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報 告 事 項 

 

【学会活動報告】  

1. 2020年 9月～2021年 9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 42 回研究大会（大会実行委員長 藤田晃之、2020 年 10 月10 日（土）、Zoom（ウェビナー）による等

によるオンライン開催 

第 38 回研究セミナー（セミナー実行委員長 長尾博暢、2020 年 11 月 28 日（土）、Zoom によるオンラ

イン開催） 

第 39 回研究セミナー（セミナー実行委員長 渡部昌平、2021 年 6 月 6 日（日）、Zoom によるオンライ

ン開催） 

講習会：「アカデミック研究」のお作法と「学校教育現場の研究」のお作法（研究推進委員会、2021 年 5

月、Zoomによるオンライン開催） 

講習会：投稿論文の書き方とコツ～量的研究に着目して～（研究推進委員会、2021 年 9 月、Zoomによる

オンライン開催） 

キャリア教育カフェ：（研究推進委員会、第１回（6月）、第 2 回（7 月）、第 3回（8 月）、Zoomによるオ

ンライン開催） 

第３回日韓ラウンドテーブル：「コロナ時代のキャリア教育、日韓の比較」（国際交流委員会・韓国青少年

政策研究院、2020年 11 月、Zoomによるオンライン開催） 

第４回日韓ラウンドテーブル：「コロナ時代のキャリア教育、「多様な学びの場」における進路保障に関す

る日韓比較」（国際交流委員会・韓国青少年政策研究院、2021 年 9 月、Zoom によるオンライン

開催） 

・学会誌、ニューズレターの発行： 

『キャリア教育研究』：第 39巻第 2号（2021年 3 月 31 日発行） 

ニューズレター： 第 117 号 2020 年度・秋号（2020 年10 月 31日発行） 

第 118 号 2020 年度・新年特集号（2021 年1 月 1 日発行） 

第 119 号 2020 年度・冬号（2021 年 1月 31 日発行） 

第 120 号 2021 年度・春号（2021 年 4月 30 日発行） 

第 121 号 2021 年度・夏号（2021 年 7月 31 日発行） 

・キャリア・カウンセラー資格認定  

 

2. 会員の状況（事務局長 永作 稔）  

2020年度の定期総会（2020年10月 ※ 紙面開催 ）より2021年度第1回理事会（2021年8月28日）までに

98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）。これにより2021年8月28

日時点で1030 名（一般会員891名、一般（学生）会員103名、一般（70歳以上）会員36名）、名誉会員7名、

賛助会員14団体となった。 

＊総会成立要件については、2021年度第1回理事会（2021年8月28日）において承認を受けた一般会員数

1,030 名を適用する。 

3. 会議の開催等（事務局長 永作 稔） 

・会議の開催 

2020年度第 2回常任理事会 2021 年 1月 10 日（日） オンライン（Zoom） 

2020年度第 4回理事会   2021 年 4月 18 日（日） オンライン（Zoom） 
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2021年度第 1回常任理事会 2021 年 6月 27 日（日） オンライン（Zoom） 

2021年度第 1回理事会   2021 年 8月 28 日（土） オンライン（Zoom）  

2021年度第 2回理事会    2021 年11 月 6日（土） オンライン（Zoom） 

 

・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 2020 年度第２回理事会 12 月 11 日（下村会長、三村理事、渡辺

理事） 

日本スクールカウンセリング推進協議会 2020 年度第３回理事会 3 月30 日（下村会長、三村理事、渡辺理

事） 

日本スクールカウンセリング推進協議会 2021 年度第１回理事会 5 月27 日（下村会長、三村理事、渡辺理

事） 

日本スクールカウンセリング推進協議会 2021 年度総会・第２回理事会６月 17 日（下村会長、三村理事、

渡辺理事） 

日本スクールカウンセリング推進協議会 2021 年度第３回理事会９月14 日（下村会長、三村理事、渡辺理

事） 

 教育関連学会連絡協議会2020年度総会 2021 年 3 月 13日（土）（京免理事） 

日本心理諸学会連合 2020 年度第 2 回社員総会 2020 年12 月 13日（下村会長、永作事務局長） 

 日本心理諸学会連合2021年度第 1 回社員総会 2021 年 6 月 13日（下村会長、永作事務局長） 

日本心理諸学会連合心理学検定局運営委員会（心理学検定局運営委員 安達理事） 

・後援名義使用承諾 

日本学校心理士会 2021年度大会（2021 年 10 月 30 日（土）～11月 7 日（日）の 9日間） 

日本キャリア・カウンセリング学会第 26回大会（2021 年11 月 13日（土），14 日（日）の 2 日間） 

ユース・エンタプライズ トレードフェア 2021（トレードフェア実行委員会 2021 年 11月 21 日開催） 

第 13 回日本語大賞（特定非営利活動法人 日本語検定委員会 2022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 浦上昌則） 

(１)学会誌編集状況 

 ・2020年度の論文の投稿・審査状況 

新規投稿論文 15 本 

2021 年 9 月 7日の状況 

【査読結果】 採択済 2本 修正採択 1本 修正再審査 3本 不採択 8本 取り下げ 1本 

・2021 年度（9 月 7日まで）の論文の投稿・審査状況 

新規投稿論文 15本 

【査読結果】 審査済み 11本中 

採択 0 本 修正採択 0 本 修正再審査 3本 不採択 8本 

   

（２）『キャリア教育研究』の発行 

  〇第 39 巻 1号を 2020 年 9 月30 日付で発行 

   ・掲載論文 2本 

  〇第 39 巻 2号を 2021 年 3 月31 日付で発行 

・掲載論文 1本 

  〇第 40 巻 1号を 2021 年 9 月30 日付で発行予定 

   ・掲載予定論文 1本 

〇第 40 巻 2号を 2022 年 3 月31 日付で発行予定 

   ・掲載予定論文 0本 

   

  なお、40 巻 2号および41 巻 1号で特集「キャリア教育と社会正義」を組み、あわせて 6 本の論文の掲

載を予定している。 

 

（３）その他 

「論文審査内規」の改正 

従前より懸案事項であった審査の迅速化を目的とし、2021 年 11 月 1日より、論文審査内規の改正を決定

（学会web参照）。なお、新しい内規は11 月1 日以降の受け付け分より適用し、それ以前の受稿分は採否の

確定まで旧来のままとする。 

 

２．研究推進委員会報告（委員長 山田智之） 

（１）web 連載 

 月 1 回の更新で進行中。今期中は同様のペースで継続を予定 

① 2～4月 藤田駿介（筑波大学）  

② 5～7月 山田智之（上越教育大学）  

③ 8～11月 吉村憲治（福島県 中学校教員）  

④ 12～3月 望月由起（日本大学）    

（特別連載） 

4 月～毎月 ある高校の 1年（仮） 宮原 清 
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（２）講習会，ワークショップ等 

①2021 年度の活動報告 

1）第 1回研究推進委員会企画講習会 

日 時：2021 年 5月 23 日（日） 13：00～16:00 

会 場：オンライン 

共 催：研究推進委員会，中部地区部会，九州・沖縄地区部会 

テーマ：「アカデミック研究」のお作法と「学校教育現場の研究」のお作法 

話題提供：白井章司：2019 年度 キャリア教育に対する意識調査より 

浦上昌則：アカデミック研究のお作法 

田村和弘：学校現場の研究のお作法 

コーディネーター：山田智之 

2）第１回キャリア教育カフェ（キャリ教カフェ１） 

日 時：2021 年 6月 7 日（月） 19:00～20:30  

会 場：オンライン  

共 催：研究推進委員会，近畿地区部会 

テーマ：「オタクのキャリア発達 ～コロナ禍における余暇を楽しむ人（Leisurite）としての熟達化～」 

話題提供：家島明彦先生（大阪大学） コーディネーター：山田智之（上越教育大学） 

3）第２回キャリア教育カフェ（キャリ教カフェ 2） 

日 時：2021 年 7月 6 日（火） 19:00～20:30  

会 場：オンライン 

共 催：研究推進委員会 中部地区部会 

テーマ：「恋愛の心理学とキャリア教育」 

話題提供；高坂康雅（和光大学） コーディネーター：山田智之（上越教育大学） 

4）第３回キャリア教育カフェ（キャリ教カフェ 3） 夏休み特別編 昼カフェ  

日 時：2021 年 8月 11 日（水）  

場 所：オンライン 

共 催：研究推進委員会，中部地区部会 

テーマ：「高校生・大学生と語る『あったらいいな，こんなキャリア教育！』」 

話題提供：井上創太（高校 3年生）、磯部建仁（大学 1年生）、 

鈴木友喬（一般社団法人アスバシ）、 

小倉未来（大学 3 年生）、 

熱田諒介（大学 4 年生） 

サポーター：浦上昌則（南山大学） 

辰巳哲子（リクルートワークス研究所） 

         家島明彦（大阪大学）  

コーディネーター：高綱睦美（愛知教育大学） 

 

②2021 年度の活動計画 

1）第 2回研究推進委員会企画講習会  

日 時：2021 年 9月 26 日（日） 13：00～16:00 場 所：オンライン 

共 催：研究推進委員会，近畿地区部会   

テーマ：投稿論文の書き方（量的研究） 

話題提供：若松養亮（滋賀大学） 

コーディネーター：山田智之（上越教育大学） 

 

2）第 3回研究推進委員会企画講習会  
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日 時：2021 年10 月 31日（日） 13：00～16:00 開催予定 

