1回常任理事会

メール審議） 

1056 池田 英乗 関東地区 

1673 伊藤 由美子 近畿地区 

1685 小島 喜與徳 関東地区 

2016 笹 のぶえ 関東地区 

2021 山形 時雄 関東地区 

2317 出口 光     関東地区 

2349 橋場 論   九州地区 

2502 大槻 香子 北海道・東北地区 

2826 中村 博     中国・四国地区 

3115 福田 啓子 関東地区 

3158 溝上 広樹 九州地区 

3165 森 登紀子 近畿地区 

3236 片山 康予 近畿地区 

3423 佐藤 賢治 中部地区 

3428 土井 芳美 近畿地区 

3494 柘野 功吉郎 九州地区 

3521 長島 達也 関東地区 

3531 竹内 正興 九州地区 

3543 松尾 政信 九州地区 

3551 小西 光     関東地区 

3557 堀 篤実     中部地区 

1837 朝本 武   近畿地区 

2943 巽 公一  関東地区 

3371 浦野 圭太 北海道・東北地区 

 

除名 

1174 田代 羊吉 関東地区 

1313 秋田 葉子 中部地区 

1467 嶋田 博     近畿地区 

1469 篠原 由樹 近畿地区 

1481 魚住 啓明 近畿地区 

1595 浦田 雄司 中部地区 

1924 湯尾 愼一 近畿地区 

1945 豊水 順子 北海道・東北地区 

2226 小路 智広 九州地区 

2338 千葉 勝吾 関東地区 

2412 平田 千早子 北海道・東北地区 

2459 宮本 嘉典 九州地区 

2503 岡本 久美子 関東地区 

2533 町澤 京子 関東地区 

2606 鬼束 咲子 九州地区 

2635 菅沼 節子 中部地区 

2773 倉知 典弘 中国・四国地区 

2776 長坂 潔  中部地区 

2784 杉山 成     北海道・東北地区 

2883 小山 裕子 関東地区 

2919 鍛冶 真知子 近畿地区 

3111 三浦 一秋 中部地区 

3114 董 莊敬  
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3138 金内 博子 北海道・東北地区 

3205 窪田 ゆり 中部地区 

3208 大澤 栄子 北海道・東北地区 

3243 環野 真理子 関東地区 

3297 森 雅子  中部地区 

3303 今永 典秀 中部地区 

3317 元井 貴子 関東地区 

3323 林 和宏  関東地区 

3325 川上 健一 中部地区 

3382 吉田 早苗 関東地区 

3394 李 娜     中部地区 

3397 田中 航     関東地区 

3403 鮫島 奈津子 関東地区 

3406 原田 大地 中部地区 

3415 Quan LiLi 中部地区 

3430 田辺 健人 中部地区 

3472 大畑 和彦 近畿地区 

3474 新城 敦     九州地区 

3483 筒井 徹也 中国・四国地区 

3490 中西 朗   関東地区 

3504 谷口 浩二 関東地区 

 

2020年 6月 21日承認（2020年度第 1回理事会） 

1498 青井 弘之 中国・四国地区 

2145 高橋 誠   関東地区 

2505 傍島 剛司 中部地区 

2515 岡崎 俊彦 関東地区 

2737 松山 進司 中部地区 

3127 山下 枝美里 関東地区 

3271 川合 紀子 中部地区 

3615 横山 琢爾 関東地区 

5012（株）公文教育研究会 学校・法人事業部

  

2020年 8月 30日承認（2020年度第 2回理事会） 

1939 梶谷 康則 近畿地区 

2893 山岡 三子 関東地区 

3139 安口 智子 中部地区 

3456 関野 香織 中部地区 

1439 川﨑 友嗣 近畿地区 

3096 佐藤 仁志 関東地区 
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【資 料 ２ 】 学会役員、委員会委員一覧 （2019 年～2020 年） 

 

１． 役員一覧 

○会長：下村英雄（労働政策研究・研修機構） 

○副会長：高綱睦美（愛知教育大学） 

○常任理事（規定 6名以内） 

学会誌編集委員長：横山明子（帝京大学） 

倫理委員長：若松養亮（滋賀大学） 

研究推進委員長：浦上昌則（南山大学） 

情報委員長：家島明彦（大阪大学）  

国際交流委員会委員長：岡部 敦（札幌大谷大学） 以上、常置委員会 

キャリア・カウンセラー資格認定委員長：渡辺芳生（東放学園）  

 

