
日本キャリア教育学会第 38回研究大会開催のご案内（第１号通信） 
（北海道キャリア教育・職業教育フォーラム 2016との共同開催） 

 
 北海道にもようやく春の足音が聞こえる季節がやってきました。会員の皆様にはますますご清祥のこ
ととお慶び申しあげます。 
 日本キャリア教育学会第 38 回研究大会は 10 月 15 日（土）・16 日（日）に北海道で開催されることに
なりました。今回の大会テーマは「キャリア教育を問い直す」（Rethinking Career Education）です。
グローバル経済における競争社会の中に生じる貧困や格差など、現代の社会的課題に対して、キャリア
教育がどのような役割を果たすかを議論する機会にしたいと考えております。初等中等教育から高等教
育にいたる学校段階で推進が求められているキャリア教育の在り方を問い直すことで、生涯にわたって
幅広くライフキャリアを展望する新たな可能性を見出す場になれば幸いと願っております。 

今大会では、カルガリー大学 教育学部副学部長 ナンシー・アーサー氏による基調講演や ARACD
（アジア地区キャリア発達学会）および北海道キャリア教育研究会との連携による特別企画シンポジウ
ムを予定しています。さらには、昨年度に開催した国際キャリア教育学会の取り組みを踏まえて、今後
の研究活動の国際化をねらいとした英語による口頭発表のセッションも予定しています。また、懇親会
では、予算の範囲内ではございますが、北海道ならではのおもてなしができるように準備しております。 

なお、今回の大会では、これまでの研究大会の実績を踏まえて、新たな取り組みを試みております。
一つ目は、口頭発表の形式を国際キャリア教育学会のフォーマットに統一し、英語のセッションを設け
ました。また、開催地である札幌市のグリーン MICE 事業に参加するため、例年よりも紙の使用を削減
するために web 上での参加申し込み、発表論文集投稿などの方法を導入することにしました。いろいろ
とご不便をおかけすることがあるかもしれませんが、どうぞ趣旨をご理解の上、ご協力賜りますようお
願い申し上げます。10 月の北海道は、残暑もなくさわやかな気候をお楽しみいただくことができます。
多数の皆様のご参加をお待ち申しあげております。 

2016 年 4 月 1 日 
日本キャリア教育学会第 38 回研究大会実行委員会 

委員長 札幌大谷大学社会学部 和田 佳子 

 
♦大会実施日・会場♦ 

2016 年 10 月 14 日（金）15 日（土）・16 日（日） 

札幌大谷大学 〒065-8567 札幌市東区北 16 条東 9 丁目 1 番１号 

*10 月 14 日は、市立札幌大通高校（中央区北 2 条西 11 丁目）でプレ企画となります。 

*10 月 15 日（土）の懇親会は、サッポロビール園（東区北 7 条東 9 丁目 2-10）で行います。 

♦大会テーマ♦ 

「キャリア教育を問い直す」 

(Rethinking Career Education) 

1. 大会スケジュール 

＊発表件数の申込状況によっては、開始時刻等に変更の可能性があります。９月上旬発送予定の大会プ
ログラムにてご確認ください。 

プレ企画（「市立札幌大通高校の教育を考える」） 

10/14 

（金） 

16:30-17:40 食堂にて夜間定食（事前に 250 円の食券購入が必要です）  

市立札幌大通高校 

 

18:00-19:00 大通高校の教育について（学校の概要説明） 

19:00-20:00 授業見学など 

＊今後の調整により、内容が一部変更になることもあります。（11.を参照して下さい） 

 

１日目 

10/15 

（土） 

9:00- キャリア・カウンセラー養成研修講座受付 セレスタ札幌 

9:15- 12:30 キャリア・カウンセラー養成研修講座 セレスタ札幌 



11:30-16:40 研究大会受付 大谷記念ホール 

12:30-12:50 開会式 大谷記念ホール 

12:50-14:10 
基調講演 Dr. Nancy Arthur 

Youth, Social Justice, and Career Development Practices 
大谷記念ホール 

14:10-14:25 休憩  

14:25-16:35 特別企画シンポジウム 

（ARACD・北海道キャリア教育研究会との共同開催） 

大谷記念ホール 

16:40-17:40 2016 年度定期総会 大谷記念ホール 

18:30-20:30 教育研究懇談会 サッポロビール園 

 

