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第４１回研究大会

2019 年 11 月 9 日（土）・10 日（日）

長崎大学

開催のご案内【１号通信】

春暖の候、学会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
日本キャリア教育学会 第４１回研究大会は、令和という新年号のもと、長崎大学（文教キ
ャンパス）にて開催されることになりました。令和元年という記念すべき年に、本学において
研究大会を開催できますことを大変光栄に思っております。
さて、今年度の研究大会のテーマは、
「キャリア教育の射程を問い直す」です。文部科学省の
関連の政策文書において、
「キャリア教育」という用語が初めて登場したのは、1999 年の中央
教育審議会の答申になります。その後、今日までの約 20 年間のうちに急速に広がり、初等教
育から高等教育に至るまで、幅広く実践されるようになりました。実践内容においても、各学
校や地域社会の特色を活かした多様な取り組みが見られるようになりました。反面、いま進め
られているキャリア教育には、課題や不十分な点も散見されます。例えば、日本型社会システ
ムが機能不全に陥るなか、いまだにキャリア教育では、従来型のシステムを前提とした学校か
ら職業社会への移行支援に力点が置かれています。教育内容についても、基礎的・汎用的能力
に代表されるように抽象度の高い能力の育成に重きが置かれている一方で、職業人として必要
な知識・スキルの育成は十分とはいえません。さらに、外国籍の児童・生徒に対する取り組み
はなされているでしょうか。2018 年に成立した改正出入国管理法は、在留資格「特定技能」を
創設しました。特定産業分野において、今後 34 万人の外国人材受け入れを数値目標として定
めています。特定技能 2 号では、家族帯同を認めていますので、これに伴い、日本の教育現場
には、今後、外国籍の児童・生徒が一段と増えていくことが予想されます。しかしながら、日
本語を母語としない児童・生徒にとって、言葉の理解と学習内容の理解という 2 つの壁を乗り
越えるのは容易なことではありません。2015 年 9 月の国連サミットでは、
「持続可能な開発の
ための 2030 アジェンダ」が採択されました。このアジェンダでは、持続可能な世界を実現す
るためには、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことが重要である
と謳われています。
本年度の研究大会では、この 20 年間のうちに急速に普及してきたキャリア教育を批判的に
振り返るとともに、今後のあり方について、皆様と議論を深めていきたいと考えております。
最後に、会場の長崎大学（文教キャンパス）は、坂の街・長崎には珍しく、坂を上らなくて
良い立地のうえ、路面電車の長崎大学前駅の目の前という非常に恵まれた環境にあります。長
崎市には、幕末から明治維新にかけて、歴史の舞台となった場所が多数あります。歴史に思い
を馳せながら、ゆっくりと現地散策もお楽しみください。
是非、多くの方にご参加いただけることを期待し、お待ちしております。
2019 年 4 月吉日
第 41 回 研究大会 実行委員会一同

◆研究大会 実施日・会場
実施日 2019 年 11 月 9 日（土）
・10 日（日）
会 場 長崎大学 文教キャンパス スカイホール、教養教育 A 棟
（長崎市文教町 1-14）
◆研究大会テーマ
「キャリア教育の射程を問い直す」
◆共催
国立大学法人 長崎大学

１．研究大会スケジュール（案）
１－１．日程表（案）
※発表件数によっては、スケジュールに変更が生じる可能性があります。10 月～11 月に送付予定の研究
大会プログラムを必ずご確認ください。
１１月９日（土）
9:30
10:00～11:30