場 所：オンライン 

共 催：研究推進委員会，中部地区部会   

テーマ：論文の読み方・書き方 

話題提供：浦上昌則（南山大学） 

コーディネーター：山田智之（上越教育大学） 

3）第 43回研究大会 研究推進委員会企画シンポジウム 

日 時：2021 年11 月 7 日 

場 所：オンライン（金沢工業大学） 

テーマ：研究における「理論」と「実践」を考える 

話題提供：杉本英晴（関西大学）：（2019 年度 キャリア教育に対する意識調査関係の報告） 

        宮原 清（福岡県立西田川高等学校）：教育現場の立場から 

山田智之（上越教育大学）：アカデミックな立場から 

コーディネーター 田村和弘（新潟大学） 

4）第 4回キャリア教育カフェ（キャリ教カフェ 4）  

日 時：2021 年12 月 15日 19:00～20:30 

場 所：オンライン 

共 催：研究推進委員会，近畿地区部会 予定 

テーマ：ジェンダーとキャリア教育について語ろう 

話題提供：安達智子（大阪教育大学） 

コーディネーター 望月由起（日本大学） 

5）第 5回キャリア教育カフェ（キャリ教カフェ 5）  

日 時：2021 年 1月 予定 

 

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 

＜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）   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）   第 4弾 ジェンダーから見たキャリア教育 2 女性 

＜2021 年度＞ 特集テーマ「新型コロナウイルス感染症によって生じた様々な変化」 

 春号（4月末発行）   第 1 弾 学校における変化１（教育・学習環境） 

  夏号（7月末発行）   第 2弾 学校における変化２（学生生活の変化） 

  秋号（10月末発行予定） 第 3弾 企業における変化１（雇用・労働環境） 

  冬号（1月末発行予定） 第 4弾 企業における変化２（採用活動の変化） 

（２）メールニュース配信（随時）   

・依頼があり次第すぐ対応（2020/8/16～2021/8/20 の配信 46回：月 4回＝週 1 回ペース） 

・新規変更点 

→送信元メールアドレスの変更（修正） jssce-ic@googlegroups.jp → jssce-ic@googlegroups.com 

 

（３）ウェブサイト更新（随時） 
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・依頼があり次第すぐ対応（2020/8/15～2021/8/20 の更新 36回：月 3回ペース） 

・新規変更点 

→英語ページの作成、メニューバーの微修正、Google Analyticsの導入（アクセス解析が可能に） 

（４）Facebookページ 

・学会グループページを開設 https://www.facebook.com/jssce2020   

→管理者のみが投稿可能。イベントの告知と開催報告が目的。「いいね！」106人、フォロー中 132人。 

・オンラインサロン（交流広場）を開設 https://www.facebook.com/groups/1032827607230227  

 →誰でも自由に投稿可能。会員同士の交流や情報交換が目的。公開グループ。メンバー33 人。 

（５）ミーティング開催（オンライン、メーリングリスト） 

・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 

（６）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） 

 

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 

＜2020 年度＞ 

第 2 回「キャリア・カウンセラー研修講座」 

  日時：2020 年 10 月10 日（土） 

方式：会議システム「Zoom」を使用したオンライン 

     I：9：00～10：30 

          d分野（学校教育・キャリア教育の理解） 

          講師：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  

          テーマ「中小企業のチャレンジ～ジョブカード導入と効果～」 

         II：10：40～12：10 

           c分野（カウンセリングスキルの理論と実践） 

           講師：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 

           テーマ：「『チーム学校』におけるキャリア・カウンセラーへの期待」 

        申込者数：24名 受講者数：計24 名 内訳：当日参加 9名、録画視聴 15名（全員修了証発行） 

 

第 3 回「キャリア・カウンセラー研修講座」 

（「中部地区部会研修会」を「研修講座」として認定開催） 

  日時：2020 年 12 月 6日（日）13：20～16：30 

方式：会議システム「Zoom」を使用したオンライン 

     I：13：20～14：50 

       b分野（カウンセリングスキルに関する理論と実践） 

       

講師：四條畷学園短期大学ライフデザイン総合学科 専任講師 

https://www.facebook.com/jssce2020
https://www.facebook.com/groups/1032827607230227
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公認心理師・臨床心理士・博士  赤田 太郎 先生 

      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－」 

    II：15：00～16：30 

      c分野（学校教育・キャリア教育の理解） 

講師：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 田原 数哲 先生 

      テーマ：「オンライン授業での就職支援の取り組みと課題－キャリアコンサルタントとしての

一考察－」 

      申込者数：13名 受講者数：13 名（全員修了証発行） 

 

「キャリア・カウンセラー基礎講座」 

  日時：2021 年 1 月 23日（土）～24 日（日） 

方式：会議システム「Zoom」を使用したオンライン 

    【1月 23日（土）】 

      講義 9：00～11：40 修了試験 11：55～12：10 

a 分野（キャリアに関する理論と活用） 

講師：早稲田大学 三村 隆男 先生 

      テーマ：「キャリア理論の基礎と時代的変遷」 

講義 13：00～15：40 修了試験 15：55～16：10 

d分野（産業・職業理解と実践的支援） 

講師：独立行政法人 労働政策研究・研修機構 下村 英雄 先生 

      テーマ：「産業・職業の理解と実践的支援」 

    【1月 24日（日）】 

      講義 9：00～11：40（途中 10分休憩） 修了試験 11：55～12：10 

b 分野（カウンセリング・スキルに関する理論と実践） 

講師：追手門学院大学 三川 俊樹 先生 

      テーマ：「キャリア・カウンセリングの基礎と実践」 

講義 13：00～15：40 修了試験 15：55～16：10 

c分野（学校教育・キャリア教育の理解） 

講師：弘前大学 吉中 淳 先生 

      テーマ：「学校教育におけるキャリア教育の位置づけ」 

申込者数：9 名 受講者数：8 名（全員修了証発行）、欠席 1名（2021年度「基礎講座」で受

講料免除） 

 

第 4 回「キャリア・カウンセラー研修講座」 

（「関東地区部会研修会」を「研修講座」として認定開催） 

  日時：2021 年 1 月 11日（月・祝）14：00～17：00 

方式：会議システム「Zoom」を使用したオンライン 

      c分野（学校教育・キャリア教育の理解） 

      テーマ：「小学校からのキャリア教育を考える－夢や目標をもてない子どもたちの原因と対策

－」 

【第Ⅰ部】3 名の講師より基調講演 

     テーマ：「経験資本・格差・キャリア教育」 

         独立行政法人労働政策研究・研修機構主任研究員 

         日本キャリア教育学会会長 下村 英雄 先生 

  テーマ：「これからの時代における小学校のキャリア教育を考える」 

      常葉大学教職大学院准教授 秋山 勝美 先生 
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  テーマ：「意欲に伴走するキャリア教育」 

      認定NPO法人カタリバ 代表理事 今村 久美 様 

      【第Ⅱ部】質疑応答 

      【第Ⅲ部】分科会（ブレイクアウトルームにて各講師との意見交換） 

      【第Ⅳ部】（各分科会の内容共有を踏まえ）パネルディスカッション 

      申込者数：9名 受講者数：8名（修了証発行 3名、「受講確認アンケート」未回答 5名）、 

           欠席 1 名 

 

＜2021 年度＞ 

第 1 回「キャリア・カウンセラー研修講座」（第 39回研究セミナー開催時） 

  日時：2020 年 6 月 6日（日） 

方式：会議システム「Zoom」を使用したオンライン 

     I：9：00～10：30 

          b分野（カウンセリング・スキルに関する理論と実践） 

          講師：京都大学 杉原 保史 先生 

          テーマ「SNSを活用したカウンセリングの入門」 

         II：10：40～12：10 

           a 分野（キャリアに関する理論と活用） 

           講師：福島大学 五十嵐 敦 先生 

           テーマ：「サビカスの理論と実践～現場での工夫と課題～」 

        申込者数：30 名 受講者数：29名（修了証発行 28 名、「受講確認アンケート」未回答 1 名）、 

           欠席 1 名 

 

「キャリア・カウンセラー基礎講座」 

  日時：2021 年 7 月 31日（土）～8 月 1日（日） 

方式：会議システム「Zoom」を使用したオンライン 

    【7月 31日（土）】 

      講義 9：00～11：40 修了試験 11：55～12：10 

c分野（学校教育・キャリア教育の理解） 

講師：早稲田大学 三村 隆男 先生 

      テーマ：「学校教育におけるキャリア教育の位置づけ」 

講義 13：00～15：40 修了試験 15：55～16：10 

d分野（産業・職業理解と実践的支援） 

講師：独立行政法人 労働政策研究・研修機構 下村 英雄 先生 

      テーマ：「産業・職業の理解と実践的支援」 

    【8月 1 日（日）】 

      講義 9：00～11：40（途中 10分休憩） 修了試験 11：55～12：10 

a 分野（キャリアに関する理論と活用） 

講師：秋田県立大学 渡部 昌平 先生 

      テーマ：「キャリア理論の歴史と現在」 

講義 13：00～15：40 修了試験 15：55～16：10 

b 分野（カウンセリングスキルに関する理論と実践） 

講師：追手門学院大学 三川 俊樹 先生 

      テーマ：「キャリア・カウンセリングの基礎と実践」 

申込者：12 名 受講者数：10 名（全員に修了証発行）、欠席：2名 

   ※ 7/31（月）午前中にワクチン接種と重なった方が 1 名いたが、 
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     特別措置として欠席分講義を後日録画視聴し「修了試験」受験、合格。 

 

第 1 回「キャリア・カウンセラー研修講座（録画視聴）」 

（6 月 6 日（日）の「研修講座」の動画を申込者に限定配信し、視聴後の「受講確認アンケート」を

確認の上で「修了証」発行） 

  動画公開期間：2021 年 8 月16 日（日）から 8 月 31日（火） 

方式：YouTubeによる限定公開 

講座内容：第 1回「キャリア・カウンセラー研修講座」 

申込者数：15名 

 

第 2 回「キャリア・カウンセラー研修講座」（第 43回研究大会開催時） 

  日時：2021 年 11 月 6日（土） 

方式：会議システム「Zoom」を使用したオンライン 

     I：8：50～10：20 

          d分野（産業・職業の理解と実践的支援） 

          講師：千葉経済大学 中嶌 剛 先生 

          テーマ「キャリアコンサルティング場面におけるリーガル・リテラシーの活用法」 

         II：10：30～12：00 

           c分野（学校教育・キャリア教育の理解） 

           講師：筑波大学 京免 徹雄 先生 

           テーマ：「学校における『キャリア・パスポート』活用の現状と可能性」 

 

