
日本キャリア教育学会　研究大会・研究セミナー　開催地一覧

開催年 年 回 開催校・開催地 実行委員長 回 開催校・開催地 実行委員長
1979 昭和54年 1 文教大学 仙崎武（文教大学）
1980 昭和55年 2 愛知教育大学 竹内登規夫（愛知教育大学）
1981 昭和56年 3 近畿大学、読売新聞大阪支社 廣井甫（近畿大学）
1982 昭和57年 4 雇用促進事業団雇用職業総合研究所吉谷二郎（雇用職業総合研究所） 1 東洋大学セミナーハウス 田島信一（福岡教育大学）、吉田辰雄（東洋大学）
1983 昭和58年 5 国立教育研究所 田村鍾次郎（国立教育研究所） 2 東洋大学セミナーハウス 田島信一（福岡教育大学）、吉田辰雄（東洋大学）
1984 昭和59年 6 文教大学 仙崎武（文教大学） 3 公立学校共済組合なにわ会館 宮内博（名城大学）
1985 昭和60年 7 大阪大学 中西信男（大阪大学） 4 愛知会館 宮内博（名城大学）
1986 昭和61年 8 東洋大学 吉田辰雄（東洋大学） 5 秋田ビューホテル 水戸谷貞夫（秋田大学教育学部付属中学校）
1987 昭和62年 9 名城大学 宮内博（名城大学） 6 日本大学 野々村新（日本大学）
1988 昭和63年 10 東洋大学 吉田辰雄（東洋大学） （東京・キャリアガイダンス国際セミナー）
1989 平成元年 11 上越教育大学 田村鍾次郎（上越教育大学） 7 福岡リーセントホテル 田島信一（福岡教育大学
1990 平成2年 12 近畿大学 廣井甫（近畿大学） 8 神田外語大学 荒井昭雄（神田外語大学）
1991 平成3年 13 仙台市戦災復興記念館 菊池武剋（東北大学） 9 神戸市総合教育センター 内藤勇次（兵庫教育大学）
1992 平成4年 14 茨城県立青少年会館 佃直毅（茨城大学） 10 別府市公立学校保養所　豊泉荘 石原彰（大分市鶴崎中学校）
1993 平成5年 15 福岡大学 坂本昭（福岡大学） 11 金沢女子大学 柳沢良一（金沢大学）
1994 平成6年 16 明治学院大学 中西信男（明治学院大学） 12 帝京情報科学専門学校 天谷正（帝京技術科学大学）
1995 平成7年 17 関西大学 清水和秋（関西大学） 13 広島YMCA学園 西森正久（広島YMCA学園）
1996 平成8年 18 筑波大学 木村周（筑波大学） 14 佐賀市・社会福祉施設ほほえみ館 田崎敏昭（佐賀大学）
1997 平成9年 19 愛知女性総合センターウィルあいち 三宅章介（東海学園大学） 15 拓殖大学 森茂（拓殖大学）
1998 平成10年 20 東洋大学 吉田辰雄（東洋大学） 16 愛知・すいとぴあ江南 竹内登規夫（愛知教育大学）
1999 平成11年 21 上智大学 中野良顕（上智大学） 17 KKR新潟 松井賢二（新潟大学）
2000 平成12年 22 愛知教育大学 坂柳恒夫（愛知教育大学） 18 徳島・眉山会館 吉田隆夫（芦屋大学）
2001 平成13年 23 岡山理科大学 松本卓三（岡山理科大学） 19 宮城勤労総合福祉センター蔵王ハイツ菊池武剋（東北大学）
2002 平成14年 24 兵庫教育大学 古川雅文（兵庫教育大学） 20 琉球大学 島袋恒男（琉球大学）
2003 平成15年 25 上越教育大学 三村隆男（上越教育大学） 21 南九州大学 吉中淳（南九州大学）
2004 平成16年 26 東洋大学 吉田辰雄（東洋大学） 22 金沢学院大学 中島満
2005 平成17年 27 愛知学泉大学 飯田博（愛知学泉大学) 23 近江八幡 若松養亮（滋賀大学)、高綱睦美（愛知教育大学）
2006 平成18年 28 関西大学 川崎友嗣(関西大学) 24 労働政策研究・研修機構　労働大学校吉田修（労働政策研究・研修機構）
2007 平成19年 29 多摩美術大学 榎本和生（多摩美術大学) 25 コラッセふくしま 五十嵐敦（福島大学)
2008 平成20年 30 東北大学 菊池武剋（東北大学) 26 早稲田大学 三村隆男（早稲田大学)
2009 平成21年 31 椙山女学院大学 後藤宗理（名古屋市立大学) 27 関西大学 藤岡秀樹（京都教育大学)
2010 平成22年 32 新潟大学 松井賢二（新潟大学) 28 エルパーク仙台 五十嵐敦（福島大学)
2011 平成23年 33 日本体育大学 本間啓二（日本体育大学) 29 早稲田大学 三村隆男（早稲田大学)
2012 平成24年 34 滋賀大学 若松養亮（滋賀大学） 30 上越教育大学 白木みどり（上越教育大学）
2013 平成25年 35 名古屋大学　* 寺田盛紀（名古屋大学） 31 九州大学 吉本圭一（九州大学）
2014 平成26年 36 琉球大学 島袋恒男（琉球大学） 32 大手前大学 河﨑智恵（奈良教育大学）
2015 平成27年 37 つくば国際会議場 ** 三村隆男（早稲田大学） 33 コラッセふくしま 五十嵐敦（福島大学)
2016 平成28年 38 札幌大谷大学 和田佳子（札幌大谷大学） 33 帝京大学 ・板橋キャンパス 横山 明子（帝京大学）
2017 平成29年 39 上越教育大学 山田智之（上越教育大学） 34 九州大学・箱崎キャンパス 吉本圭一（九州大学）
2018 平成30年 40 早稲田大学 三村隆男（早稲田大学） 35 関西大学・千里山キャンパス　 河﨑智恵（奈良教育大学）

*　第３５回研究大会は日本産業教育学会との合同大会 ** 第37回研究大会はIAEVG国際大会と同時開催
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