
令和４年１０月吉日 
 

キャリア発達支援研究会 設立１０周年記念大会 実施要項（最終案内） 
 
１ 運営 

 主催：キャリア発達支援研究会 
  後援：全国特別支援学校長会、全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会 

全国特別支援教育推進連盟、全日本特別支援教育研究連盟、日本障害者協議会 
協力：株式会社ジアース教育新社 
主管：キャリア発達支援研究会設立１０周年記念大会実行委員会 

 
２ 期日 
  令和４年１２月 ３日（土）１３：００～（オンデマンド配信開始、１２月１８日（日）２３時まで） 

 令和４年１２月１０日（土）０９：００～１７：３０ 
 
３ 方法 

 Ｗｅｂ開催（ｚｏｏｍ使用） 
 
４ 目的 
（１）全国の特別支援学校や特別支援学級をはじめとする各校及び関係諸機関における実践や組織的な取組につ

いて情報交換し、今後のキャリア教育の充実と改善に向けての情報を得る。 
（２）全国各地のキャリア教育の取組事例を基に研究協議を行い、今後の特別支援教育の充実に資する具体的方

策について検討する。 
 
５ テーマ 
 「本人を中心とした柔軟な思考としなやかな対話をとおして新たな価値を相互に生み出すキャリア発達支援」 
 
【大会テーマについて】 

キャリア発達支援研究会は 2013 年の設立から 10 年目の節目を迎える。これまで本研究会では、障害等によ
る特別な支援を必要とする児童生徒及び成人のニーズを踏まえ、教育を中心に、福祉や医療、労働等、多様な分
野における本人へのキャリア発達支援の実践やその在り方について追究してきた。また、その取組をとおして支
援者自身のキャリア発達についても振り返り、対話を重ねてきた。 

変化の激しい予測困難な時代の中で、キャリア発達支援の充実・発展を図り、新たな価値を創りだしていくた
めには、改めて本人を中心としたキャリア発達支援の原点に立ち返るとともに、支援者自身が肯定的に物事を捉
え、合意形成を図り、前向きに未来を切り拓いていく力を高めていくことが求められる。 

以上のことを踏まえ、本大会は 10 周年記念大会として、記念講演をはじめ、ポスターセッションやシンポジ
ウム等を企画した。より多くの方々と共に大会テーマに示した「本人を中心」とした「柔軟な思考」や「しなや
かな対話」を意識し、学び合い、高め合っていくことにより、キャリア発達支援のさらなる充実・発展を目指し
ていきたい。 
「柔軟な思考」と「しなやかな対話」とは 

自身の視点に対して、他者の視点が加わることで、考えの広がりや深まりが期待される。その際には、異なる
視点や発想を受け入れていく柔軟な思考が必要である。その一方で、異なる視点や考えを尊重しつつ、クリティ
カルな視点で聴くことも大切である。相互の考えを尊重しながら、命題に対して真摯に向き合い、その考えを交
わすことをとおして、ある意味で揺れながらも、最適解を目指して互いに聴き合うしなやかな対話が求められる。 
 このような柔軟な思考やしなやかな対話によって、単独では気付くことのできなかった新たな価値の創造が可
能となる。また、柔軟な思考としなやかな対話は、それぞれが独立しているわけではなく、絶えず往還するもの
である。そのプロセスにおいて、「柔軟な思考」と「しなやかな対話」は、自己の見方や考え方等の志向性を自覚
することにもつながる。さらにこれらをとおして新たな目標を見出すことは、本人にとっても、支援者にとって
も「自分らしさ」の探求につながるものであり、新たな自己の発見や自己の確立への糸口となる。 
 キャリア発達支援研究会では、本人と支援者のキャリアは同時に、相互に発達することを理念の根底に据えて
いる。異なる視点や考えによるしなやかな対話をとおして、新たな価値の発見を重ねながら、特別なニーズのあ
る児童生徒等本人を中心に協働し未来を切り拓いていく、そのようなキャリア発達支援を目指していきたい。 
 