（２）資格更新者：13名 

（３）新規取得者：5 名 

（４）委員会活動 

  【メール会議】 

   6 月 5日 議題 「面接試験」オブザーバー参加 

    6 月 6 日 議題 「研修講座」参加のお願い 

    7 月 1日、7 月 6日  議題 「研修講座」企画案について 

    7 月 2 日 議題 第一回「研修講座」録画視聴の動画確認について 

  【オンライン会議】 

  

7 月 25 日  議題 「基礎講座」「研修講座」について  

 

５．倫理委員会報告（委員長 若松養亮） 

 今期の倫理委員会は、春田裕和先生、松尾千晶先生、藤原善美先生に、委員長・若松養亮の４名で運営し

ていきます。 

 今期の当委員会は「研究倫理および実践上の倫理を学ぶ動画の制作」を主たる活動として計画しました。

大会開催時のプログラムとして 2016 年に倫理問題のシンポジウムを行ったことがありましたが、同じ時間

枠に設けられた他のプログラムに参加する人がいたり、大会に来られない人が参加できなかったり、といっ

た課題がありました。折しもコロナ禍でオンデマンド授業が一般的になってきましたので、研究倫理および

実践上の倫理についても学習動画を制作したものをオンデマンド形式で後悔することによって、多くの会員

に見てもらえると考えて計画したものです。 

 具体的には、PowerPointを用いたスライド動画を基本とした形式で、YouTube での限定公開を想定して

います。内容は、手始めには概論的なもの・教科書的なものとします。会員には動画公開の時点でニューズ



日本キャリア教育学会 2021 年度定期総会資料 

- 10 - 

レターや学会ホームページ、学会のFacebookにおいてURLがアナウンスされます。 

 現在、講演者の人選と依頼を行っている段階で、この年度内には公開まで進めたいと考えています。 

 

６．国際交流委員会報告（委員長 岡部 敦） 

（１） 国際交流委員会の 2021 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：安達智子（大阪教育大学）、家島明彦（大阪大学）、蒋 妍（早稲田大学）、 

西美江（関西女子短期大学）、盧映林(神奈川県山北町立川村小学校教諭)、  

三村隆男（早稲田大学）、宮古紀宏（国立教育政策研究所）、ライアン優子（静岡大学） 

 

（２） 2020 年 10月から 2021 年 8 月までの活動報告 

1）第 3回日韓ラウンドテーブルの開催 

11月28日（土）14:00-16:30に遠隔会議形式にて、本学会国際交流委員会と韓国未来進路開発学会（ARACD 

Korea）が共催で、「コロナ時代のキャリア教育、日韓の比較」をテーマ開催した。 

パネリスト：日本・韓国それぞれ３名、コーディネーター：三村先生、金先生（韓国青少年政策研究院）  

2）学会HPの英文ページを作成 

   ミッションステイトメント、学会の沿革などを中心に作成 

3）IAEVG National Correspondent 

  IAEVG理事会により、岡部が承認された。 

4）国際交流委員会の開催（４月３日） 

  委員の役割分担、今後の活動の確認 

5）IAEVG Newsletterの学会Facebookページ等への掲載 

6）ARACDマレーシア大会（オンライン）開催への協力（投稿論文の査読、理事への参加呼びかけなど） 

 

（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 

①IAEVG関係 

  ・IAEVG第 44 回研究大会（完全オンライン開催）（含：IAEVG創立 70 周年イベント） 

開催日程：2021 年 10 月19 日（火）〜10 月21 日（木）に日程変更 

・IAEVGニュースレターを学会Facebookページへ掲載 

・General Assembly （オンライン）10/19 火曜日 日本時間22:30から 

②ARACD関係 

・ARACD第 13 回研究大会（完全オンライン開催）（AHRD, NYPI との共催） 

開催日程： 2021 年 11月 16日（火）〜11月 18 日（木） 

・オンラインでの理事会の開催を企画準備中 

→次期大会を2022年 IAEVGソウル大会とのジョイントとすることを提案 

・会員の確保および会費の扱いについての協議 

→団体会員の創設とそれぞれの国での活動を報告 

2）キャリア教育に関する研究・実践の国際化の推進 

①国際交流セミナー （会場：早稲田大学国際会議場） 

日時：2022 年 2 月 23日（水・祝）（13:30-16:50） 

 

ゲスト：Annie Johnston (Ed.D) 

Coordinator of Public Programs, College and Career Academy Support Network (CCASN),  
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Graduate School of Education, University of California, Berkeley.  

テーマ： Lessons from Linked Learning for 21st century Schools         （学会からの通訳代補助５万円） 

 

②日韓ラウンドテーブルの企画・運営 

日時：2021 年 9 月 25日（土）（14:00-17:00） 

開催形式：Web会議（オンライン）  

参加費：無料 全体通訳：盧映林（神奈川県小学校教諭）、逐語通訳（日本語・韓国語）  

【主催】 日本キャリア教育学会（JSSCE）、韓国青少年政策研究院（NYPI）  

【共催】 アジア地区キャリア発達学会（ARACD）、未来進路開発学会（ARACD Korea） 

【総論・パネリスト報告】14:00-15:15 各パネリストからの話題提供 

(第１分科会）テーマ：キャリア教育と進路保障  

報告者①：三村隆男（早稲田大学教育・総合科学学術院教授）「キャリア教育と進路保障」  

報告者②：金承保（韓国職業能力開発研究院 先任研究委員）「コロナ禍でのキャリア教育の格差と

対応」  

モデレーター：岡部敦（札幌大谷大学）、催丞馥（ソウル特別市教育庁企画調整室長） 

通訳：盧映林（神奈川県小学校教諭）  

（第２分科会） テーマ：不登校児童生徒への「多様な学びの場」における支援  

報告者①：池田忠（京都市教育相談総合センター参与、京都教育大学就職・キャリア支援センター

客員教授）  

報告者②：崔連洙（未来教育センター梧琴 Hub 館長）「不登校支援センターあるいは代案学校の 

キャリア教育事例」  

モデレーター：田中光晴（文部科学省）、金貞熟（韓国青少年政策研究院）  

通訳：韓知炯（韓国青少年政策研究院）  

（第３分科会） テーマ：コロナ禍における不登校・引きこもりへのアウトリーチ支援  

報告者①：谷口仁史（認定特定非営利活動法人ステューデント・サポート・フェイス代表理事）  

報告者②：李珍明（貞媛女子中学校 進路進学相談部長）「学校内の Wee Classなどの対応」  

モデレーター：金鉉哲（韓国青少年政策研究院）、宮古紀宏（国立教育政策研究所） 

通訳：金鉉哲（韓国青少年政策研究院）  

【パネルディスカッション】16:20-17:00 各分科会モデレーターによる報告（各分科会２～３分）  

＊第３回のRTおよび過去３回の開催内容について論文に近い形で紀要に投稿する 

 （学会からの通訳代補助５万円） 

③第 43回研究大会（金沢工業大学：11/6 と 11/7）での英語発表分科会への支援 

 分科会の運営などについて必要があれば国際交流委員会として対応したい 
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【研究大会・研究セミナー報告】 

1．第 42回研究大会報告（大会実行委員長 藤田晃之） 

2020 年 10月 10日（土）、Zoom（ウェビナー）による等によるオンライン開催 

テーマ：時間と空間をつなぎ・織りなすキャリア教育  

学会誌39 巻第 2号に報告を掲載済み 

 

収入

詳細

日本キャリア教育学会より

事前　一般会員　5,000ｘ100

項目 金額 備考

大会補助金 200,000

シンポジウム企画費　5,000ｘ2

受け取り利子

500,000

大会参加費 発表論文掲載費　2,000ｘ74

連盟発表費　2,000ｘ24

弁当代　1,000ｘ23

80,500事前　学生会員　3,500ｘ23

非会員　5,500ｘ14 77,000

大会協賛費
50,000ｘ1社、30,000ｘ3社、

20,000x2社、10,000ｘ3社

超過振込み 4,000ｘ1件、500x1件 4,500

1

¥1,301,001合計

148,000

48,000

210,000

10,000

23,000
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11,137円×2名

支出

差引収支

振り込み手数料

¥899,958

384,820 いなもと印刷

4,930 日本郵便

32,644 総計

¥401,043

合計

68,640

4,000

金額

第1号通信印刷費

参加費超過分返金

項目

1名

大会ウェビナー費用

250,800 いなもと印刷

105,000 計6名

大会プログラム印刷・発送費

参加費超過分返金

パネリスト謝金

発表論文集印刷・発送費

事務局会議費

レターパック／定形外郵便

学生アルバイト謝金

1名

3,470 手数料合計

対象

いなもと印刷

22,274

22,880
Zoom Video

Communications, Inc.