研究大会

受付

キャリア・カウンセラー研修講座
研究委員会企画（質的研究の進め方）

12:00～13:15 お昼休み

理事会

13:15～13:30 開会式

スカイホール

13:30～14:30 基調講演（本田由紀先生）

スカイホール

14:30～14:45 休憩
14:45～17:00 シンポジウム
司会

児美川孝一郎先生
スカイホール

シンポジスト：夜間中学校教員、
新聞記者、教育関係者を予定
17:15～17:30 休憩
17:30～18:30 定期総会

スカイホール

19:00～20:30 教育研究懇談会
１１月１０日（日）
8:00
8:45～10:25

研究大会

受付

口頭発表１
ポスター発表１

10:25～10:35 休憩
10:35～12:15

口頭発表２
ポスター発表２

12:15～13:30 お昼休み
13:30～15:10

教養教育A棟
各教室

委員会会議

口頭発表３
ポスター発表３

15:10～15:20 休憩
15:20～17:00 ワークショップ

教養教育A棟
各教室

１－２．研究推進委員会企画 質的研究の進め方（11 月 9 日

10：00～11：30）

研究推進委員会企画として、質的研究のなかでも近年注目されている TEM について勉強会を
開催します。講師は、TEM 研究の第一人者であるサトウタツヤ先生（立命館大学文学部人文
学科 心理学専攻 教授）です。調査対象者の語りをいかに分析していくのか、事例を交えなが
ら学びを深めていきたいと思います。
１－３．基調講演
基調講演は、本田由紀先生（東京大学大学院教育学研究科 教授）にご登壇いただく予定です。
１－４．実行委員会企画シンポジウム
実行委員会シンポジウムでは、日本で暮らす外国籍の児童・生徒について、キャリア形成とい
う視点から考えていきたいと思います。シンポジウムの司会は、キャリア形成と教育を専門と
されている児美川孝一郎先生（法政大学大学院キャリアデザイン学専攻 教授）です。小学校
や夜間中学において、こうした子どもたちへの教育に取り組んでこられた先生方、新聞記者の
方をシンポジストとしてお招きする予定です。
１－５．教育研究懇談会（11 月 9 日（土）19:00～20:30）
教育研究懇談会は、19:00 から「にっしょうかん 新館 梅松鶴」にて開催します。
https://www.hmi-ryokan.jp/baishokaku/
参加希望の方は、第 41 回研究大会 HP にあります参加申込フォームにてお申込ください。会
費は、5,000 円となります。会費につきましては、学会参加費と一緒に、後日、お送りする同
封の振込用紙にて、お振込み下さいますようお願いいたします。
１－６．昼食、クローク、託児室のご案内
大学周辺等で各自昼食をおとりください。11 月 9 日（土）は、学生食堂が昼食時間帯のみ営業
しております。会期中は、クロークを設置いたしますのでご利用ください。ただし、 貴重品等
はお預かりできません。保管の責任は、当方では負いかねますのでご承知おきください。託児
室は設置いたしませんが、本大会では、お子様を会場に同伴しての参加・発表を認めますので、
参加者の皆様は何卒ご協力ください。
２. 参加・発表に関する申込手続き ※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
手続期間：5 月中下旬の HP 開設後から 10 月 23 日（水）までにお申し込みください。
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 ワークショップ（旧会員企画シンポジウム）企画者
「４．ワークショップ（旧会員企画シンポジウム）
」をご参照ください。

参加申込みは、第 41 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・ワークショップ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をお願いいたします。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。
【十八銀行 昭和町支店 普通 1042420】
じゅうはち銀行 店番 181
加入者名

日本キャリア教育学会
ﾆﾎﾝｷｬﾘｱｷｮｳｲｸｶﾞｯｶｲ

※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。 10
月 23 日（水）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。
２－３．参加費用・発表費用
（１）参加費用
会員種別 事前申込 当日
一般会員 5,000 円 5,500 円 ※発表論文集代を含む
学生会員 3,500 円 4,000 円 ※発表論文集代を含む
非会員

5,500 円 ※発表論文集代を含む

教育研究懇談会費 5,000 円 ※事前申込、当日共通
※発表論文集は参加申込をした方に１冊ずつ配布します。
追加分は１冊 1,000 円で販売します。
※大会参加費のみの方は 10 月 23 日（水）までに参加費用をお振込みください。発表も予定し
ている方は発表申込締切（9 月 14 日（土））までに参加費用をお振込みください。

