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〇ご挨拶
今，子どもたち には，将来，社会 的・職業的 に自立し，社会 の中で 自分の役割を 果たしな が
ら，自分ら しい生き方 を実 現するた めの力が 求められてい ます。そ のような力を 育むキャ リ ア
教育の重要性 は新学習 指導要領や 各 地の教育 委員会 ，学 校現場から 強く叫ばれて おり，で き る
だけ早い時期 からの実 施が望まれ て います 。し かし，実 際何をどの よう に始めていい のか ，日々
どのような取 組をして いけばいい の か，わた しでもできる のかなど ，なかなか 具 体化され に く
く，わからな いことが 多いのも事 実 です。
キャリア教育 について ，中学・高校では全国 中学 校進路指導・キャリ ア教 育研究 協議会 等様々
な組織が運営 され ，子 どもたちの未 来を拓く 手助けを 行っ ています 。しかし ，全 国 各地で キャ
リア教育の研 究校とし て実践を積 ま れている 小学校 ，地 域ごと の 研 究会として活 動されて いる
市町村がある ものの ，小学校ベース の全 国と してのつなが りや研究 会組織として は十分に 成立
していない現 状があり ます。京都 市では平 成 ２２年度より ３回にわ たり全国小学 校キャリ ア教
育研究京都大 会を開催 し，全国か ら 多くの方 にご参 加いた だいて発 表 を行ってき ました。
そのような中 ，京都市 小学 校生き方 探究・キャリア教育研 究会 と東 京都キャリア 教育研究 会
が発起人となり，全国中学校進路指導・キャリア教育研究協議会および日本進路指導協会の
方々の励まし と賛同を 得て，この 度，全国 小 学校キャリア 教育研究 協議会を立ち 上げるこ とが
できました 。こ れ を契 機として ，全国 の キャ リア教育に 取 り組んで おられる 学校 や団体 ，個人
をつなぎ，日本で学ぶ 子ど もたちの キャリア 発達に少しで も寄与し たいと思い ，この文書 を 送
付させていた だきまし た。

〇ご協力お願い
貴都道府県 ，市町村で キャ リア教育 に取り組 んでおられる 小学校の 研究会，小 学 校があり ま
したら，ぜひ仲間にな っ てください。まだ，研究会組 織が ない場合 は，学校単位，個人単 位で
申し込んでい ただいて 結構です。全国の様 々 な地域でキャ リア教育 に取り組んで おられる 団体
や個人をつな ぎ，それ ぞれの地域の 情報 ，取 組の交流や 全 国大会を 開催し ，取 組の発 表の 機会
を提供します 。ま た，全国大会や各 地 域大会 等の開催を希 望される 地域・研究会 があ りま した
らバックアッ プしたい と考えてい ま す。
＜予定される 主な活動 内容＞
○E メール等 による情 報交流を 行い ます
○全国研究会 ホームペ ージを立ち 上 げ，情報 を発信 します
○全国大会を 開催し， 研究会員が 集 える機会 を設け ます

○全国大会で 各地域の 研究発表の 場 を提供し ます
○全国大会を 各地で開 催し，キャ リ ア教育の 普及に 寄与し ます
○その他，必 要であれ ば研修会等 で 京都や東 京の取 組の報 告を行い ま す
＊現在，登録 にあたっ ての会費納 入 等は必要 ありま せん。
＊運営上の必 要が出て きた場合に は ，運営費 の分担をお願 いするこ とがあります が，その 場
合には事前に お知らせ し，再度意 思 確認 を行 いますので， ご 安心く ださい。

〇申し込み・問い合わせ・連絡窓口
全国小学校キ ャリア教 育研究協議 会
事務局長 三浦

事務局

清孝（ 京都市立岩倉 北小 学校

電話

０７５ －７２１ －５６１８

FAX

０７５－７ ２２ －０６９ ０

校長）

電子メール

vu849-miura@edu.city.kyoto.jp

協議会 HP

http://www.schoolcareer-ed.jp/

趣旨に賛同し ，ご参 加 いただける団 体，学 校 ，個人の方 は次ペー ジ の項目にご記 入 の上 ，E メ
ール，FAX 等でご 連絡 く ださい。申 請書は， ワード文書で ダウン ロ ードできます 。

登録申請用紙
京都市立岩倉北小学校 三浦
FAX

清孝 宛

０７５－７２２－０６９０

電子メール

vu849-miura@edu.city.kyoto.jp

１

都道府県，市町村 （

２

参加形態 団体参加 学校参加 個人参加

３

連絡先・代表者

）

〇住所
〇電話番号
〇FAX
〇E メール
〇代表者お名前（

）

〇代表者所属（研究会名・学校名等）
（
４ 通信欄（連絡したいこと，ご質問等）

）