500

 
 

2．第 38回研究セミナー報告（セミナー実行委員長 長尾博暢） 

開催日時：2020 年 11 月28 日（土）13:30～16:30 （13:15～受付開始） 

開催方法：ビデオ会議システム（Zoomミーティング）によるオンライン開催（ライブ形式） 

テーマ： 地域・地方とキャリア教育 

プログラム： 

13:15~ 受付開始 

13:30~14:40 開会挨拶 

13:40~15:00 基調講演 

隠岐國学習センター センター長 豊田庄吾氏（非会員） 

（ご講演（60分）終了後に 10分間の休憩を挟んだのち、質疑応答） 

15:00~16:20 話題提供・パネルディスカッション 

（話題提供①高校から）鳥取城北高等学校 大山力也氏（非会員） 

（話題提供②大学から）高知大学 学生総合支援センター 森田佐知子会員 

（コメンテーター）隠岐國学習センター センター長 豊田庄吾氏 

（進行）鳥取大学 教育支援・国際交流推進機構 長尾博暢会員 

16:20~16:30 閉会挨拶・アンケート 

参 加 費：無料 

参加者： 39名 

※ 詳細は学会誌 40 巻 2号に掲載予定 
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費目 内訳 金額 費目 内訳 金額

学会本部からの補助 100,000 講師謝金 20,000円×３時間 60,000

会場キャンセル料

当初予定していた岡山国
際交流センター（６／２７）
での開催見送りに伴い発
生したもの

10,186

学会本部に返却 29,814

合　　計 100,000 100,000

0

収　入 支　出

収入ー支出  

 

3．第 39回研究セミナー報告（セミナー実行委員長 渡部昌平） 

 

開催日時：2021 年 6 月 6日（日）13：45～16：45（13：30～入室開始） 

開催方法：ビデオ会議システム（Zoomミーティング）によるオンライン開催（ライブ形式） 

テーマ： キャリア教育と社会正義 

プログラム 

13：30～    参加者入室開始 

13：45～13：55 開会挨拶 北海道東北地区部会代表 弘前大学 吉中淳先生 

13：55～14：40 基調講演 労働政策研究・研修機構 下村英雄先生 

14：40～14：50 休憩 

14：50～16：05 シンポジウム 

司会進行 秋田県立大学 渡部昌平 

話題提供①大阪教育大学 安達智子先生「若者のキャリア意識／設計」 

話題提供②静岡大学 高丸理香先生「女子に対するキャリア教育と社会正義」 

話題提供③大妻女子大学 本田周二先生「地方／友人関係を超えた社会正義の実現」 

話題提供④法政大学 田澤実先生「フリーター・ニート支援の現場から」 

話題提供⑤秋田県立大学 渡部昌平「ナラティブ／社会構成主義と社会正義」 

16：05～16：15 休憩 

16：15～16：35 質疑応答・意見交換 

16：35～16：45 閉会挨拶 北海道東北地区部会副代表 札幌大谷大学 岡部敦先生 

参加者： 80名 
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費目 内訳 金額 費目 内訳 金額

学会本部からの補助

（請求せず）
0
講師謝金

（すべて会員）
0

参加費

（無料）
0

交通費・会場費

オンLINE（学会

Zoomアカウントを

使用）

0

事務経費

(申し込みはGoogle

フォームを使用）

0

合　　計 0 0

0

収　入 支　出

収入ー支出

※　郵送用ちらし印刷費用は直接学会事務局に請求した  

※ 詳細は学会誌 40 巻 2号に掲載予定 

 

【地区部会活動報告】 

１．北海道・東北地区部会活動報告 

（１）2020 年度～2021 年度 活動報告（10月総会以降） 

① 2020 年 11 月14 日（土）14 時 45分～17時 

2020 年度第 2 回研究会  

会場：zoom（オンライン上） 

内容：教員・保育士養成の工夫～大学でいかに専門職としての意識・意欲を持たせるか 

話題提供者：吉崎聡子先生（弘前大学） 弘前大学教育学部の取り組み 

 話題提供者：半澤礼之先生（北海道教育大学釧路校） 地域との関わりの中での教員養成 

 話題提供者：松田侑子先生（弘前大学） 保育者養成課程における学習と実践のつなぎ 

 

② 2021 年 6 月 20日（日）13 時～16 時 30分 

2021 年第 1 回研究会 

会場：zoom（オンライン上） 

内容：キャリア教育でつながる学び（Linked Learning） 

－キャリア・パスポートの活用も視野に－ 

話題提供者：三村隆男先生（早稲田大学教職大学院） 

 

 (２) 2021年度活動計画 

2021 年度第 2 回研究会 

日時：2022 年 1 月以降を予定（詳細未定） 

会場：zoom（オンライン上） 

内容：未定 

話題提供者：未定 

 



日本キャリア教育学会 2021 年度定期総会資料 

- 16 - 

２．関東地区部会活動報告 

（１）2020 年度 日本キャリア教育学会関東地区部会活動報告  

①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） 

 

②第２回研究会 2021年 1 月 11日（月・祝） Zoomによるオンライン開催 

テーマ：「小学校からのキャリア教育を考える〜夢や目標をもてない子どもたちの原因と対策〜」 

講師 

下村英雄（労働政策研究・研修機構主任研究員） 

秋山勝美（常葉大学准教授） 

今村久美（認定NPO法人カタリバ代表） 

 

 

(２) 2021 年度 日本キャリア教育学会関東地区部会活動方針及び計画 

①日本キャリア教育学会関東地区研究会新旧執行部会  日程：2021 年 3 月21 日（日） 

 

②2021 年度関東地区部会役員＞ 

代 表：三村隆男（早稲田大学） 

副代表：永作稔（十文字学園女子大学） 

副代表：小境幸子（元川口県陽高等学校） 

幹 事：下村英雄（労働政策研究・研修機構） 

  京免徹雄（筑波大学） 

  藤田晃之（筑波大学） 

  藤原善美（茨城キリスト教大学） 

  望月由紀 (日本大学) 

  吉倉英基（東放学園キャリアサポートセンター） 

  渡辺芳生（東放学園キャリアサポートセンター） 

  浦部ひとみ（都立葛飾総合高等学校）※非理事 

  深沢享史（世田谷区立深沢中学校）※非理事 

会 計：海藤美鈴（早稲田大学）※非理事 

 

 ③活動方針 

今年度は、例年早稲田キャリア教育研究会との共催研究会に加え、関東地区部会若手研究会及び、小中

高校の現場の先生方のキャリア教育研究会を開催し、広く学会員以外にも参加していただき、学会の研究・

活動の理解を推進し、学会員拡大に繋いでいきたい。国際交流セミナーは学会国際交流委員会が中心に開

催するが、地区部会として協力していく。なお、それぞれの研究会等の記録を残し後で閲覧できるように

する。 

 

④2021 年度日本キャリア教育学会関東地区研究会活動計画 

〇早稲田キャリア教育研究会との連携研修会 

 2021 年 11 月 21 日（土）（予定） オンライン開催 
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 テーマ：居場所カフェと進路保障について 

〇小中高 12 年間におけるキャリア教育を扱った研究会（担当理事 小境幸子） 

 2021 年 12 月 25 日（土）早稲田大学国際会議場 

 テーマ：キャリア教育の視点から考えるキャリア・パスポートの役割 

 シンポジウム：基調講演「キャリア・パスポート～『作る』から『使う』へ～」、 

及び小中高の実践事例報告 

〇早稲田キャリア教育研究会との連携研修会 

 2022 年 1 月 22 日（土）（予定） オンライン開催 

 テーマ：未定 

〇若手研究者による研究会（担当理事 京免徹雄） 

 2022 年 3 月 6 日（日）13：00～15：30 

テーマ： キャリア教育の研究・実践：教育学と心理学からのアプローチ 

 登壇者：【心理学】家島明彦（大阪大学）、永作稔（十文字学園女子大学）、本田周二（大妻女子大学） 

    【教育学】石嶺ちづる（高知大学）、京免徹雄（筑波大学）、ライアン優子（静岡大学） 

指定討論者：飯田順子（筑波大学） 

      藤田晃之（筑波大学） 

コーディネーター：京免徹雄（筑波大学）・永作稔（十文字学園女子大学） 

 

＜タイムスケジュール＞ ※時間は目安 

12:50-    入室開始 

13:00-13:10 地区部会代表挨拶・趣旨説明・登壇者紹介（10分） 

13:10-14:10 発表（60 分：10 分✕6名） 

14:10-14:30 指定討論（20 分：10 分✕2名） 

14:30-14:40 休憩（10 分） 

14:40-15:25 質疑応答、全体討論（45 分） 

15:25-15:30 総括（5 分） 

 

〇国際交流セミナー（学会国際交流委員会との共同開催） 

2022 年 2 月 23 日（祝・水）早稲田大学国際会議場 

基調講演：「Lessons from Linked Learning for 21st Century Schools.」（予定）（60分） 

 アニー・ジョンストン博士（Annie Johnston, Ed. D.） 

カリフォルニア大学バークレー校大学院教育学研究科大学とキャリアのサポートネットワーク

（CCASN）公共プログラムコーディネーター＆主任調査官(Coordinator of Public Programs and 

Principal Investigator, College and Career Academy Support Network (CCASN), Graduate School of 

Education, UC Berkeley 

⑤2022 年度学会研究セミナー準備 

2022年度は関東地区部会が担当なので、2021 年度より準備を開始する。 
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３．中部地区部会活動報告 

＜研修会＞ 

（１）2020 年度活動報告 

① 第 1回研修会 

日 時：2020 年 9月 6 日（日）10：00～14：30 

会 場：石川県社会福祉会館  

主 催：中部地区部会 

【第 1 部】10:00～12:00 

テーマ：「美容師のキャリア教育」 

講 師：笹原成子（専門学校 富山ビューティーカレッジ） 

【第 2 部】12：45～14：30 

シンポジウム：人生 100年時代のライフキャリアを考える 

パネラー：白木みどり（金沢工業大学 教授）  

       笹原成子（専門学校 富山ビューティーカレッジ） 

コーディネーター：岸 弘市（石川健康生きがいづくりアドバイザー協議会 会長）  

② 総会 及び 第 2回研修会 

＜総会＞ 

日 時：2020 年12 月 6 日（日）12:30～12:50 

会 場：Zoomによるオンライン開催 

＜第 2 回地区部会研修会・第 3 回キャリア・カウンセラー研修講座＞ 

日 時：2020 年12 月 6 日（日）13:20～17:35 

場 所：Zoomによるオンライン開催 

主 催：日本キャリア教育学会キャリア・カウンセラー資格認定委員会 

＜第２回研修会＞ 

内 容：オンライン化でのカウンセリングと各種支援の変革と実践・課題 

【第 1 部】13:20～14:50 

講 演：Ｂ分野 

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（四條畷学園短期大学） 

【第 2 部】15:00～16:30 

講 演：C分野 

テーマ：オンライン授業での就職支援の取り組みと課題－キャリアコンサルタントとしての一考察 

講 師：田原数哲（豊橋創造大学短期大学部） 

【第 3 部】16:35～17:35 

シンポジウム：就職支援の取り組みと働き方改革 

パネリスト：赤田太郎（四條畷学園短期大学） 

田原数哲（豊橋創造大学短期大学部） 

松本禄生（愛知県立豊田東高校） 

北村朱里（名古屋大谷高校） 

西脇あきほ（三重県立伊賀白鳳高校） 

浅井義行（岡崎公共職業安定所） 

渡邉廣重（株式会社ジアス 専務取締役） 

加藤有紗（サーラエナジー株式会社） 

コーディネーター：服部文彦（南山大学） 
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③ 第３回研修会 

