2017年4月1日

日本キャリア教育学会第３９回研究大会
2017年10月14日（土）・15日（日）、〔プレ企画：13日（金）〕上越教育大学

開催のご案内（第１号通信）
開催のご案内（第１号通信）
春暖の候、会員の皆様におかれましては、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39回研究大会は、2017年10月14日（土）・15日（日）に上越教育大学で開催さ
れることになりました。今回の大会テーマは「つなぎ・そだて・うごかすキャリア教育

～点・線・面か

ら未来へ～」です。
「点」は「点」として存在するだけでは何も生まれません。一つ一つの「点」がつながり、「線」が生
まれた時に何らかの方向性が見えてきます。そして、細さや太さ、長短、緊張の力など形態としての多様
性を持った「線」がつらなり「面」が形づくられ、新しい存在が創造されます。
戦後70年が過ぎ、その歴史と教訓の中から、未来への知恵を探らなければならない時代の中にあって、
貧困や格差など解決しなければならない様々な社会問題が生じています。また、新しい小中学校の学習指
導要領に「キャリア教育」という言葉が加わり、その重要性に対する認識も高まりつつあります。このよ
うな時代の中にあって、キャリア教育における「点・線・面とは何か。」「点・線・面は、どのような役
割を果たすのか。」「点・線・面をどのように、つなぎ、そだて、うごかすのか。」について皆様ととも
に議論し、キャリア教育の未来について考える機会にしたいと考えております。
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、Web上での参加申し込み、発表論文集
投稿などをしていただく方法を導入することにいたしました。いろいろとご不便をおかけすることもある
かと存じますが、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
10月の上越は、新米が店頭にならぶ収穫のシーズン、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心よりお待ちしております。
2017年4月1日
日本キャリア教育学会第39回研究大会実行委員会
委員長

上越教育大学学校教育研究科
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◆ 大会テーマ ◆
「つなぎ・そだて・うごかすキャリア教育

～点・線・面から未来へ～」

◆ 大会実施日・会場 ◆
2017年10月13日（金）（プレ企画）・14日（土）・15日（日）
上越教育大学 〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町1番地
＊10月13日（金）は、上越市内学校見学と『岩の原葡萄園』ワイナリーレストラン「金石の音」でのディ
ナーをセットにしたプレ企画となります。
＊10月14日（土）の懇談会は、上越教育大学食堂で行います。
◆ 大会ホームページ ◆

第39回研究大会ＨＰ

https://www.jssce.jp/c2017（５月下旬より運用開始）

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。
10月上旬発送予定の大会プログラムにて、再度ご確認ください。

プレ企画

10/13（金）

13:30-17:00

市内学校見学

17:00-17:30

上越市内見学

17:30-20:00

ディナー

（バス利用）

＊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。（９.を参照して下さい）
１日目

10/14（土）

9:00-

キャリア・カウンセラー養成研修講座受付

大学会館

9:15-12:30

キャリア・カウンセラー養成研修講座

講義棟201

11:30-16:40

研究大会受付

大学会館

12:30-12:50

開会式

講義棟301

12:50-14:10

基調講演 (株)穂海 代表取締役 丸田洋 氏

講義棟301

14:10-14:25

休憩

14:25-16:35

実行委員会企画シンポジウム

講義棟301

「新しい学習指導要領とキャリア教育」
～戦後教育の歩みをみつめて～
16:40-17:40

2017年度定期総会

講義棟301

18:30-20:30

教育研究懇談会

大学会館

8:40-15:00

研究大会受付

大学会館

9:00-12:00

口頭発表午前の部（英語発表も含む）

人文棟講義室

２日目

食堂

10/15（日）

104 105

106 107

205 206

207 208

9:00-11:00

研究推進委員会企画シンポジウム

講義棟301

9:00-11:00

会員企画シンポジウム１・２

講義棟201 302

10:00-12:00

ポスター発表

人文棟講義室113

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）

人文棟講義室
104 105

106 107

205 206
14:00-16:00

会員企画シンポジウム３・４・５

２. 参加・発表に関する申込手続き

講義棟

207 208
301 201 302

※大会手続きの流れ等参照

２－１.申込種別および申込方法
下記３つの種別より、お申込みください。
① 大会参加のみの方・・・ お手続き期間：2017年5月26日（金）～ 9月26日（火）
② 個人研究発表者・・・・「３．個人研究発表（口頭・ポスター）」をご参照ください。
③ 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。