○理事（現在 27名；規定 27名以内） 

浅井義行（株式会社セントメディア）、家島明彦（大阪大学）、浦上昌則（南山大学）、 

岡部 敦（札幌大谷大学）、河﨑智恵（奈良教育大学）、川﨑友嗣（関西大学）、 

京免徹雄（筑波大学）、下村英雄（労働政策研究・研修機構）、白井章詞(長崎大学)、 

高綱睦美（愛知教育大学）、千葉吉裕（日本進路指導協会）、寺田盛紀 (名古屋大学) 、 

富永美佐子（福島大学）、長尾博暢（鳥取大学）、 

長坂昌彦（NPOキャリアフォーラムプラザどっと愛）、永作 稔（十文字学園女子大学）、 

永田萬享（福岡教育大学）、服部文彦（南山大学）、藤田晃之（筑波大学）、松井賢二（新潟大学）、 

三村隆男（早稲田大学）、室山晴美（労働政策研究・研修機構）、横山明子（帝京大学）、 

吉倉英基（東放学園）、若松養亮（滋賀大学）、渡部昌平（秋田県立大学）、 

渡辺芳生（東放学園）  

※下線は会長指名理事（規定 4名以内） 

 

〇監事 榎本和生（多摩美術大学）、白木みどり（金沢工業大学） 

○事務局長：京免徹雄（筑波大学） 

事務局幹事（事務局次長）：永作 稔（十文字学園女子大学） 

事務局幹事：小境幸子（元川口市立県陽高校）、藤原善美（茨城キリスト教大学） 

 

○理事の所属の一覧 

北海道・東北 岡部 敦、富永美佐子、渡部昌平、 

関東     京免徹雄、下村英雄、千葉吉裕、永作 稔、藤田晃之、三村隆男、室山晴美、 

横山明子、吉倉英基、渡辺芳生 

中部     浅井義行、浦上昌則、高綱睦美、長坂昌彦、服部文彦、松井賢二 

近畿     家島明彦、河﨑智恵、川﨑友嗣、若松養亮  

中国・四国  寺田盛紀 、長尾博暢 

九州     白井章詞、永田萬享 

※下線は選出理事（18名） 
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２．委員会の委員構成 

 

①学会誌編集委員会 

委員長    横山明子（帝京大学） 

副委員長   室山晴美（労働政策研究・研修機構） 

常任編集委員 若松養亮（滋賀大学）   川崎友嗣（関西大学）    河﨑智恵（奈良教育大学） 

永田萬享（福岡教育大学） 三川俊樹（大手門学院大学） 清水和秋（関西大学）  

安達智子（大阪教育大学） 藤岡秀樹（京都教育大学） 

編集委員   家島明彦（大阪大学）   浦上昌則（南山大学）    神谷哲司（東北大学）  

小泉令三（福岡教育大学） 古川雅文（兵庫教育大学）  白井利明（大阪教育大学） 

  寺田盛紀（名古屋大学）  長須正明（九州産業大学）  新見直子（広島文教大学） 

半澤礼之（北海道教育大学）廣瀬英子（上智大学）    富永美佐子（福島大学） 

望月由起（日本大学）   松井賢二（新潟大学）    松高 政（京都産業大学） 

山田智之（上越教育大学）  

②倫理委員会 

委員長  若松養亮（滋賀大学） 

委員    川﨑友嗣（関西大学）      長坂昌彦（NPOキャリアフォーラムプラザどっと愛） 

永作 稔（十文字学園女子大学） 松井賢二（新潟大学）     

③研究推進委員会 

委員長  浦上昌則（南山大学） 

副委員長 杉本英晴（駿河台大学） 

委員   白井章詞（長崎大学）  高綱睦美（愛知教育大学） 辻川 典文（神戸親和女子大学） 

寺田盛紀（名古屋大学） 富永美佐子（福島大学）  山田智之（上越教育大学） 

④情報委員会 

委員長  家島明彦（大阪大学） 

副委員長 渡部昌平（秋田県立大学） 

委員   京免徹雄（筑波大学）   長尾博暢（鳥取大学）  高丸理香（静岡大学） 

本田周二（大妻女子大学） 竹内一真（多摩大学）  橋本賢二（人事院） 

⑤キャリア・カウンセラー資格認定委員会 

委員長  渡辺芳生（東放学園キャリアサポートセンター） 

委員   浅井義行（株式会社セントメディア） 伊東眞行（関西大学）   

千葉吉裕（日本進路指導協会）    中島弘和（福岡県立新宮高等学校） 

仁賀順子（香川大学）   服部文彦（南山大学）     三村隆男（早稲田大学）  

山田 亮（帝京平成大学） 吉倉英基（東放学園専門学校） 吉中 淳（弘前大学） 

⑥国際交流委員会 

委員長  岡部 敦（札幌大谷大学） 

副委員長 藤田晃之（筑波大学） 

委員   家島明彦（大阪大学）   西 美江（関西女子短期大学） 三村隆男（早稲田大学） 

ライアン優子（静岡大学） 

 