日 時：2021 年 2月 7 日（日）13:10～16:35 

会 場：Zoomによるオンライン開催 

主 催：中部地区部会 

内 容：地域協働と地域連携について実践から学ぶ 

【第１部】13:10～14:10 

テーマ：探究的な活動実践を通した地域学の展開 

講 師：青木祐太（岐阜県立岐阜農林高校） 

【第 2 部】14:20～15:20 

テーマ：農業教育による地域との人材育成について 

講 師：小野卓也（岐阜県立大垣養老高校） 

【第 3 部】15:25～16:25 

シンポジウム:地域と学校が連携・協働する必要性を考える－地域と連携・協働する学校側のメリット－ 

パネリスト：青木祐太（岐阜県立岐阜農林高等学校）    

小野卓也（岐阜県立大垣養老高等学校） 

服部文彦（南山大学） 

コーディネーター：田垣鉄也（岐阜県立工業高等学校） 

 

（２）2021 年度活動計画 

① 第 1回研修会 

日 時：2021 年12 月～2022 年 1月 開催予定 

テーマ：新型コロナウィルス感染拡大の中で、学校現場はどのように動いているのか。 

② 第 2回研修会 

日 時：2022 年1～2月 開催予定 

 

＜研究推進委員会企画の講習会・キャリ教カフェとの共催＞ 

（１）2021 年度活動報告 

① 第 1回研究推進委員会企画講習会 

日 時：2021 年 5月 23 日（日） 13：00～16:00 

会 場：オンライン 

共 催：研究推進委員会，中部地区部会，九州・沖縄地区部会 

テーマ：「アカデミック研究」のお作法と「学校教育現場の研究」のお作法 

話題提供：白井章司：2019 年度 キャリア教育に対する意識調査より 

浦上昌則：アカデミック研究のお作法 

田村和弘：学校現場の研究のお作法 

コーディネーター：山田智之 

② 第２回キャリア教育カフェ（キャリ教カフェ 2） 

日 時：2021 年 7月 6 日（火） 19:00～20:30  

会 場：オンライン 

共 催：研究推進委員会 中部地区部会 

テーマ：「恋愛の心理学とキャリア教育」 

話題提供；高坂康雅（和光大学） コーディネーター：山田智之（上越教育大学） 

③ 第３回キャリア教育カフェ（キャリ教カフェ 3） 夏休み特別編 昼カフェ  

日 時：2021 年 8月 11 日（水） キャリ教カフェ３  

場 所：オンライン 

共 催：研究推進委員会，中部地区部会 
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テーマ：「高校生・大学生と語る『あったらいいな，こんなキャリア教育！』」 

話題提供：井上創太（高校 3年生）磯部建仁（大学１年生）、 

鈴木友喬（一般社団法人アスバシ）、 

小倉未来（大学３年生）、 

熱田諒介（大学４年生） 

サポーター：浦上昌則（南山大学） 

辰巳哲子（リクルートワークス研究所） 

       家島明彦（大阪大学）  

コーディネーター：高綱睦美（愛知教育大学） 

 

（２）2021 年度活動計画 

① 第 3回研究推進委員会企画講習会  

日 時：2021 年10 月 31日（日） 13：00～16:00 開催予定  

共 催：研究推進委員会，中部地区部会   

テーマ：論文の読み方・書き方 

話題提供：浦上昌則（南山大学） コーディネーター：山田智之（上越教育大学） 

 

４．近畿地区部会活動報告 

（１）2020 年度 活動報告 

①近畿地区部会役員会 

第１回 

  日時：2020 年 12 月10 日（木）12：30-13：00 

  場所：Zoomミーティング 

第２回 

  日時：2021 年 1 月 23日（土）11：00-12：00 

  場所：Zoomミーティング 

②近畿地区部会総会・合同研究会 

近畿地区部会総会 

  日時：2020 年 9 月 27日（日）13:00-13:15 

  会場：Zoomミーティング 

中国・四国／近畿地区部会合同研究会 

  日時：2020 年 9 月 27日（日）13:30-16:00 

  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（大阪市立都島工業高等学校） 

      畠 一樹（徳島大学） 

      山口翔馬（Lifefix合同会社） 

③近畿地区部会研究会 

  日時：2021 年 2 月 28日（日）10:00-12:00 

  会場：Zoomミーティング 

  テーマ：キャリア教育と質的研究 

  登壇者：宮下太陽（株式会社日本総合研究所／立命館大学大学院人間科学研究科） 

土元哲平（立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構） 
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（２）2021 年度 活動報告 

①近畿地区部会役員会 

第 1 回  

  日時：2021 年 4 月 3日（土）16:30～18:15 

  場所：Zoomミーティング  

 第 2 回 

  日時：2021 年 5 月 13日（木）20:00～21:30 

  場所：Zoomミーティング 

②近畿地区部会研究会 

  日時： 2021 年 8 月 1日（日）10:00-12:30 

  会場： Zoomミーティング 

  テーマ：コロナ禍における研究・研究指導 

  登壇者：山浦 一保（立命館大学立命館大学スポーツ健康科学部） 

      岡本 仁宏（関西学院大学関西学院大学法学部） 

 

（３）2021 年度 活動計画 

中国・四国／近畿地区部会合同研究会 

  日時：2022 年 2 月 20日（日）10:00～12:00 

  会場：Zoomミーティング 

  テーマ：今、改めて学ぶ ジェンダーとキャリア 

  登壇者：武石惠美子先生（法政大学キャリアデザイン学部） 

      森永康子（広島大学大学院人間社会科学研究科） 

 

５．中国・四国地区部会活動報告 

（１）2020 年度 活動報告 

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）13:30-16:00 

  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（大阪市立都島工業高等学校） 

      畠 一樹（徳島大学） 

      山口翔馬（Lifefix合同会社） 

 

（２）2021 年度 活動計画 

中国・四国／近畿地区部会合同研究会 

  日時：2022 年 2 月 20日（日）10:00～12:00 

  会場：Zoomミーティング 

  テーマ：今、改めて学ぶ ジェンダーとキャリア 

  登壇者：武石惠美子先生（法政大学キャリアデザイン学部） 

      森永康子（広島大学大学院人間社会科学研究科） 
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６．九州・沖縄地区部会活動報告 

（１）2020 年度 活動報告 

①九州・沖縄地区 第20 回地区研究大会 

テーマ ：「コロナ禍におけるキャリア教育」～「人が育つ」と「人を育てる」の再考に向けて～ 

日  時：2020 年 12 月19 日（土） 

実施方法：Zoom（オンライン開催） 

プログラム： 

 13:40 開会 

      挨拶 永田萬亨先生（九州・沖縄地区 代表） 

      説明 大山佳三先生（熊本学園大学） 

 13:45 基調講演 遠藤洋路様（熊本市教育委員会教育長） 

 14:45 休憩 

 15:00 パネルディスカッション 

      遠藤洋路様（熊本市教育委員会教育長） 

      豊田拓也様（熊本県立八代清流高等学校） 

      上野正直様（熊本市立北部中学校校長） 

      加納和枝様（熊本学園大学就職課係長） 

      （司会）大山佳三先生（熊本学園大学） 

 16:20 閉会 

 

（2）2021年度活動報告 

九州・沖縄地区部会役員会 

第 1 回 

  日時：2021 年 7 月 18日（日）（10:00～11:30） 

場所：Zoomミーティング 

第 2 回 

  日時：2021 年 9 月 23日（木）（10:00～11:30） 

場所：Zoomミーティング 

 

（3）2021年度活動計画 

九州・沖縄地区部会研究会 

日時：2022 年 2 月 

場所：Zoomミーティング 

テーマ：沖縄の特性を生かしたキャリア教育の可能性 

登壇者：神部 愛（琉球大学） 

添石幸伸（税理士法人添石総合会計事務所） 

知念秀明（与勝高等学校） 



日本キャリア教育学会 2021 年度定期総会資料 

- 23 - 

【理事会報告】  

1. 研究奨励賞授賞規程および授賞規程細則の修正（事務局長 永作 稔）  

 

 故仙﨑武名誉会長の名前を冠する賞として、文言を微修正した。 

 

・日本キャリア教育学会 研究奨励賞授賞規程 注）下線部を追加 

日本キャリア教育学会 研究奨励賞（仙﨑賞）授賞規程 

第１条 学会は、研究奨励賞（仙﨑賞）の授与に関して本規程を定める。 

第２条 本賞は、日本キャリア教育学会会員として優秀な研究論文を発表した若手研究者に対し与えられる。 

第３条 本学会は、総会において授賞対象者を表彰し、授賞者に賞状および記念品を贈る。 

ただし、記念品は記念品料をもってこれに代えることができる。 

第４条 賞の授与に要する費用は、表彰基金をもって充てる。 

第５条 本学会は、授賞者を選考するための委員会（選考委員会）を設ける。 

第６条 授賞候補者の選考は、選考委員会において行う。 

１）選考委員会は、次に掲げる 10 名以内の者をもって組織する。 

１. 副会長           

２. 学会誌編集委員長 

３. 研究推進委員会委員長 

４. 学会誌編集委員のうちから会長が指名する若干名（3 名以内） 

５. 会員のうちから会長が指名する若干名（3 名以内） 

２）授賞候補者になったものは、選考委員になることができない。 

３）選考委員の任期は、学会役員の任期に相当する。 

４）選考委員会の委員長は、委員の中から互選により選出する。 

第７条 授賞は、原則として２年に１回、西暦奇数年次とする。対象は若干名とする。 

第８条 奨励賞の受賞論文は、原則として、対象とする（２年間）の原著論文とする。受賞論文を選考するための

基準及び方法は、別に定める。 

第９条 会長は選考委員会の決定に基づき、理事会の議を経て授賞者を決定する。 

第 10 条 奨励賞の受賞者氏名及び論文題目は、当該年度の総会において発表し、学会彙報に掲載する。受賞者がな

かった場合は、その旨を公表する。 

第 11 条 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。 

付 則 この規程は、平成 8 年 10 月 19 日から施行し、平成 8 年度に発表された論文から適用する。 

(2) 平成 15 年 10 月 11 日 一部改正 

(3) 平成 17 年 3 月 27 日 一部改正 

(4) 平成 20 年 10 月 25 日 一部改正 

(5) 平成 21 年 10 月 3 日 一部改正 

(5) 令和 3 年 4 月 18 日 一部改正 
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・日本キャリア教育学会 研究奨励賞授賞規程細則 注）下線部を追加 