 
 
 



６ 定員 
 ３００名 

 
７ 対象 

 教育、福祉、労働、医療等関係者、他 
 
８ 参加費 

会員等 キャリア発達支援研究会加入 参加費 年会費 備考 
正会員 年会費支払済 ２、０００円 支払済 機関誌送付 

年会費未払 ２、０００円 ３、０００円 機関誌送付 
ウェブ会員 
非会員 

未加入 ４、０００円 －  

研究大会までに加入 ２、０００円 ３、０００円 機関誌送付 
学生 正会員、もしくは研究大会ま

でに加入の場合は、正会員と
同様の取扱 

２，０００円 －  

※正会員として入会し年会費を支払った場合は、キャリア発達支援研究会編著の機関誌「キャリア発達支援
研究９」（株式会社ジアース教育新社、研究大会後に発行予定）進呈（送料を含む）します。 

※キャリア発達支援研究会への入会方法は、別紙をご参照ください。 
 
９ 日程等（時間、プログラム順等は予定） 
（１）オンデマンド配信開始 

令和４年１２月 ３日（土）１３：００～（講演６０分） 
「学習指導要領改訂から令和の日本型学校教育へのつながり（仮）」 

講師 独立行政法人教職員支援機構理事長 荒瀬 克己 氏 
（２）令和４年１２月１０日（土） 

時間 内容 
08:30～09:00 30 分 受付 
09:00～09:15 15 分 ○開会行事 

09:15～10:45 90 分 
○記念講演「多様に生きる。今をあきらめない社会を目指して。」 

講師 株式会社クリスタルロード 代表取締役社長 
   感覚過敏研究所 所長              加藤 路瑛 氏 

 15 分 休憩 

11:00～12:25 85 分 
○参加者企画「ポスターセッション」 

・複数のブレイクアウトルームを自由に移動して参加することができます。 
・１ルームあたり（１５分発表＋１０分質疑）×３ 

 50 分 昼食休憩 

13:15～14:15 60 分 
○研究大会企画「テーマ別トークセッション」 

・複数のアカウントの中からテーマを選択し参加することができます。 
・話題提供３０分＋ブレイクアウトルーム意見交換３０分 

 15 分 休憩 

14:30～16:00 90 分 

○自主企画「自主シンポジウム」 
・複数のアカウントの中から自主企画を選択し、自由に移動して参加すること

ができます。 
・研究会会員等による複数の自主シンポジウム 

 15 分 休憩 

16:30～17:30 60 分 

○鼎談「本人を中心とした柔軟な思考としなやかな対話をとおして新たな価値を
相互に生み出すキャリア発達支援 ～キャリア発達支援研究会の１０年
の歩みを俯瞰し、今後に向けて～ （仮）」 

ゲスト      独立行政法人教職員支援機構理事長   荒瀬 克己 氏
スピーカー    京都市教育委員会指導部学校指導課参与 森脇 勤  氏 

札幌大学地域共創学群教授       木村 宣孝 氏 
コーディネーター 東京都立久我山青光学園統括校長    丹野 哲也 氏 

17:30～17:45 15 分 閉会行事 
※ 別途閉会式後にＷｅｂによる懇親会開催 
※ 記念講演及び鼎談は、後日、参加者限定のオンデマンド動画による公開を調整しております。公開が可

能となった場合の視聴方法については、改めてご案内いたします。 
 



（３）その他の取り組み 
ア 自主企画：特殊教育学会自主シンポ10年の変遷 
イ 自主企画：写真などによるキャリア発達支援研究会１０年間の振り返り 

 
１０ 参加申込 
（１）「エントリーシート」(ポスター発表希望の有無を含む)の提出 

次の URL から Google フォームにアクセスするか下記 QR コードにて、必要事項を入力してください。 
・ポスター発表希望者参加申込締め切り日 令和４年１１月１８日（金）期日厳守 
・参加申込締め切り日 令和４年１１月２３日（水）期日厳守 