（２）発表費用
発表申込には、上記の参加費用に加えて以下の費用がかかります。
発表論文掲載費（口頭発表・ポスター発表共通）

2,000 円

ワークショップ（旧会員企画シンポジウム）企画費 8,000 円
連名発表費（非学会員の方が連名発表に加わる場合）2,000 円
＊企画者以外のワークショップ参加者は、別途参加申込を行ってください。
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、2019 年 7 月 20 日（土）現在、本学会員であり、2019 年度までの年会費を完納している
ことが必要です。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、発表連名者とワークショ
ップ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．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 41 回研究大会ＨＰ上の申込フォームに必要事項を入力して下さ
い。発表申込とあわせて「発表論文集原稿」を第 41 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（今大会では発表申込と論文集
原稿提出は同時に行います）
。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おきください。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。
□ 大会参加費等の払込み・・発表申込者は 9 月 14 日（土）までにお振り込みください。
□ 個人研究発表の申込み・・2019 年 7 月 23 日（火）～9 月 14 日（土）
（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。
３－３．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、ワークショ
ップ発表者、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、質疑応答等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・・・12 分間（英語発表も同様）
□ 質疑応答・・・ 8 分間（英語発表も同様）
□ 移動時間・・・ 5 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。発表会場には常設機器として、
PC とプロジェクターがあります。
３－４．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、発表番号、掲
示の際にご準備頂く備品やパネル形式などは、後日、大会ＨＰにてお伝えします。ご確認くだ
さい。
□ 発表時間（ポスター掲示時間）
・・100 分
□ 在席責任時間・・・・・・・・・ 50 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：ボードの大きさは後日 HP に掲載します。また、大会当日は、演題番
号をボードに掲示します。
）
＊ 発表終了後は、所定時刻までに撤去してください。
３－５．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、近隣のコンビニエンスストアをご利用ください。
３－６．日本キャリア教育学会研究大会優秀発表賞
今大会より、
「日本キャリア教育学会研究大会優秀発表賞」を授与する予定です。後日、発表申
し込み時に、以下の項目に該当するか否かをおたずねします。詳しくは大会 HP 等をご覧くだ
さい。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
を対象とします。
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。

４．ワークショップ（旧会員企画シンポジウム）
４－１．企画者資格
ワークショップ企画者は、2019 年 7 月 20 日（土）現在、本学会員であり、2019 年度までの年
会費を完納 していることが必要です。なお、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。
４－２．ワークショップに関する共通注意事項
ワークショップ企画者は、期日までに第 41 回研究大会ＨＰ上の申込フォームよりお申込み下
さい。発表申 込とあわせて「発表論文集原稿」を第 41 回研究大会ＨＰ上のワークショップ趣
旨・概要フォームより原稿を提出することによって、ワークショップ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。
□ 大会参加費等の払込み：ワークショップ企画者は 9 月 14 日（土）までにお振り込みくださ
い。
□ ワークショップの申込み：2019 年 7 月 23 日（火）～9 月 14 日（土）（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
本大会では、個人研究発表（口頭・ポスター）、ワークショップ企画ともに、発表申込と同時に、
大会ＨＰ上で原稿提出をお願い申し上げます。大会ＨＰ上に作成要領を掲載いたしますので、
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．今後の通信予定
10 月～11 月に、プログラムを発送いたします。大会ＨＰ等でもご確認ください。
７． 問い合わせ先 ＜日本キャリア教育学会第 41 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。
□ 実行委員長 白井章詞
□ 所在地 長崎大学 文教キャンパス（〒852-8521 長崎市文教町 1-14）
□ 連絡先 TEL：095-819-2952 shirai@nagasaki-u.ac.jp
※電話に出られない場合がありますのでなるべくメールでご連絡ください。
８．交通及び宿泊案内 ≪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、できる限りご遠慮ください。

＜JR 長崎駅より＞
路面電車 「長崎駅前」→（赤迫行き）→「長崎大学」下車
長崎バス 「長崎駅前」→（１番系統「溝川」，「上床」，「上横尾」行き）→「長崎大学前」
下車
＜長崎空港より＞
県営バス 「長崎空港４番のりば」→（昭和町・浦上経由長崎方面行き）→「長大東門前（旧：
長大裏門前）
」下車
＜お車でお越しの皆様へ＞
平成 30 年 10 月 1 日より、原則として 300 円の入構料金が必要となりました。
正門より入構し、守衛室にて所定の手続きを行ってください。
なお、タクシーで来学された方は入構料が免除となりますので、そのまま入構できます。
参考 URL（文教キャンパス交通アクセス） http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/access/bunkyo/

グローバル教育・学生支援棟
４F スカイホール

学会受付（教養教育棟）