日本キャリア教育学会 研究奨励賞（仙﨑賞）授賞規程細則 

 

第１条 この細則は、日本キャリア教育学会研究奨励賞基金に関する規程（以下「規程」という）第 6 条に規定

する「授賞論文を選考するための基準及び方法」を定める。 

第２条 選考対象論文は、当該 2 年間に、学会誌「キャリア教育研究」に記載された原著論文とする。 

第３条 選考の対象となる論文は、その執筆者が刊行時において満 40 歳未満である者に限る。共同執筆（2 名以

上）の場合は、第 1 執筆者が 40 歳未満であることを要する。 

第４条 原則として、同一執筆者には重ねて授与しない。 

第５条 選考は、予備選考及び最終選考とし、いずれも選考委員の 3 分の 2 以上の参加をもって成立する。 

第６条 予備選考は、第 2 条及び第 3 条に規定する論文のうちから、2 篇以内を各選考委員の推薦（理由を付す）

をもっておこなう。 

第７条 最終選考は、予備選考において 3 名以上の選考委員より推薦を受けた論文を対象としておこなう。 

第８条 最終選考において、各選考委員は、各対象論文について、次の 4 観点から評定する。 

１ 論文展開の論理 

２ 研究推進の技法 

３ 研究成果の学会への貢献度 

４ 研究成果の教育実践への貢献度 

ただし、評定は各観点について、6 点から 10 点までの 5 段階とする。 

第９条 評定結果は、各対象論文について、観点別に全委員の評定の平均値を算出した資料及び平均値の平均に

集約する。 

第 10 条 最終選考委員会は、前条に定める資料及び集約に基づいて審議し、授賞者の有無及び授賞論文を、過半

数により決定する。 

第 11 条 選考委員は、選考上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。また選考の経過及び結果について責

任を問われない。 

第 12 条 選考委員会の事務局は、学会事務局におく。 

第 13 条 この細則の改正は、選考委員会の議を経て、行うことができる。 

付 則  

この細則は、平成 8 年 10 月 19 日から施行し、平成 8 年に発表された論文から適用する。 

(2) 平成 15 年 10 月 11 日 一部改正 

(3) 平成 20 年 10 月 25 日 一部改正 

(4) 平成 21 年 10 月 3 日 一部改正 

(5) 平成 28 年 10 月 15 日 一部改正 

(6) 令和 3 年 4 月 18 日 一部改正 
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2. 学会ロゴマーク使用規程の制定（事務局長 永作 稔）  

 

日本キャリア教育学会 学会ロゴマーク使用規程 

 

第１条 学会は、日本キャリア教育学会 学会ロゴマーク（以下、ロゴマーク）の使用に関して本規程を定める。 

 

第２条 ロゴマークの著作権は日本キャリア教育学会が保有し、ロゴマークの管理およびロゴマークの使用に関わ

る事務処理は、事務局が行う。 

 

第３条 ロゴマークの使用に際しては、期日までに別に定める使用申請書を提出し、許可を得なければならない。

なお、使用申請ができる者は本学会の会員のみである。 

 

第４条 ロゴマークの使用範囲は以下のものとする。原則として、学会公認の活動に限る。 

 １）本学会が発行する文書、印刷物、ホームページ（SNS 含む）において使用するもの 

２）本学会会員が研究大会、研究セミナー、地区部会の活動、委員会の活動において使用するもの 

３）その他、会長が適当と認めるもの 

 

第５条 ロゴマークの使用に関する禁止事項は以下のものとする。 

 １）本学会の利益を損ねる可能性のある場合 

２）法令や公序良俗に反する使用、またはそのおそれがある場合 

３）特定の団体や個人等を誹謗中傷する場合 

 ４）使用者がロゴマークの使用、またはそれらを伴う印刷物及びサービス等の提供により不当な利益等を受ける

おそれがある場合 

 ５）デザインの改変およびロゴマークの一部分のみの使用 

 

第６条 ロゴマークを使用する者が、第５条に定める事項に抵触している場合には、事務局より使用の改善を求め

ることができる。 

 

第７条 ロゴマークを使用する者が、第６条に定めるロゴマークの使用改善要求に従わない場合には、事務局は当

該使用者に対する使用承認を取り消すことができる。 

 

第８条 本規程の改正は、理事会の承認を得るものとする。 

 

第９条 本規程は、令和３年９月１日から施行する。 
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年 月 日

下記の通り、学会ロゴマークの使用を申請致します。

年 月 日

年 月 日

日本キャリア教育学会　学会ロゴマーク使用申請書

代表者名

研究大会、セミナー、地区部会、委員会名

申請日

氏名

会員番号

使用方法

使用目的

使用日

（期間）

開始

終了

使用者
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3. 40周年記念若手研究助成規程の制定（事務局長 永作 稔）  

 

日本キャリア教育学会 40 周年記念若手研究助成規程 

第１条 

学会は、40 周年記念若手研究助成に関して本規程を定める。本助成は、キャリア教育に関する若手研究者

の育成、および研究機関等に属さない会員の研究奨励を図ることを目的に、研究に係る経費を補助するもの

である。 

 

第２条 

本学会の一般会員で、申込日の時点で以下の条件のいずれかを満たすものに応募資格がある。 

１．40歳未満であること 

２．学部あるいは大学院（修士課程あるいは博士課程）に在籍中であること 

ただし、応募できる件数は 1年間に 1 件のみであり、過去に採択された会員は、応募することができない

ものとする。 

 

第３条 

 1 件につき10 万円とし、研究に係る経費（物品費、旅費、謝金等）にのみ使用することができる。採択件

数は、各年度に２件を上限とする。 

 

第４条 

 応募期間は 5 月 1 日～6 月 30 日とし、「日本キャリア教育学会 40 周年記念若手研究助成申請書」を学会

事務局に提出する。選考委員会は７月１日～８月３１日の間に審査を行い、その結果を第１回理事会におい

て報告する。理事会で承認後、９月末日までに応募者に審査結果を通知する。研究助成の期間は、10 月 1

日から翌年度の 12 月末日とする。 

 

第５条 

 40 周年記念若手研究助成選考委員会が審査を行う。同選考委員会は、当面の間、西暦の偶数年次において

は学会賞（藤本賞）選考委員会が、西暦の奇数年次においては、研究奨励賞（仙﨑賞）選考委員会が兼ねる

ものとする。 

 

第６条 

 各選考委員は、提出された申請書について、次の 3観点から評定する。 

１ 研究課題の学術的重要性 

２ 研究方法の妥当性 

３ 研究計画の実現性 

評定は各観点について、4段階（4 優れている、3 良好である、2 やや不十分である、1 不十分である）

とし、合計 12 点満点とする。その上で、委員全体の評定の平均が９点以上であることを条件に、上位 2 件

を採択とする。同点の場合は、選考委員の合議によって採択を決定する。 

 

第７条 

 採択者は原則として、採択された年度の次の年度に開催される研究大会において、個人研究発表（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）を行うこととする。また、

助成期間が終わってから１年以内に学会誌『キャリア教育研究』に投稿することを推奨する。 

 

第８条 

 助成金は、学会の一般会計より支出する。採択者は、助成期間終了から１か月以内に、会計報告書を所定
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のフォーマット（領収書を添付）にて学会事務局に提出する。会計報告書の受理と研究大会での発表完了を

条件に、指定の口座に助成金を振り込む。 

 

第９条 会長は選考委員会の決定に基づき、理事会の議を経て採択者を決定する。 

 

第 10条 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。 

 

第 11条 この規程は、令和 4 年 4 月 1日より施行する。 
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4. 研究大会優秀発表賞規程の制定（事務局長 永作 稔）  

 

日本キャリア教育学会 研究大会優秀発表賞規程 

 

第１条 

学会は、研究大会優秀発表賞に関して本規程を定める。本賞は、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個人研究発表を表彰

するものである。 

 

第２条 

毎年開催される研究大会において、個人研究発表（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）に申込をした会員のうち、申込日の時点で以下の条件のいずれかを満た

す者に応募資格がある。 

１．40歳未満であること 

２．学部あるいは大学院（修士課程あるいは博士課程）に在籍中であること 

３．学部あるいは大学院（修士課程あるいは博士課程）を修了後、3 年以内であること。 

 

第３条 

 表彰件数は、各研究大会において 2 件を上限とする。 

 

第４条 

 研究大会優秀発表賞選考委員会が審査を行う。同選考委員会は、当面の間、西暦の偶数年次においては学

会賞（藤本賞）選考委員会が、西暦の奇数年次においては、研究奨励賞（仙﨑賞）選考委員会が兼ねるもの

とする。 

 

第５条 

 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。 

１ 研究展開の論理 

２ 研究推進の技法 

３ 研究成果の学会への貢献度 

４ 研究成果の教育実践への貢献度 

評定は各観点について、4段階（4 優れている、3 良好である、2 やや不十分である、1 不十分である）

とし、合計16 点満点とする。その上で、委員全体の評定の平均が 12点以上であることを条件に、上位２件

を受賞対象とする。同点の場合は、選考委員の合議によって受賞を決定する。 

 

第６条 

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 

 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。 

 

第８条 

 受賞者は、研究大会において個人研究発表を行わなければならない。研究発表を行わなかった場合には、
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原則として受賞を取り消す。 