２日目 

10/16 

（日） 

 9:00-15:00 研究大会受付 大谷記念ホール 

 9:00-12:00 口頭発表午前の部（英語発表も含む） 中央棟講義室 

10:00-12:00 ポスター発表 
大谷記念ホール 

ホワイエ 

12:00-13:00 昼食  

13:00-15:30 口頭発表午後の部（英語発表も含む） 中央棟講義室 3,4,5,6, 

13:50-15:30 会員企画シンポジウム 視聴覚室、大教室、 

大谷記念ホール 

 

２. 参加・発表に関する申込手続き 

申込方法ならびに参加費用お振込について 
①個人研究発表者（ 口頭・ポスター）→「 ３．個人研究発表について（ 口頭・ ポスター）」をご参
照ください。 
②シンポジウム企画者→「 ４ . 会員企画シンポジウムについて」 をご参照ください。 
③発表予定の無い方（ 参加のみの方） → 日本キャリア教育学会第 38 回研究大会 HP で参加申
込フォームにご記入の上、参加費用をお振込ください。申込フォームご記入およびお振込の
締め切りは、どちらも 9 月 20日（火） となっております。 
 
振込が確認できましたら、参加予約手続き完了とさせていただきます。振込用紙は同封の振

込用紙をご利用ください。振込用紙には必要費用の記入、会員 ID、氏名を忘れずにご記入く

ださい。郵便局にある備え付けの用紙をご利用の場合は、 下記口座へお振込みください。そ

の際も振込用紙には必要費用の記入、会員 ID、氏名を忘れずにご記入ください。なお、 お振

込頂きました費用につきましては、実行委員会より発表をお断りしない限り原則として返金

いたしません。  予めご了承ください。  

 

● 郵便振替：    

 口座記号番号 02740-6-70756 

 加入者名   日本キャリア教育学会第３８回研究大会 

          ﾆﾎﾝｷｬﾘｱｷｮｳｲｸｶﾞｯｶｲﾀﾞｲｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｶｲｹﾝｷｭｳﾀｲｶｲ 

 ※同封の郵便振替用紙をご利用ください。恐縮ですが、振込手数料は各自でご負担ください。 

 

