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キャリア教育を通 した「つながり」から子ど もと社 会を結 ぶ
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【１】ご挨拶

全国小 学校キャリア教育研究協議会

会長

林

久徳

わたしの勤務して いる静原小学校には自慢の田んぼ「夢ひかり水田 」があ ります 。教 室
１つ分くらいの広 さな のですが、本校の児童数からすればそれでも 持てあ ますほ どの 広さ
です。その田に毎 朝子 どもたちはランドセルを背負ったまま足を運 んでい ます。 担任 の先
生も、子どもの登 校時 間に合わせて様子を見に行っています。
先日田植えを済ま せ、今は水の管理に余念がありません。実は昨年 度は、 数年に 一度 の
不作でした。その 理由 は、水の管理がきちんとできなかたことと、 ひえの 大発生 でし た。
その失敗を生かし て子 どもも教師も今年ははりきっていて、今まで にない ほどの 熱心 さで
取り組んでいます 。農 家では許されない失敗も、学校では、次の年 に活か せる素 晴ら しい
体験になったと思 って います。昨年稲はうまく育たず、あまり収穫 できな かった けれ ど、
今年、子どもたち が育 ってくれていることが素晴らしい収穫です。 暑い夏 を過ぎ 、今 から
収穫の時が楽しみ です 。米も子どもも。
【２】キャリアパ スポ ートが子どもの未来を照らす
２０２０年度から 本格実施される新学習指導要領の大きな取組のひ とつと 言える キャ リ
アパスポートにつ いて 、皆さんの地域ではどのような取組をされて いるで しょう か都 道府
県全体で取り組ん でお られる所もあれば、それぞれの学校で独自に 工夫し て取り 組ま れて
いるところもある よう です。年度替わりに各学校に数部ずつ、国立 教育政 策研究 所か らリ
ーフレットが送ら れて いたのですが、年度初めの忙しさや混乱から ご覧に なって いな い方
もおられるかもし れま せん。
そこに紹介されて いる学校の中には、本研究会副会長の尾山台小学 校の例 や、昨 年度 行
った全国大会でシ ンポ ジストとして発表いただいた秋田県大館市の 例など が示さ れて いま
す。是非ご覧にな って ください。
キャリアパスポー ト特 別編１
キャリア・パスポ ート って何だろう？
キャリア・パスポ ート で「これまで」を「これから」に活 かそう！
https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/pdf/div09-shido_20180605-cp-v01.pdf

キャリアパスポー ト特 別編２
キャリア・パスポ ート で小・中・高をつなぐ
～ 北海道「小中高一 貫ふるさとキャリア教育推進事業」 より～
http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/pdf/div09-shido_20180605-cp-v02.pdf

キャリアパスポー ト特 別編３
キャリア・パスポ ート で日々の授業をつなぐ

～ 秋田わか杉「キャ リアノ ート」
『あきたでドリーム（AKITA de DREAM）』と大 館
ふるさ とキャリア 教育より～
https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/pdf/div09-shido_20180605-cp-v03.pdf

キャリアパスポー ト特 別編４
キャリア・パスポ ート で児童生徒理解につなぐ
～世田谷区立尾山 台小 学校「キャリアン・パスポート」よ り～
https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/pdf/div09-shido_201811-01.pdf
キャリア・パスポ ート 特別編 ５
キャリア・パスポ ート を「自己理解」につなぐ
～ 大分県中学校教育研究会進路指導・キャリア 教育部会「自分を知ろ う カード」より～

https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/pdf/div09-shido_201903-01.pdf
上記以外の地域の 情報 もぜひお寄せください！！
【３】第２回全国 小学 校キャリア教育研究協議会東京大会１次案内
◎第２回全国小学 校キャリア教育研究協議会東京大会（１次案内）
平成 30･31 年 度板橋 区教育ビジョン研究奨励校研究大会 （１次案内）
全国大会