参加申込みは、第39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。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。大会参加のみの方（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、出来るだけ参加予約にご協力
お願いいたします。
なお、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。
ご協力お願いいたします。
２－２．参加費用のお振込み方法
参加費用は、下記口座への郵便振替となります。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、氏名など必要事項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。その際も必要事項を忘れずにご記入ください。な
お、お振込み頂い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。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。
【郵便振替】
口座記号番号 ００５１０－６－５２０９８
加入者名

日本キャリア教育学会

第３９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ｷｭｳ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。恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。
9月26日（火）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。
２－３．大会参加費用等
① 参加費
□ 一般会員 ・・・・・・・・・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）
□ 非会員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・当日5,500円（発表論文集代を含む）
＊ 臨時会員は非学会員の参加者です。

② 発表論文掲載費（口頭・ポスター発表者）・・・・・・2,000円
③ 連名発表費（非学会員の口頭・ポスター連名発表者）・・2,000 円（学会員の連名発表は無料です。）
④ シンポジウム企画費・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
⑤ 発表論文集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円（別売り）
⑥ お弁当代（飲み物付）（10/15（日）） ・・・・・・・1,000円
⑦ 教育研究懇談会費・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
⑧ プレ企画（10/13（金）のバス運賃・夕食代） ・・・・8,000円
＊大学近隣に飲食店はあまりございません。10月14日（土）は、学生食堂をご利用いただけます。
15日(日)は学生食堂がお休みのため、お弁当を予約されることをお勧めします。

大会手続きの流れ
大会参加のみ(予約)
個人研究発表
会員企画シンポジウム

参加・発表申込み期間

大会参加のみ

2017/5/26(金) ～ 9/26(火)
2017/5/26(金) ～ 6/27(火)
2017/5/26(金) ～ 6/27(火)

個人研究発表
※ 学会員のみ

申込み
種別

予約参加
※ 学会員のみ

口頭発表 ポスター発表
学会員

一般会員
5,000円

参加費用

学生会員
4,000円

学会員

非学会員

非学会員

5,000円(一般)
3,500円（学生）

大会参加費 大会参加費
5,000円(一般)
5,500円
3,500円（学生）

発表論文掲載費
2,000円

シンポジウム企画費
5,000円/企画

非学会員の連名発表費
2,000円/人

※司会者、話題提供者、指定討論
者は、非会員の方も可能です。

5,500円
※ 臨時会員は、
非会員の参加と
なります。

学生会員
3,500円

※ 企画者は、学会員のみ

当日参加

大会参加費
一般会員
5,000円

会員企画シンポジウム

※ 学会員の連名発表は無料です。
※ 発表責任者は、口頭、ポスター問わず一人一回です。

【オプション】 プレ企画(10/13(金))8,000円 /
懇談会費(10/14(土)）5,000円 / 昼食代（10/15(日)）1,000円
5月

6月

7月
8月
9月

新入会員は、申込みの上、2017/5/28(日)の常任理事会で入会が承認された方です。
※発表責任者、シンポジウム企画者は、2017/6/27(火)現在、本学会員であり、2017年度までの年会費を完納していることが必要です。

申込み ・ 払込み期間
2017/5/26(金) ～ 2017/6/27(火)

申込み
払込み期間
5/26(金)
～
9/26(火)

大会参加費
論文掲載費
発表連名者費

大会参加費
シンポジウム企画代

第２号通信（7/12(金)まで) ： 原稿の作成要領
※ 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

発表論文集原稿の送付期間
7/28(金)～8/21(月)