 

第９条 

 表彰に係る費用は、学会の一般会計から支出する。 

 

第 10条 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。 

 

第 11条 この規程は、令和 4 年 4 月 1日より施行する。 
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2021年度 学会表彰  

１. 研究奨励賞（仙﨑賞）（選考委員会委員長 高綱睦美） 

 

委員長：高綱睦美（副会長） 

委員：浦上昌則 （学会誌編集委員長）  山田智之（研究推進委員会委員長）  安達智子（学会誌編集委員）  

三村隆男（学会員）  本田周二（学会員） 

 

受賞者： 小菅 清香 氏 

 受賞論文：小菅清香 就職活動目標が情報探索戦略に及ぼす影響―探索型戦略の質に着目して―（第 39

巻 1 号掲載） 

 

当該論文は，就職活動における情報探索戦略に焦点を当て，日本においてはまだ知見の蓄積が少ない「イ

メージ理論」に基づいて分析を行っている点が興味深い。なかでも探索型戦略の学生たちが，内定や内定へ

の満足度が必ずしも高くならないということを明らかにするとともに，満足度の高い内定を得るための介入

策を示しており，得られた知見は今後のキャリアカウンセリングや進路指導実践への貢献が大きいと考えら

れる。 

分析手法としては，対象者が少ないため課題が一部残るものの，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。 

  

 

２．40周年記念若手研究助成（選考委員会委員長 高綱睦美） 

  ※選考委員は研究奨励賞選考委員会と同じ 

 

採択者： 松田 侑子 氏    

輕部 雄輝 氏 

 

３．研究大会優秀発表賞（選考委員会委員長 高綱睦美） 

 ※選考委員は研究奨励賞選考委員会と同じ 

 

受賞者： 当日に口頭で発表 
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審 議 事 項 

1． 2020年度決算報告および会計監査報告 

（事務局長 永作 稔、監事 榎本和生、萩原俊彦） 
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２．名誉会員の推薦（会長 下村英雄） 

 2020年度第 4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 

三宅 章介 会員 

 

３．2022年度予算（案）（事務局長 永作 稔） 

 

 【参考-詳細版】

（単位：円）

科目 予算額 前年度予算額 増減 科目 予算額 前年度予算額 増減
個人年会費 7,361,000 7,319,600 41,400 事務運営費 2,940,000 3,290,000 -350,000
　　一般会員 (6,692,000) (6,671,600) 　　事務消耗品 (10,000) (10,000)

　　学生会員 (516,000) (512,000) 　　振込手数料 (100,000) (100,000)

　　一般会員70歳以上 (153,000) (136,000) 　　大会・セミナー補助 (0) (300,000)

入会金 100,000 100,000 0 　　事務委託費 (2,650,000) (2,650,000)

団体賛助会費 480,000 480,000 0 　　資料製作費 (100,000) (100,000)

受取利息 50 100 -50 　　学会賞・功労賞 (0) (50,000)

販売収入 100,000 100,000 0 　　HP運営費 (80,000) (80,000)

雑収入 30,000 30,000 0

大会収入 1,100,000 0 1,100,000 大会開催費 900,000 0 900,000

セミナー収入 0 0 0 セミナー開催費 100,000 0 100,000

資格認定委員会 1,065,050 1,165,100 -100,050 資格認定員会 995,000 1,065,000 -70,000
　　認定申請審査料 (150,000) (200,000)

　　資格認定料 (400,000) (450,000) 印刷制作費 1,670,000 1,650,000 20,000
　　講座参加料 (500,000) (500,000) 　　学会誌 (1,100,000) (1,100,000)

　　販売利益 (10,000) (10,000) 　　編集事務委託費 (450,000) (450,000)

　　受取利息 (50) (100) 　　封筒・その他 (120,000) (100,000)

　　雑収入 (5,000) (5,000)

通信運搬費 620,000 620,000 0
　　学会誌・発送費 (450,000) (450,000)

　　郵便 (100,000) (100,000)

　　回線使用料 (60,000) (60,000)

　　不定期郵便 (10,000) (10,000)

会議費 50,000 50,000 0
渉外（学会交流）費 300,000 300,000 0

交通費 300,000 300,000 0
　　理事会交通費 (200,000) (200,000)

　　役員活動 (100,000) (100,000)

活動費 1,200,000 990,000 210,000
　　委員会 (500,000) (300,000)

　　地区部会活動費 (700,000) (690,000)

報償費 300,000 200,000 100,000
　　学会賞・功労賞 100,000 0 100,000
　　研究奨励賞 0 0 0
　　記念若手研究助成 200,000 200,000 0

選挙運営費 550,000 0 550,000
予備費 50,000 50,000 0

当期収入計 10,236,100 9,194,800 1,041,300 当期支出計 9,975,000 8,515,000 1,460,000
前期繰越収支差額 16,757,673 16,077,873 679,800 当期収支差額 261,100 679,800 -418,700

次期繰越収支差額 17,018,773 16,757,673 261,100
合計 26,993,773 25,272,673 1,721,100 合計 26,993,773 25,272,673 1,721,100

日本キャリア教育学会　2022年度予算案

2022年4月1日～2023年3月31日

収入の部 支出の部
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４．第 40回研究セミナー開催(案) （会長 下村英雄） 

日程：2022年 6月 19日（日）または 26日（日） 

会場：早稲田大学国際会議場（井深大ホールおよび３階会議室１，２，３） 

準備委員会委員長：三村隆男（早稲田大学） 

担当地区：関東地区部会 

 

５．第 44回研究大会・定期総会開催（案）（会長 下村英雄） 

日程：2022年 11月12日（土）～13日（日） 

会場：秋田ホテル（旧秋田ビューホテル）（予定） 

実行委員長：渡部昌平（秋田県立大学） 

研究大会テーマ：キャリア教育と心理的安全性（仮） 

 

６．その他 
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【資料１】 

会員異動（2020 年 8 月 30 日～2021 年 8 月 28 日） 

 

●入会者一覧 98名 

 

2020年 8月 30日承認（2020年度第 2回理事会） 

3908 安里 ゆかし 関東地区 

3909 小野 秀明 中国・四国地区 

3910 村山 孝道 近畿地区 

3911 石田 百合子 関東地区 

3912 津田 裕子 近畿地区 

3913 甲津 一彦 近畿地区 

3914 黒田 麻衣子 近畿地区 

3915 鈴木 崇夫 中部地区 

3916 古屋 星斗 関東地区 

3917 青木 康子 近畿地区 

3918 赤松 大輔 近畿地区 

3919 三関 直樹 北海道・東北地区 

3920 門川 城二 近畿地区 

3921 佐々木 栞南 関東地区 

3922 菊地 涼介 関東地区 

3924 坂井 百合子 関東地区 

 

2020年 10月 10日承認（2020年度第 3回理事会） 

3926 片岡 通有 中部地区 

3927 田代 利惠 九州・沖縄地区 

3928 谷田川 ルミ 関東地区 

3929 蛯原 正貴 関東地区 

3930 廣瀬 由美子 関東地区 

3931 山口 翔馬 中国・四国地区 

3932 木戸口 正宏 北海道・東北地区 

3933 土岐 智賀子 関東地区 

 

2021年 1月 10日承認（2020年度第 2回常任理事会） 

3935 吉田 佳祐 関東地区 

3936 瀧本 知加 近畿地区 

3937 神野河 彩子 関東地区 

3938 寺田 好秀 関東地区 

3939 井芹 まい 関東地区 

3940 有賀 友美 中部地区 

3941 布川 由利 関東地区 

3942 天野 裕介 中部地区 

3943 本荘 卓     中国・四国地区 

3944 孕石 順深 中部地区 

3945 丸岡 慎弥 近畿地区 

3946 久保田 圭 北海道・東北地区  

 

2021年 4月 18日承認（2020年度第 4回理事会） 

3947 植木 和司郎 関東地区 

3948 鳥海 政人 関東地区 

3949 越田 辰宏 関東地区 

3950 近藤 佳保里 関東地区 

3951 稲田 環菜 関東地区 

3952 中川 雄太 近畿地区 

3953 大出 理香 関東地区 

3954 津多 成輔 中国・四国地区 

3955 平 真由子 中部地区 

3957 樋原 智恵 北海道・東北地区 

3958 山田 弘美 関東地区 

3960 佐藤 文子 九州・沖縄地区 

3961 佐々木 一雄 近畿地区 

3962 津曲 達也 九州・沖縄地区 

3963 石田 美月 関東地区 

3964 高橋 徹     関東地区 

3966 中村 優子 近畿地区 

3967 若林 鉄也 九州・沖縄地区 

3968 丸山 洋史 中部地区 

3969 上浦 環  近畿地区 

3970 劉 文静  関東地区 

3971 加藤 賢  中部地区 

3973 斉藤 光平 中部地区 

 

2021年 6月 27日承認（2021年度第 1回常任理事会） 

3974 小牧 舞  中部地区 

3976 劉 慧存  北海道・東北地区 
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3977 中山 紘之 中国・四国地区 

3978 出原 幹大 関東地区 

3979 十川 秀逸 北海道・東北地区 

3980 寺本 妙子 関東地区 

3981 渡邉 邦久 関東地区 

3982 本間 貴子 関東地区 

3983 山谷 真  近畿地区 

3984 山岸 裕     近畿地区 

3985 福嶋 雅直 近畿地区 

3986 野元 健作 九州・沖縄地区 

3987 盧 映林  関東地区 

3988 都築 美代子 近畿地区 

3989 伊藤 崇洋 中部地区 

3990 桑原 容子 中部地区 

3991 植村 健志 近畿地区 

3992 秋山 和広 関東地区 

3993 小林 等     関東地区 

3994 篠原 尚人 関東地区 

3995 末吉 彩香 関東地区 

3997 反町 京子 関東地区 

3998 小野 邦彦 関東地区 

3999 髙田 隆裕 近畿地区 

4000 村川 修一 中部地区 

4001 比留間 有希 関東地区 

4003 木村 峻輔 近畿地区 

4004 小市 聡     関東地区 

4005 森田 美和 中国・四国地区 

4006 坊 隆史  関東地区 

2021年 8月 28日承認（2021年第 1回理事会） 

4007 白井 一美 中部地区 

4008 柳 千夏  関東地区 

4010 尾山 真  中部地区 

4011 津富 宏  中部地区 

4012 田中 茂雄 近畿地区 

4013 森田 由子 関東地区 

4014 高野 一郎 九州・沖縄地区 

4015 二宮 久美 中国・四国地区 

4016 谷口 明正 中部地区

 