テーマ： ともにつなげる！ 子どもと「未来」
｢い ま」をみつめ，地 域とともに「未来」へつなげる子どもの育成
～すべ ての教育活動を通して育むキャリア教 育～

１ 期間

令和元年１ １月１５日（金）～１１月１６日（土）

２ 場所
１日目：東京都板 橋区立中台小学校（東京都板橋区中台 1-9-7）
２日目：東京都江 東区立豊洲西小学校（東京都江東区豊洲 5-1-35）
３ 日程
【第１日目】１１月 １５日（金） １３：３０～１７：００
【会場】東京都板橋 区立中台小学校
１３：１０

受付

（１）１３：３０～ 公開授業＜各教室＞板橋区教育ビジョン研究 奨励校 授業
（２）１４：３０～ 全体会＜体育館＞
①基調講演： 演題「ＡＩと共存 する未来の働き方」
野村総合研究所上 級コンサルタント

上田恵陶奈様

②シンポジウ ム：発表テーマ， シンポジスト
「キャリ ア教育と国際課題 」早稲田大学教授

三村隆男様

「キャリ ア形成と特別活動 」学習院大学教授

長沼

豊様

「小学校 へのキャリア教育 」全国求人情報協会（公益財団 法人）
小学校キャリア教育部会様
「地域で つなぐキャリア教 育」長野県伊那市教育委員会
キャリア教育コーデイネーター

久保村英未子様

③研究報告： 中台小学 校の研 究について
④教育長挨拶 ：板橋区教育委員 会教育長中川修一様
（３）閉会
【第２日目】１１ 月１ ６日（土） ９：００～１２：００
【会場】東京都江 東区 立豊洲西小学校
８：４０

受付

①９：００ 開会 挨拶

全国小学校キャリア教育研究協議会
日本進路指導協会理事

会長

林

久徳

千葉 吉裕様

東京都教育委員会
②９：１０ 「２ ０２０年東京オリンピック・パラリンピック 開催情 報と未 来社 会」
③９：３０

講 演：演題「ともにつなげる子どもと未来」
上越教育大学准教授山田智之 様
グループ討議

④１０:３０

中締め ，視察出発

⑤１０:５０

施設見 学「キッザニア東京」

⑥１２:００

閉会

★ 自由昼食・自 由施設見学【豊洲市場】
【４】第６８回進 路指 導・キャリア教育研究協議全国大会のご案内
第６８回進路指導･キャリア教育研究協議全国大会
第４２回全国中 学校 進路指導・キャリア教育連絡協議大 会
第４４回全国高 等学 校進路指導研究協議大会
１．主催：公益財 団法 人日本進路指導協会
２．主題：新学習 指導 要領に向けた進路指導・キャリア教育の一層 の推進 を目指 して

３．会期：令和元 年７ 月２５日（木）～２６日（金）の２日間
４．場所：国立オ リン ピック記念青少年総合センター
５．日程・時程
◆ 第１日７月２５日 （木）
９： ００～ 受付
９：４０～１０： １０ 開会式 並びに記念式典
１０：１０～１１ ：３ ０ 記念講演
１１：３０～１３ ：０ ０ （昼食・ 休憩）
１３：００～１６ ：０ ０ 分科会･研究協議
◆ 第２日７月２６日 （金）
９：３０～１１： ５０ 分科会 ･研究 協議
１１：５０～１３ ：０ ０ （昼食・ 休憩)
１３：００～１６ ：０ ０ 全体研究 協議会
分科会・研究協議
◆第１日目

7 月 25 日(木) 13:00～16:00

＜分科会＞協議分 野
第１（中学校） 進 路学習･キャリ ア教育の計画と実践
第２（高校） 進路学 習･キャリア 教育の計画と実践
第３（中学校） 中 学校における進学･就職への指導･援助の在 り方
第４（高校） 大学･短 期大学･専修学校などへの進学の指導･援助 の在り 方
第５（中学校） 中 学校におけるキャリア教育の在り方
第６（高校） 高校に おける就職などへの指導･援助の在り方
第７（小学校） 小 学校におけるキャリア教育の計画と実践
◆第２日目

7 月 26 日(金) 9:30～ 11:50

＜分科会・研究協 議＞ 13:00～16：00 全体研究協議
協議分野
〇午前
小学校・中学校小 学校・中学校における進路指導・キャリア教育の 諸問題 とその 解決
高校高校における 進路指導･キ ャリア教育の諸問題とその解決
〇午後
全体研究協議学校 におけるキャリア教育の推進
★小学校の実践提 案