※HP上で申し込
みの上、郵便
振替用紙で、お
振込みください。

10月

プログラム発送（10月上旬）

10月13日

プレ企画（別途、申し込みください)(8,000円）
上越市内学校見学 ＆ 『岩の原 葡萄園』ワイナリーレストラン「金石の音」でディナー

10月14日
10月15日

※ 9:00～ キャリア・カウンセラー養成研修講座 受付開始
（5,000円）

11:30～ 研究大会 受付開始 ※ 18:30～懇談会 in 上越教育大学食堂
9:00～ 研究大会 受付開始

※ 昼食のお弁当（飲み物付）をご準備致します。
希望の方はお申込みください。 （1,000円）

３．個人研究発表（口頭・ポスター）
３－１．発表資格
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。発表責任者は、2017
年6月27日（火）現在、本学会員であり、2017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
員は、5月28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。発表形式は、
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、 ポスター発表の種別を問
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。
３－２．費用
参加申込に際しては、下記費用がかかります。なお、発表連名者は非会員の方も申込みいただけますが、
一人一件につき2,000円となります。
① 発表責任者参加費・・・・・5,000円

（学生会員は、3,500円）

② 発表論文掲載費・・・・・・2,000円
③ 非学会員発表連名者費・・・2,000円/人（非会員人数×2,000円）
３－３．発表申込に関する共通注意事項
発表責任者は、期日までに第39回研究大会ＨＰ（https://www.jssce.jp/c2017）上の申込フォームに必要
事項を入力して下さい。 その後、「発表論文集原稿」（詳細は2号通信にてご連絡します）を第39回研究
大会ＨＰ上の発表論文提出フォームより発表原稿を提出することによって発表資格が得られます。発表申
込件数が多数の場合には、会場の都合でお断りや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
知ください。発表調整の際には、 原稿到着順を優先させていただきます。各手続きの期間は、下記の通
りとなっております。お手続きの期限を厳守下さいますよう、ご協力お願いいたします。
□ 個人研究発表の申込み・・2017年5月26日（金）～ 6月27日（火）（研究大会ＨＰ上）
□ 大会参加費等の払込み・・2017年5月26日（金）～ 6月27日（火）
□ 発表論文集原稿の送付・・2017年7月28日（金）～ 8月21日（月）（研究大会ＨＰ上）
なお、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。 発表者の欠席や変更などは大
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。
３－４．口頭発表
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、一人一回に限ります。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、質疑応答は下記の時間を予定しております。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
にて、その旨をお知らせ下さい。
□ 発表時間・・・20分間（英語発表も同様）
□ 質疑応答・・・10分間（英語発表も同様）

＊ 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。発表会場の常設機器は、プロジェクター（ＲＧＢ接続）
のみとなります。パソコンは各自でご準備ください。（学内インターネットに接続可能です。）

３－５．ポスター発表
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
発表者は発表時刻までに所定の位置にポスターを掲示してください。在席時間につきましては、後日実行
委員会事務局よりご連絡いたします。掲示の際にご準備頂く備品やパネル形式などは２号通信にてご連絡
いたします。また、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。
□ 発表時間（ポスター掲示時間）・・120分
□ 在席責任時間・・・・・・・・・・ 60分（発表番号の偶数と奇数で区分いたします。）
＊ ポスターボード：縦210cm、横90cm（左上（縦20cm×横20cm）に演題番号を掲示いたします。）
＊ 発表終了後は、所定時刻までに撤去してください。

３－６．発表資料
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。実行委員
会本部での印刷は致しかねますので、大学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
４－１．企画者資格
シンポジウム企画者は、2017年6月27日（火）現在、本学会員であり、2017年度までの年会費を完納して
いることが必要です。新入会員は、5月28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。司会者、話題提供者及び指定討論者は会員以外（非会員）の方も可能です。
３－２．費用
参加申込に際しては、下記費用がかかります。
① 企画者参加費・・・5,000円（学生会員は、3,500円）
② 発表論文掲載費・・2,000円

