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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

京都では、祇園 祭の山鉾巡行が終 わり、例年なら梅雨明けを迎え るので すが、 今年 はま
だ曇り空が続いて いま す。７月１９日で１学期を終えられた学校も 多くあ るので はな いで
しょうか。京都市 の中 学校が１９日、小学校は２３日が終業式とな ります 。この 夏に は、
第６８回進路指導・キャリア 教育研 究協議全国大会が７月２５ 日、２６日 に東京で行われ、
京都からも何人か が参 加させていただきます。また、７月２９日に は、滋 賀県小 中学 校教
育研究会キャリア 教育 部会合同研究発表大会が行われ、そこにも京 都市の 研究会 員が 参加
させていただきま す。 いろんな場所で、皆様とお会いできるチャン スのあ ること をう れし
く思っています。 せっ かくの夏休み。いろんなところで、出会い、 研修を 深めら れる とい
いですね。
【２】滋賀県小中 学校 教育研究会キャリア教育部会合同研究発表大 会
ごあいさつの中 でも紹介しました が、滋賀県小中学校教育研究会 主催の キャリ ア教 育の
大会が開かれます 。ご 紹介が遅れましたが、今からでも参加しよう と思わ れる方 は、 ぜひ
ご連絡ください。 なお 、講演を、京都市小学校生き方探究・キャリ ア教育 研究会 ２代 目会
長稲葉弘和先生が 行わ れます。（わたしは４代目です）
参加希望の方は、 瀬田 北小学校山元校長先生にお問い合わせくださ い。
http://www.otsu.ed.jp/setk-e/
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「滋賀県小中学校 教育 研究会キャリア教育部会合同研究発表大会」 開催要 項
滋 賀県小学校教育研 究会キャリア教育部会長