●退会者一覧 93名 

 

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 

 

2020年 10月 10日承認（2020年度第 3回理事会） 

2480 岸本 茂樹 近畿地区 

2700 中里 弘穂 中部地区 

3449 伊藤 光子 近畿地区 

 

2021年 1月 10日承認（2020年度第 2回常任理事会） 

1173 田島 聡     関東地区 

2277 後藤 秀司 北海道・東北地区 

2858 渡辺 みゆき 中部地区 

2869 森 敏雄   近畿地区 

2936 藤田 直浩 関東地区 

2969 伊藤 圭一 中部地区 

3153 森田 佐知子 中国・四国地区 

3333 松本 珠美 関東地区 

3360 尾﨑 敬子 中国・四国地区 

3367 名知 秀斗 中部地区 

3511 植原 俊晴 近畿地区 

 

2021年 4月 18日承認（2020年度第 4回理事会） 

2377 春原 淑雄 九州・沖縄地区 

2496 佐野 和久 中部地区 

2668 谷中 成光 中部地区 

3249 今給黎 久美子 関東地区 

3260 矢野 香     九州・沖縄地区 

3444 立石 力斗 九州・沖縄地区 

3535 後藤 和也 北海道・東北地区 

3696 上田 紋佳 中国・四国地区 

3709 市石 美寿々 関東地区 

3902 花野木 政信 中国・四国地区 

2468 出利葉 豊 九州・沖縄地区 

1193 寺山 雄二 関東地区 

1459 岡田 忠義 近畿地区 

1621 鈴木 敏明 北海道・東北地区 
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1778 山本 千晶 近畿地区 

1788 柳田 純子 関東地区 

2028 平田 満  近畿地区 

2322 中垣 明美 中部地区 

3276 川上 知子 中部地区 

3438 相澤 衣織 中部地区 

3567 尾澤 愛実 関東地区 

3622 黒田 祐二 中部地区 

3637 清水 源一 中部地区 

3694 齊藤 優  関東地区 

3751 遠山 克美 関東地区 

 

除名 

1912 福治 貞子 九州・沖縄地区 

2084 松田 高広 中部地区 

2386 島袋 恒男 関東地区 

2492 表 さやか 近畿地区 

2522 長坂 廣幸 中部地区 

2526 黒瀬 晴生 中部地区 

2602 上田 智子 関東地区 

2615 山口 友美 中部地区 

2687 土佐 昭一郎 北海道・東北地区 

2745 岩田 好子 中部地区 

2897 早川 拓次郎 中部地区 

2938 佐々木 宏 中国・四国地区 

2951 平野 真弓 関東地区 

3011 牧岡 毅     九州・沖縄地区 

3028 吉川 宗快 関東地区 

3031 山﨑 芙美子 九州・沖縄地区 

3126 西薗 貞子 近畿地区 

3171 長坂 冨喜夫 中部地区 

3277 板井 恒理 近畿地区 

3300 董 潔   近畿地区 

3315 源島 福己 九州・沖縄地区 

3330 柾木 史子 関東地区 

3338 細江 啓介 中部地区 

3390 箱田 優也 関東地区 

3451 陳 日鑫  中部地区 

3481 袴田 和広 中部地区 

3498 渡辺 万貴 関東地区 

3559 ユン リンダ 関東地区 

3572 上野 聡美 中部地区 

3573 佐伯 雅史 関東地区 

3575 甲斐 千詠子 近畿地区 

3576 李 奎台     関東地区 

3596 田口 真理子 近畿地区 

 

2021年 6月 27日承認（2021年度第 1回常任理事会） 

2001 池田 一生 九州・沖縄地区 

2238 内川 信男 九州・沖縄地区 

2453 吉田 咲子 近畿地区 

2749 中山 幸子 中部地区 

2978 増田 優子 近畿地区 

3381 加藤 雅彦 九州・沖縄地区 

3400 高寺 和代 近畿地区 

3407 初田 幸隆 近畿地区 

3583 原田 紀久子 近畿地区 

3692 三浦 蛍     中部地区 

 

2021年 8月 28日承認（2021年第 1回理事会） 

1071 岩船 展子 関東地区 

1448 松井 正夫 近畿地区 

1882 大矢 正則 関東地区 

2703 田端 哲夫 中部地区 

3014 中原 眞     近畿地区 

3648 入江 成治 近畿地区 

5008 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ

  

●物故者一覧 6名 

 

1439 川﨑 友嗣 近畿地区 

3096 佐藤 仁志 関東地区 

1631 仙﨑 武     関東地区 

1120 木村 周   関東地区 

1047 天谷 正     関東地区 

2506 西脇 義修 関東地区 
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【 資 料 ２ 】 学会役員、委員会委員一覧 （2020 年～2021 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：浦上昌則（南山大学） 

研究推進委員長：山田智之（上越教育大学） 

情報委員長：家島明彦（大阪大学）  

倫理委員長：若松養亮（滋賀大学） 

国際交流委員会委員長：岡部 敦（札幌大谷大学） 

キャリア・カウンセラー資格認定委員長：渡辺芳生（東放学園キャリアサポートセンター）  

 

○理事（現在 27名；規定 27名以内） 

安達智子（大阪教育大学）、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）、京免徹雄（筑波大学）、小境幸子（元川口市立県陽高校） 

下村英雄（労働政策研究・研修機構）、高綱睦美（愛知教育大学）、中條敦仁（皇學館大学） 

長尾博暢（鳥取大学）、永作 稔（十文字学園女子大学）、永田萬享（福岡教育大学）、 

春田裕和（弓削商船高等専門学校）、服部文彦（南山大学）、藤田晃之（筑波大学）、 

藤原善美（茨城キリスト教大学）、松尾智晶（京都産業大学）三村隆男（早稲田大学）、 

宮原 清（福岡県立西田川高等学校）、望月由起（日本大学）、山田智之（上越教育大学） 

吉倉英基（東放学園キャリアサポートセンター）、吉本圭一（滋慶医療科学大学院大学） 

吉中 淳（弘前大学）、若松養亮（滋賀大学）、渡部昌平（秋田県立大学）、 

渡辺芳生（東放学園キャリアサポートセンター）  

※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）、萩原俊彦（東北学院大学） 

○事務局長：永作 稔（十文字学園女子大学） 

事務局幹事（事務局次長）： 本田周二（大妻女子大学） 

事務局幹事：小菅清香（学習院大学） 松田侑子（弘前大学） 

 

○理事の所属の一覧 

北海道・東北  岡部 敦、吉中 淳、渡部昌平、 

関東  京免徹雄、小境幸子、下村英雄、永作 稔、藤田晃之、藤原善美、三村隆男、望月由起 

吉倉英基、渡辺芳生 

中部  浦上昌則、高綱睦美、中條敦仁、服部文彦、山田智之 

近畿  安達智子、家島明彦、松尾智晶、若松養亮  

中国・四国  春田裕和 、長尾博暢 

九州・沖縄  永田萬享、宮原 清、吉本圭一 
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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    浦上昌則（南山大学） 

副委員長   河﨑智恵（奈良教育大学） 

常任編集委員 永田萬享（福岡教育大学） 横山明子（帝京大学） 若松養亮（滋賀大学） 

藤岡秀樹（京都橘大学） 吉本圭一（滋慶医療科学大学院大学） 

望月由起（日本大学） 半澤礼之（北海道教育大学） 京免徹雄（筑波大学） 

杉本英晴（関西大学） 松高 政（京都産業大学） 

編集委員   小泉令三（福岡教育大学） 新見直子（広島文教大学） 廣瀬英子（上智大学） 

家島明彦（大阪大学） 山田智之（上越教育大学） 神谷哲司（東北大学） 

輕部雄輝（国際医療福祉大学） 吉中 淳（弘前大学） 坂井敬子（和光大学） 

松田侑子（弘前大学） 田澤 実（法政大学） 水野雅之（東京家政大学） 

三保紀裕（京都先端科学大学） 児玉真樹子（広島大学） 

辰巳哲子（リクルートワークス研究所） 古田克利（立命館大学） 

中嶌 剛（千葉経済大学） 

②研究推進委員会 

委員長  山田智之（上越教育大学） 

副委員長 望月由起（日本大学） 

委員   胡田裕教（滋賀県立大学） 白井章司（長崎大学） 杉本英晴（関西大学） 

     田村和弘（新潟大学） 松下眞治（大阪市立西高等学校）  

宮原 清（福岡県立西田川高等学校）  

③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   市村美帆（和洋女子大学） 京免徹雄（筑波大学） 高丸理香（静岡大学） 

竹内一真（多摩大学） 長尾博暢（鳥取大学） 橋本賢二（人事院） 

本田周二（大妻女子大学） 

④倫理委員会 

委員長 若松養亮（滋賀大学） 

委員 松尾智晶（京都産業大学） 春田裕和（弓削商船高等専門学校） 藤原善美（茨城キリスト教大

学） 

⑤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）安達智子（大阪教育大学）   蒋妍（早稲田大学） 

宮古紀宏（国立教育政策研究所） 盧映林(神奈川県山北町立川村小学校教諭) 

⑥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（岡崎公共職業安定所） 小境幸子（元川口市立県陽高校）  
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中川洋子（立命館大学） 中島弘和（福岡県立福岡魁誠高等学校） 

中條敦仁（皇學館大学） 服部文彦（南山大学） 三村隆男（早稲田大学）  

山田 亮（東洋英和女学院大学）  吉倉英基（東放学園キャリアサポートセンター） 

吉中 淳（弘前大学） 
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