＊ 企画者以外のシンポジウム参加者は、別途参加申込を行ってください。

３－３．発表申込に関する共通注意事項
シンポジウム企画者は、期日までに第39回研究大会ＨＰ（https://www.jssce.jp/c2017）上の申込フォー
ムよりお申込み下さい。その後、「発表論文集原稿」（詳細は2号通信にてご連絡します）を第39回研究
大会ＨＰ上の発表論文提出フォームより発表原稿を提出することによって、シンポジウム企画資格が得ら
れます。なお、お手続きの期限を厳守下さいますよう、ご協力お願いいたします。
□ 会員企画シンポジウムの申込み・・・2017年5月26日（金）～ 6月27日（火）（研究大会ＨＰ上）
□ 大会参加費等の払込み・・・・・・・2017年5月26日（金）～ 6月27日（火）
□ 発表論文集原稿の送付・・・・・・・2017年7月28日（金）～ 8月21日（月）（研究大会ＨＰ上）
＊ 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
５－１．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込まれた方には、原稿の作成要領を示した第２号通信を7
月12日（水）までにメール配信いたします。作成要領にしたがって、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、この時点でご連絡し、返金をいたします。
５－２．原稿の送付
２号通信にしたがって作成いただいた原稿は、7月28日（金）～ 8月21日（月）までに第39回研究大会Ｈ
Ｐ（https://www.jssce.jp/c2017）上の投稿システムを使用してご提出下さい。なお、本大会は「発表論
文集」を作成しておりますので、作成要領にしたがった体裁での原稿をご提出ください。不完全な原稿
（例えば「結果は発表当日示す」といった記載事項を満たしていない等）と判断した場合、発表予約を取
り消す場合もございますのでご注意ください。お手続きの期限を厳守下さいますようお願いいたします。
６．キャリア・カウンセラー養成研修講座
10月14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（9:15～12:30予
定）。奮ってご参加ください。内容・申込み方法の詳細は、7月以降に学会ＨＰ等で掲載いたしますの
で、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
10月14日（土）は、お弁当等の準備は致しません。本学大学会館の食堂や売店もございますが、駅周辺な
どで昼食を済ませてからお越しになることをお勧めします。10月15日(日)はお弁当のご予約を承ります。
参加申込用紙にてお申し込みください（飲み物付き1,000円）。当日のお申込みは承っておりません。
８． 今後の通信予定
□ 第２号通信（メール配信）・・・7月12日（水）まで
□ プログラム発送・・・・・・・・10 月上旬 （全会員に発送）
＊ 第2号通信は、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配信致します。

９．プレ企画（10月13日（金））
上越市内学校見学と、「岩の原 葡萄園」ワイナリーレストラン「金石の音」でのディナーをセットにし
たプレ企画を開催いたします。プレ企画の詳細および参加申し込みにつきましては、 後日改めて第39回
研究大会ＨＰにてお知らせ致します。
＊ 別料金8000円程度の予定です。第39回研究大会ＨＰ上の参加・発表申込みとともにお申し込みください。
お支払いについては、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。

１０．教育研究懇談会（10月14日（土））
10月14日（土）18:30から、教育研究懇談会を開催いたします。参加希望の方は、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円となります。参加費と一緒に同封の振込用紙にて、お
振込みくださいますようお願いいたします。
１１． 大会に関する問い合わせ先

＜日本キャリア教育学会第39回研究大会事務局＞

大会に関するご質問、ご要望などがございましたら、できるだけメールにてお問い合わせください。
□ 事務局長 曽田耕一
□ 所在地

上越教育大学

学校教育実践研究センター内（ 〒943-0834 新潟県上越市西城町1-7-2 ）

□ 連絡先

TEL. 025-525-9147 / FAX. 025-525-9860 / E-mail: c2017@jssce.jp

１２．会場までの交通案内および宿泊

≪交通案内～公共交通機関ご利用の場合～≫

＊ 会場の都合によりお車でのお越しはご遠慮ください。宿泊については、同封のチラシをご参照下さい。

＜上越妙高駅より＞
・えちごトキめき鉄道下り線(約10分) → 春日山駅 → 徒歩（約25分(2.2km)
・タクシー乗車（約15分）
＜直江津駅より＞
・教育大学線乗車（駅前）→ 教育大学下車
・山麓線乗車（駅前）

（バス・約20分）

→ 教育大学東下車（バス・約15分）

・タクシー乗車（約10分）
＜ 高田駅より＞
・教育大学線乗車（本町六丁目停留所）→ 教育大学下車（バス・約15分）
・タクシー乗車（約10分）

＜会場案内図＞