山元

千惠子

（大津市立瀬田北小学 校長）
滋 賀県中学校教育研 究会キャリア教育部会長

饗庭

治之

（大津市立唐崎中学校 長）
１

研究主題
「基礎的・汎用的 能力を高め、学びへの意欲を育むキャリア教育の 在り方 」

２

主

催

滋賀県小学校教育 研究会キャリア教育部会
滋賀県中学校教育 研究会キャリア教育部会
３

共

催

滋賀県教育委員会 ・野洲市教育委員会
４

ねらい
小学校、中学校で のキャリア教育のあり方
キャリア教育にお ける小中連携の推進

５

日

時

令和元年
６

会

７月２ ９日 （月）１３：３０～１６：３０

場

野洲市立中主中学 校
〒520-2412
TEL

滋 賀県野洲市六条 377 番地

077-589-2036

FAX

077-589-4978

※駐車 場は、お近 くの「野洲市中主 B＆G 海洋センター」の駐車場をご利 用
くださ い。
７

内

容

13:00～13:30

受付

13:30～13:40

開会行事

13:40～13:55

小学校部会・中学校部会活動報告

13:55～14:55

小学校・中学校

14:55～15:00

休憩

15:00～16:30

記念講演

キャリア教育取り組み発表

京都市教育委員会生涯学習部
統括首席社会教育主事
（元
16:30～16:40

稲葉弘和

様

京都市小学校生き方探究・キャリア教 育研究 会会長 ）

閉会行 事

○開会行事
１

開会あいさつ

小 学校部会長

２

来賓紹介

野 洲市 教育長

３

来賓紹介

滋 賀県 小中学校教育研究会事務局

西村

瀬田北小学校長
健

山元

千惠子

様
長浜市立北中学 校長

草野和浩

滋 賀県教育委員会事務局幼小中教育課教育課程指導係
指導主 事

前川

和邇小学校の取組（大津市立和邇小学校

蒲原

○小学校部会発表 ・中 学校部会発表
１

小学校部会・ 中学校部会

２

小学校の取組

（あやめホール）

取組報告

渋川小学校の取組（草津市立渋川小学校
３

中学校の取組

順子

甲南中学校の取組（甲賀市立土山中学校

中村
甲津

淳）
大介）
一 彦）

○記念講演
京都市教育委員会 生涯学習部

統括首席社会教育主事

稲葉

テーマ 「キャリア 教育とコミュニティ・スクール」
～地域 の力を生か したキャリア教育を～

弘和

先生

様

○閉会行事
謝辞・閉会あ いさつ

中学校部 会部会長

唐崎中学校長

饗庭

治之

【３】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
以前からお知ら せしていますが、 標記大会の日が近づいてきまし た。当 日受付 も可 能で
すので、ぜひお越 しく ださい。全国各地から多くの方が参加されま す。キ ャリア 教育 を通
して、仲間の輪を 広げ ましょう。
http://shinro.sakura.ne.jp/
http://shinro.sakura.ne.jp/taikai/R1yokoku.pdf
この中で今回は、 どの地域の方がどのような内容を発表されるのか を中心 に抜粋 させ て
いただきます。全 国各 地の小中高の先生方がご発表いただき、キャ リア教 育を通 して 縦の
つながりができる こと を大変喜んでいます。みなさんの地域では、 そのよ うな縦 のつ なが
りを持てているで しょ うか？校種を超えて、それぞれの文化、特徴 を理解 し、協 力し 合う
ことが、その地域の子 どもたちを支え、豊かな学びに導くことになるのだと思ってい ます。
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．目的：今日、 我が国は、人生 百年時代、そして、超スマート社会「Society50」 が
訪れようとしてお り、人工知能技術やビッグデー タの 活用などがあ らゆ る産
業や社会生活に取 り入れられ、社会の在り方その もの を大きく変え よう とし
ております。この 激変する社会において、児童生 徒一 人一人が自ら の可 能性
を最大限に発揮し 、より良い社会と幸福な人生を 自ら 創り出してい ける よう
成長発達を促すキ ャリア教育への期待がますます高まっています。
当協 会が主 催 する今 大 会は、文部科学省等 の 協力を 受け 、全国の キ ャ リア教
育の一 層の改善・充実 を図ることを目的とするもの です。
４．会期：令和元 年７月２５日（木）～２６日（金）の２日間
５．場所：国立オ リンピック記念青少年総合センター
６．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 ：３０ 記念 講演
「何のた めの教育改革か～激変する社会を生き抜く力 を育て る」
大谷大学文学部教授荒 瀬克己 氏
１１：３０～１３ ：０ ０ （昼食・ 休憩）
１３：００～１６ ：０ ０ 分科会･研究協議

☆小学校の実践発 表
・キャリアリフレ クション（振り返りシート）を活用したキャリア 教育
京都府京都市立西大路小学校教諭

大西裕樹

・「基礎的・汎用的 能力から見た学びの在り方」
～つなが りを意識した教育課程と学び合う学び～
静岡県浜松市立竜禅寺小学校教諭

藤沼頼一

☆中学校の実践発 表
・将来に希望を持 たせ地域と協働して取り組む職場体験学習
宮城県仙台市立郡山中学校教諭

節田周平

・未来を考えさせ るキャリア教育～未来科の設定と実践～
東京都大田区立矢口中学校教諭

崎涼太

・志をもち、未来 を拓く生徒を育むキャリア教育の充実
～キャリ ア教育の視点に立った教育活動を通して～
長崎県諫早市立西諫早中学校教諭

原和典

・十勝における進 路指導
北海道本別町立勇足小学校教諭

猪岡智

北海道芽室町立上美生中学校教諭

荒木成宜

・本県におけるキ ャリア教育に対する取組と中学校での具体的実践 例
神奈川県川崎市立犬蔵中学校教諭

藤枝央真

神奈川県横須賀市立田浦中学校総括教諭

五十嵐功

・基礎的・汎用的 能力を育むアクティブ・ラーニングの在り方
東京都荒川区立第三中学校教諭

斉藤隆薫

☆高等学校の実践 発表
・学修状況評価

～総 合的な学習の時間を利用したメタ認知力向上 の取組 み～
栃木県立真岡高等学校教諭

石塚政洋

・生徒の主体性や 協働性を、地域と学校が一体となって育てる
～よってたかって 生徒が育つまちが育つ～
高知県立山田高等学校校長
・輝き育てあげる 喜び

正木章彦

～主体的な学習の課題と、AO 指導 を通して
大阪府立泉北高等学校教諭

・本校における国 公立進学指導の試み

仲野融

～キャリア教育の視点から ～

東京都立昭和高等学校教諭

西村和美

・地域産業人育成 を目指した進路指導
北海道静内農業高等学校教諭

吉浜康次

・専門高等学校に おける進路指導と自己実現に向けての取組
～ 職業学科の取組と 他の関係機関との連携教育を通して～
愛知県立安城農林高等学校教諭

壺内智久

◆ 第２日７月２６日 （金）
９：３０～１１： ５０ 分科会 ･研究協議
１１：５０～１３ ：００ （昼 食・休憩)
１３：００～１６ ：００ 全体 研究協議会
☆小学校の実践発 表
・「未来を担う人に 必要とされる資質・能力の育成」
～ さくら草学びのエ リア～小中一貫教育を目指して～
東京都板橋区立中台小学校教諭