9 月 21 日㈬以降の払い込み状況は実行委員会事務局で確認が困難となりますのでできるだ

けご遠慮ください。もしそれ以降にお振込みをされた場合には、払込みの証明となるものを

当日ご持参いただき、大会受付で必ずご提示ください。  



(1) 参加・発表申込み等の期日 

① 個人研究発表の申込み    2016年 6月 22日（水） 

② 会員企画シンポジウムの申込み   2016年 6月 22日（水） 

③ 発表論文集原稿の送付           2016年 7月 22日（金） 

 ④ 大会参加の申込み（発表なしの場合）        2016年 9月 20日（火） 

 ⑤ 大会参加費等の払込み               2016年 9月 20日（火） 

※研究大会に参加される方（個人研究発表者・会員企画シンポジウム企画者にならない場合）は、当日

参加も可能ですが、なるべく期日までに web で申込み、大会参加費を払い込んでください。研究大会

に参加されない方は、定期総会委任状の欄に押印の上、必ずハガキを返送してください。ご協力をお

願い申しあげます。 

(2) 大会参加費等 

 ① 参加費  個人会員  事前申込 5,000円 当日 5,500円（発表論文集代を含む） 

        学生会員  事前申込 3,500円 当日 4,000円（発表論文集代を含む） 

                       当日 5,500円（発表論文集含む）  

※臨時会員は非学会員の参加者です。 

 ② 発表論文掲載費         2,000円 

  ③ 連名発表費（非学会員）         2,000円 

     ※学会員の連名発表は無料です。 

 ④ 教育研究懇談会費       5,000円 

 ⑤ 発表論文集          1,000円（別売り） 

 ⑥ 10月 16日お弁当（飲み物付）   1,000円 

 ※一日目の基調講演・特別企画シンポジウムのみの参加は無料です。 
 

３．個人研究発表（口頭・ポスター） 

３－１ ． 発表資格、  費用、  発表申込に関する共通注意事項  

①会場で発表する方を「  発表責任者」、それ以外の連名者を「  発表連名者」  とします。 

②発表責任者は、2016 年 6 月 22 日（水）現在、本学会の会員であり、2016 年度までの
年会費を完納している  ことが必要  です 。新 入会員につきましては  6 月 19 日（日）に予
定されている常任理事会で入会が承認された方までとなります。  

③個人研究発表の形式は口頭発表とポスター発表の二種類です。発表責任者となれるの
は、口頭発表、 ポスター発表の別を問わず一人一回です。ただし、 発表連名者と会員
企画シンポジウムにおける話題提供者（シンポジスト）についてはこの限りではあり
ません。  

④発表連名者は非会員も可能です。  ただし一人一件につき 2,000 円が必要です。  

 発表責任者は大会参加費等を振込む際に、3-1④の費用（  非会員発表連名者人数×2,000    
円）を併せて納入してください。  

⑤申込方法   発表申込
期日：6月 22 日㈬ 

発表責任者は、期日までに第  38回研究大会ホームページ（http://c-edu.link/）上の申込
フォームに必要事項を入力して下さい。  

⑥発表責任者は 6 月 22 日（水）までに「大会参加費」と「論文掲載費」、該当する場合は   

 発表連名者費用（ 3-1 参照）  をお振込みください。  

その後、  7 月 20 日（水）までに  「発表論文集原稿」（  詳細は  2 号通信にてご連絡しま
す）を送付することによって発表資格を得られます。提出期限は厳守してください。 

⑦発表責任者欠席の場合は「発表取消」  になります。  ただし、  連名発表の場合に限り、 
大会実行委員長の承認を経て、  発表連名者の方が代わりに発表することができます。 
発表者の欠席・  変更などは大会実行委員会事務局までご連絡ください。この場合発表
者は学会員に限ります。  

⑧発表申込件数が多数の場合には、会場の都合でお断り、発表形式の変更をお願いす
る場合がございますのでご承知おきください。  調整の際には、  原稿到着順で優先させ
ていただきます。  

 

 



３－２ ． 口頭発表について  

①発表要件 

「 発表論文集への論文掲載」、「  発表」、「  質疑への応答」の三つの条件を全て満たす
ことにより公式発表と認められます。口頭発表者となるのは、1 人 1 回に限ります。ただし、
シンポジスト、連名発表者についてはこの限りではありません。 

②発表形式 

・ 発表時間は  20 分間、 質疑応答は  10 分の予定です。 発表者が発表時間帯を指定すること
はできません。   

 なお、本大会では英語セッションも開設します。英語による発表を希望される場合は、
申込フォームにその旨お知らせ下さい。日本語による発表と同様に、発表時間は 20 分、
質問時間は 10 分を予定しております。 

・会場の広さには若干の相違がありますがご了承ください。  

・ 発表会場で使用可能機器はプロジェクターのみとなります。ＰＣは各自でご準備くだ
さい  。 

 

３－３ ． ポスター発表について  

①発表要件 

「 発表論文集への論文掲載」「  発表時間中のポスター掲示」「  責任時間の在席」の三つ
の条件を全て満たすことにより公式発表と認められます。  

②発表形式 

・ 発表時間（  ポスター掲示時間）… 120 分 在席責任時間…60 分 

・ 発表者は全員発表時刻までに所定の位置にポスターを掲示いただき、所定の時間ま
でに撤去してください。 

・ 在席責任時間は発表番号の奇数番号の方と偶数番号の方とで区分いたします。 在席
時間につきましては後日実行委員会事務局より決定次第ご連絡いたします。発表番
号等は  10 月に送付予定の大会プログラムにてご確認ください。  