 

フォームURL：https://forms.gle/qCMNZdXQsyTjD9VM8 

 
（２）参加費の振込 

エントリー後に発送する振込用紙にて、期日までに参加費を振り込んでください。なお、入金後当日不参
加の場合でも返金は行いません。振込手数料は各自でご負担ください。 

・振り込み締め切り日 令和４年１１月２７日（日）期日厳守 
（３）参加確定 

参加費の振り込みをもって参加確定とします。振り込み用紙の発送・各自の振り込み手続きに必要な期間
を考慮し、できるだけ早めにエントリーされることをおすすめします。 

（４）「ポスター発表資料」の提出 
   ポスター発表を希望された方には、別途ポスター発表の資料提出についてご連絡いたします。 

・ポスター発表資料提出締め切り日 令和４年１１月２５日（金）期日厳守 
 
 
１１ その他 
（１）情報提供 

 随時情報は、ジアース教育新社ホームページ【https://www.kyoikushinsha.co.jp】及びキャリア発達支
援研究会設立１０数年記念大会特設ホームページ【https://career10thannivers.wixsite.com/my-site】で
更新していきます。 

（２）留意事項 
・参加IDやパスワードを同僚、知人に使い回しすることはご遠慮ください。 
・参加者名簿にご氏名とご所属、その他に事前アンケートが掲載されます。 
・参加費振り込み完了後一週間過ぎてもメールにて参加ID・パスワードが届かない場合は、ジアース教育

新社までご連絡ください。 
・オンデマンド動画はYouTubeに限定公開する予定です。限定公開の場合、URLを知っている方は誰で

も閲覧することができます。参加者は、URL を他人に教えない（SNS 等での公開を含む）よう、お願
いします。 

・オンデマンド動画を、画面収録機能等を使って、録画することがないよう、お願いします。 
 
 
１２ 問い合わせ先 
（１）設立１０周年記念大会について【キャリア発達支援研究会設立１０周年記念大会実行委員会事務局長】 

東京都立高島特別支援学校 校長 深谷 純一 
e-mail : career.10th.anniversary@gmail.com 

（２）キャリア発達支援研究会について【キャリア発達支援研究会事務局長】 
横浜市立本郷特別支援学校 副校長 坂本 征之 
e-mail : career.d.r.2013@gmail.com 

（３）参加ID・パスワードが届かない場合 
株式会社ジアース教育新社 
e-mail：career-development@kyoikushinsha.co.jp Fax：03-5282-7892 Tel：03-5282-7183 

https://forms.gle/qCMNZdXQsyTjD9VM8
https://career10thannivers.wixsite.com/my-site
mailto:career-development@kyoikushinsha.co.jp


 
○研究大会企画「テーマ別トークセッション」 

 テーマ 
１ 重度･重複障害児･者のキャリア発達 
２ 障害のある幼児･児童のキャリア発達 
３ 高等学校における障害のある生徒のキャリア発達 
４ 障害者の成人期の生涯学習とキャリア発達 
５ デジタル活用を通した児童生徒のキャリア発達 
６ 多職種との連携による児童生徒のキャリア発達 

 
○自主企画「自主シンポジウム」 

 内容 

１ 
｢地域と共創し、子どもたちがありたい自分へと学びを繋ぐ授業づくり～自己の見方・考え方の深ま
り(内面の育ち)に焦点を当てて～｣ 

２ ｢キャリア・パスポートの活用に向けた可視化と対話の視点を踏まえた実践の検討｣ 
３ ｢音嫌悪症(ミソフォニア)の当事者目線からキャリア発達支援を考える。｣ 
４ ｢障害を有する人の社会参加や社会的自立を考える～当事者の視点から～｣ 

５ 
｢これからの時代を生きる教員のキャリア発達～これまでを振り返り未来を描くトークセッション
～｣ 

６ ｢特別支援学級について語ろう！～子どもの今と将来をつなぐために私たちにできること～｣ 
 