赤塚由都

☆中学校の実践発 表
・中学校における 進路指導とその後の進路変更について
奈良県大和郡山市立郡山南中学校教諭

服部歩 輝

☆高等学校の実践 発表
・生徒の主体を育 てる～ 大学 入試における主体性評価に向けて～ (仮題)
順天中学校・高等学校校長

長塚篤夫

☆シンポジウム
・「キャリア教育の 学びを記述、振り返るポートフォリオ教材
「キャリア・パ スポート」の活用 」
コーディネ ーター：(公財)日本進路指導協会理事･調査部長
シンポジス ト: 島根県立吉賀高等学校教諭
兵庫県教育 委員会教育次長

千葉吉裕

中村美楠子

西田健次郎

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。
詳しい案内は下記 進路 指導指導協会のホームページに掲載されてい 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
【４】キャリア教 育と 特別活動
２０２０年度小学 校で本格実施される新学習指導要領の大きな特徴 のひと つが、 キャ リ
ア教育のクローズ アッ プです。従来、社会的・職業的自立を目指す 内容が 指導要 領の あち
らこちらで示され てい ましたが、今回初めて「キャリア教育」とい う言葉 自体が 用い られ
ていることは、も うみ なさんご存知のことと思います。
新指導要領
⑶

第４ 児童 の発達の支援

１

児童の発達を支える指導 の充実

児童が， 学ぶこと と自己 の将来とのつながりを見通しなが ら，社会的・職業的自 立

に向けて必要な基 盤と なる資質・能力を身に付けていくことができ るよう ，特別 活動 を要

としつつ各教科等 の特 質に応じて，キャリア教育の充実を図る こと。と記載されていま す。
特に、特別活動の 指導 の中でどのようにキャリア教育の充実を図る のか、 各地で 取組 が進
んでいます。京都 市の 小学教育研究会の中でもキャリア教育研究会 と特別 活動研 究会 とが
協力して、その授 業の 在り方を試行しています。先日もキャリア教 育に取 り組ん でお られ
る学校で公開授業 が行 われ、参観させていただきました。
１つ目は、６年生のキ ャリアデザインの振り返りを行う授業でした。
「よ りよい 自分 ，よ
りよい一年」とい う題 材で、友達や先生は、自分の日々の頑張りを どのよ うに見 てく れて
いるのかや自分自 身が 書き溜めてきたキャリアデザインをもとに自 己を振 り返り ，自 己の
よさやこれまでの 成長 についての理解を深め，
「よりよい自分 」や「よりよい一年」向けて
自分に合った取組 を考 え，自律的・主体的に実践することができる ように しよう とい う授
業でした。
２つ目は、２年生 が夏休みを前に、「キャリア・パスポート」 を使い，「なりたい自分 」
にむかった１学期 を振 り返り、その頑張りや反省を生かして、「 なりたい 自分」 にむけて ，
「夏休み」に「こ そ」 チャレンジしてみたいことを考え，具体的な 姿を思 い描く とい うも
のでした。
展開の構成につい ては，
「 みんなで，よりよい学級・学校生活をつくる特別活動小学校 編」
を参考にされてい ます 。
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/tokkatsu_h301220-01.pdf
国立教育政策研究 所の ホームページからダウンロードもできますし 、書籍 として 、出 版も
されています。と ても 充実した内容です。
【５】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次案内申 し込み ）
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 １６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 「２０２ ０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】
【６】御協力お願 い
今回ご紹介した滋 賀県小中学校教育研究会キャリア教育部会合同研 究発表 大会の 主催 者
である滋賀県小中 学校 教育研究会キャリア教育部会は、全国小学校 キャリ ア教育 研究 協議
会に団体登録いた だい ている団体です。また、第６８回進路指導・ キャリ ア教育 研究 協議
全国大会で小学校 の実 践発表をいただく方は、ともに本研究協議会 の会員 登録を して いた
だいている団体に 所属 されています。
今後予定されてい る研究大会や発表の予定をお知らせください。こ のメー ルや季 刊で 発
行されている「進 路指 導」の冊子の小学校のページで紹介させてい ただき ます。 また 、会
員になっていただ いて いる団体で行われる研究大会や研究発表会を 全国小 学校キ ャリ ア教
育研究協議会の地 方大 会としてタイアップして行っていただくこと も可能 です。 是非 お声
掛けください。ま た、 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。

【７】編集後記
通信１６号では、 直近の夏休みの大会の案内を中心にお届けしまし た。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、夏 や秋 の大
会にご参加いただ けれ ばと思います。
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
励みにもなります 。各 地域の皆様とつながることを願っています。
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