・ 掲示の際にご準備頂く備品、パネル形式などについては２号通信にてご連絡いたしま
す。  

 

３－４  ．発表資料について   

  当日受付にて発表論文集をお渡しします。当日補足資料を配布予定の方は各自ご準備
ください。 準備実行  委員会本部での印刷は出来かねますので、敷地内又は近隣のコンビ
ニエンスストアをご利用ください。  

 

４ ． 会員企画シンポジウムについて  

①企画者資格 

2016 年 6 月 22 日（水）現在、本学会の会員であり、2016 年度までの年会費を完納して
いることが必要  です。 新入会員につきましては、  6 月 19 日㈰に予定されている常任理
事会で入会が承認された方までとなります。 

②司会者・  話題提供者・  指定討論者は会員以外（  非会員）の方も可能です。  

②申込方法   発表申込
期日：6 月 22 日㈬ 

シンポジウム企画者は、期日までに第  38回研究大会ホームページ
（http://www.c-edu.link）上の申込フォームに必要事項を入力して下さい。  

    ③企画者は１  企画につき企画費  5,000 円を  6 月 22 日㈬までに  お振込みください。  
その後、7 月 20 日㈫までに  「発表論文集原稿」（  詳細は  2 号通信にてご連絡します）を
ご提出いただく  ことによってシンポジウム企画資格を得られます。提出期限は厳守し
てください。  

  ④企画者欠席の場合は、「  発表取消」  になります。  ただし大会実行委員長の承認を経て、     
                     連名者の方が代わりに発表することができます。企画者の欠席・変更などは大会実行委  
  員会事務局までご連絡ください。  

 

 
 
 
 



５ ． 原稿の受付について  

①  第２号通信の配信                   

 個人研究発表および会員企画シンポジウムを申し込んだ方には、原稿 の作成要領を示し
た第２ 号通信をメールにて 6 月 30 日（木）までにお送りします。それにしたがって、
発表論文集の原稿を作成してください。お断りせざるを得ない場合には、この時点で
連絡・ 返金をいたします。 

②  原稿の送付                                            
２号通信に沿って作成いただいた原稿は、7 月 20 日（水）（必着） までに お送りく
ださい。 

原稿は期日までに第 38回研究大会ホームページ（http://c-edu.link/）上の投稿シス
テムを使用して提出して下さい。なお、 本会は「 発表論文集」 を作成しておりますので、 
それにふさわしい原稿の体裁が不可欠です。 不完全な原稿（ 例えば「 結果は発表当日
示す」 と いった完結していない原稿など）  と判断された場合、 発表予約を取り消す
場合もありますのでご注意ください。 また各期限は厳守 でお願いします。 

 
６ ． キャリア・ カウンセラー養成研修講座  

 10月15日（土）午前に 「第2 回キャリア・カウンセラー養成研修講座」を開催いたします（8:45

～12:15予定）。c分野：五十嵐先生（福島大学）「今日の職場環境と働く人々のキャリア形成～いき

いきした職業生活とは～（仮）」、 a分野：京免先生（愛知教育大学）「持続可能な社会を創造で

きる市民育成に向けたキャリア・カウンセリングの可能性（仮）」で 実施する予定です。奮ってご

参加ください。7月以降に学会HP等で内容・申込み方法の詳細を発表いたします ので、受講を希望

される方は7月以降に学会HPにてご確認ください。なお受講料は5,000円で す。当日、受付にて現

金でお支払いください。 
 

７ ． 開催期間中の昼食について  

10 月 15 日（土）は、お弁当等の準備はしていません。会場周辺にもコンビニや食堂等もござい

ますが、できるだけ札幌駅周辺で昼食を済ませてからお越になることをお勧めします。 

10 月 16日(日)はお弁当のご予約を承りますので別途参加申込用紙にてお申し込みくだ

さい（飲料付きで 1,000 円）。 当日のお申込みはご遠慮ください。 

 