第１日目

７月２５日 （木）第７分科会「小学校におけるキャリア 教育の 計画と 実践

発表①

京都府京 都市 立西大路小学校

発表②

浜松市 立竜 禅師小学校

大西裕樹教諭

藤沼頼一教諭

小・中・高の教員 が共 に学べる大会です。是非ご参加ください。
詳しい案内ができ れば 、進路指導指導協会のホームページに掲載さ れます 。
申込方法等もそち らか らご覧ください。
http://shinro.sakura.ne.jp/
http://shinro.sakura.ne.jp/taikai/R1yokoku.pdf
【５】実践発表・ 地域 情報募集
今回のメールでは 、キャリアパスポートの話題を出してみました。 京都市 では、 学校 独
自の工夫をもとに すで に取り組んでいる学校もありますが、京都市 として の様式 が今 後出
されるのではない でし ょうか。形はどうあれ、子どもたちの歩んで きた道 、キャ リア を次
に生かし、将来の キャ リア発達に役立ってくれることを願っていま す。
現在キャリア教育 に取り組んでおられる方、今年度からやってみよ うと思 ってお られ る
方、様々な取組や 質問 等をぜひお寄せください。また、このメール で紹介 して欲 しい ，発
表の機会が欲しい ，大 会を行うので詳記してほしい、研修会の助言 にきて ほしい など 、ぜ
ひおたよりをお寄 せく ださい。皆様の御意見や実践等をご紹介させ ていた だきま す。 全国
大会を通したつな がり が、各地域の子どもたちの成長、学びに少し でも役 立つこ とを 願っ
ています。
【７】御協力お願 い
第２回全国小学校 キャリア教育研究協議会は副会長の海藤美鈴校長 先生を 中心に ，東 京
都キャリア教育研 究会 の方，そして，東京近郊におられる会員の方 が協力 して企 画， 運営
してくださること にな っています。第２回大会は小学校教育に特化 せず， 様々な 立場 から
広くキャリア教育 を学 ぶ内容になっています。全国キャリア教育 学会会長 様をは じめ，様々
な分野でキャリア 教育 に取り組み，ご活躍されている方々にご協力 いただ き，大 変幅 広い
学びが期待できま す。
第１回大会とは趣 が大きく異なりますが，小学校教員に限らずいろ んな校 種の先 生方 や
いろんな立場の方 にご 参加いただき，学びを深めていければと思っ ていま す。
各地域からキャリ ア教育の積極的なお取組が寄せられるようになっ てきて います 。
第３回大会，第４ 回大会を開催いただける地域や学校があれば幸い です。 ぜひ積 極的 に
お考えいただきま すよ うにお願いします。ご連絡お待ちしています 。
【８】編集後記
通信１４号では、 キャリアパスポートについてと、主に、夏と秋に 行われ る２つ の大 会
についてお知らせ しま した。今年度、また、皆様とお会いできるこ とを楽 しみに して いま
す。ぜひ、出張の ご予 定をおたてになり、ご参加いただければと思 います 。
京都の研究会では 、５月の末に行われる総会に向けて、今年度の研 究提案 や事業 計画 な

ど、ただいま作成 中で す。授業研究会も何度か行う予定を立ててい ます。 そんな 情報 もま
たご紹介します。
お友達や近隣の学 校の方にも是非ご紹介ください。このメールを転 送いた だいた り、 メ
ール配信希望をお 寄せ いただいたりしていただければと思います。
お忙しい中、今回 もお読みいたきありがとうございました。
お忙しいとは思い ますが、ご感想や各地の様子をお知らせいただけ ました ら、発 行者 の
励みにもなるとと もに 各地域とつながることを願っています。
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研究会 U R L ：https://portal.kyotocity.ed.jp/taxonomy/term/85
会長校：京都市立 静原 小学校
住

所：〒601-1121 京都 市左京区静市静原町１１２５－１

連絡先：TEL:075-741-2075

FAX:075-741-2094

事務局：京都市立 岩倉 北小学校
住

所：〒606-0021 京都 市左京区岩倉忠在地町５

連絡先：TEL.075-721-5618
事務局長：三浦清 孝