８ ． 今後の通信予定  

①第２号通信（メール配信） 6月 30 日まで 

 （発表責任者と会員企画シンポジウム企画者のみにメールにて配信） 

②プログラム発送     10 月上旬（ 全会員に発送） 

 

９ ． 会場までの交通案内および宿泊について  

 

≪交通案内～公共交通機関ご利用の場合～≫ 

●新千歳空港より札幌駅まで 

JR 北海道千歳線（37 分） →「札幌」駅下車 

●札幌駅より（乗換なし） 

地下鉄東豊線・栄町行き（5 分） →「東区役所前」駅下車 2､ 3 番出口徒歩 7 分 

北海道中央バス・札幌駅北口停留所発 東 19 北光・北口線（約 18 分）「大谷学園前」 

下車 徒歩 5 分 

≪宿泊について≫ 

 同封のチラシをご参照下さい。 

≪お車のご利用について≫  

会場の都合によりお車でのお越しはご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 



  ≪会場案内図≫   ＊大谷記念ホール入口からお入りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．プレ企画  市立札幌大通高校の教育を考える（ 10 月 14 日（金）） 参加について 

 

市立札幌大通高等学校は、2008 年 4月に開校した三部制・単位制の定時制高校です。多様な

生徒の学びの場として、開校以来人気を集め、現在約 1200 名の生徒が在籍しています。生徒の

支援体制や、単位制の仕組みを活用した多彩なカリキュラムの充実に力を入れており、近年は

地域と連携したキャリア教育のプログラム開発にも取り組み始めました。14 日のプレセッショ

ンでは、大通高校の教育内容の紹介を聞いていただき、生徒が学ぶ姿を直接見学していただき

たいと考えております。 

＜会場案内＞ 

住所：札幌市中央区北 2 条西 11 丁目（ホテルロイトンの北側） 

地図につきましては、お手数ですが学校公式 HP（http://www.odori-h.sapporo-c.ed.jp/）など

でご確認ください。 

＜参加申し込みについて＞ 

 詳細および参加申し込みにつきましては、 後日改めて第  38 回研究大会専用  HP に

てお知らせする予定となっております。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 11. 教育研究懇談会について 

 

10 月 15 日（土）18:30 から、サッポロビール園（東区北 7 条東 9 丁目 2-10）を会場に教育研究

懇談会を行います。定期総会終了後 18:00 に大学前にて会場行きのバスが待機しております。北海

道名物のジンギスカンにサッポロビールをお楽しみください。参加ご希望の場合は、大会 HP 上の

参加申込フォームにてお申し込みください。会費は、5,000 円です。参加費と一緒に同封の振込用

紙にてお支払いくださいますようお願いいたします。 

 

＜ご注意事項＞ 

＊ バスは往路のみのご用意となっておりますので、復路は各自でご移動願います。 

【サッポロビール園⇒すすきの交差点 タクシーにて約 12 分 1,200 円〜1,500 円程度】 

【サッポロビール園⇒札幌駅 タクシーにて約８分 800 円〜1,000 円程度】 

 上記の料金は目安となります。なお、会場から札幌駅までの路線バスもあります。また、地下鉄 

 東豊線東区役所前４番口まで徒歩 10 分です。 

＊ 100 分の食べ飲み放題でございます。 

＊ （ジンギスカン・焼き野菜・生ビール・ノンアルコールビール・ソフトドリンク） 

＊ お一人様あたりおにぎり２個ついておりますが、それ以上は各自のオーダー精算となります。 

 

12． 大会に関する連絡先･参加申込先  

 

日本キャリア教育学会第 38 回研究大会実行委員会事務局 

〒065-8567  札幌市東区北 16 条東 9 丁目 1 番 1 号 

札幌大谷大学社会学部 岡部 敦 （実行委員会事務局長） 

電話：011-742-1651（代表）011-742-1965（研究室直通） 

ファックス：011-742-1654 

E-mail: jssce38@gmail.com   

＊ご連絡はできるだけメールでお願いします。 

 
 

 

 

 


