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アクティブ ラーニング 型
修会
授業 体験研修会
授業体験研

これぞ、沖縄が求めてい た
「教科でのキャリア教育」の形！
アクティブラー ニング型
授業が体験でき る研修会

講師

林 昭文
小林
小

河合塾教育研究開発機 構研究員
元・埼玉県立越ケ谷高 校教諭

「〝教科の中でもキャリア教育を と言われてもどうしていいか
わからない」という先生方に。生徒がチームで考え、話し合い、
自分たちで答えを見つける。アクティブラーニングの手法を取
り入れ、教科授業の中で子ども達の生きる力を育む。アクティ
ブラーニング型授業の開発に取り組み、学力向上にも実績を上
げてきた講師を迎え、実際に授業を体験していただく３時間。
※小林先生は、⑲も実施します。

沖縄県内のキ ャリア教育的 取り組み
一挙大展 示！
事例、一挙大展示！

こどもを支える社 会の動き、広がっています
沖縄県内でも子ども達を支えるキャリア教育的取り組みが

広がっています。行政・企業・ＮＰＯ団体・地域の取り組
みを一挙大展示！！みなさまの活動のお役に立つ情報が必
ずあるはず、どうぞお立ち寄りを。

全国１万人の中高生が学ぶ
キャリア教育プログラム「ク
エストエデュケーション」そ
の概要説明と体験会です。プ
ログラムの目的、構成、使用
する教材について説明し、実
際にその一部をワークで体験して頂きます。
■日時：2/1
（土）9:00 〜12:00（第１・２限目）
■会場：3F 大会議室
■定員：2０〜30 名
■主催：㈱教育と探求社

修学旅行でキャリア教育
沖縄は観光の島。せっか
く修 学 旅 行 に 来 ても ら
うのだから、島の魅力と
「生きる力」をお土産に
して欲しいと、宮古島出
身者、退職校長、有志教員がキャリア教
育型修学旅行の開発をスタートした。

■日時：2/1
（土）
13:30〜15:00（第４限目）
■会場：3F 小会議室②
■定員：20 名
■主催：㈱ニライカナイ工房

キッズマート

キッズマートとは、幼稚園児
(年長)〜中学生までの異年齢
の子どもたちが《社長・宣伝・
仕入れ・会計・販売》などの
担 当 毎 に 分 か れ、会 社 名・
経営方針も決めて子どもた
ちだけの会社を設立します。平成 23〜24年
度開催されたキッズマートの取組を紹介！
■日時：2/2（日）9:00 〜12:00（第１・２限目）
■会場：3F 小会議室①
■定員：2０名
■主催：第２回キッズマート
inNAHA 実行委員会

探究活動で「学力向上」が！

ＲＡiSE 学力向上支援プロジェクトin 沖縄

講師 ：石川 陽

■日時：2/2
（日）9:00〜10:30（第 1限目）
■会場：3F 小会議室②
■定員：20 名
■主催：一般社団法人復興教育ネットワーク
ＮＰＯ法人沖縄キャリア教育学校支援ネットワーク

学校にお勤め中の先生方
や、教職課程を勉強中の
方におすすめします。

教育庁・教育委員会など
の教育機関にお勤め中の
方におすすめします。

キャリア教育コーディネー
ター養成講座を受講された
方におすすめします。

「沖縄発！ハイスクー ル 24 時。」

2012年10月から沖縄県内７高校にキャリア教育コーディネーターが配置
されて１年４ヶ月。教育活動全体
（教科・総合的な学習の時間・インターンシッ
プ・行事等）のキャリア教育の実践事例を紹介します。あら不思議 ?！学び
と社会の化学反応〜！キャリア教育プログラム開発の仕組み、大公開！

平成 24 年度、沖縄でも企業協働の大学版キャリア教育が始動。企業か
らのミッションに学生らが真剣に向き合い、本気で企画提案する。今
年度挑戦した学生の中から３チームが会場で公開プレゼン！大学生が
企業との関わりでどう成長するのか。

キャリア教 育 プ ロ グラム 開 発 の 仕 組 み 、大 公 開！

■日時：2/2（日）9: 00 〜12: 0 0（第１・２限目）
■会場：1F ホール① ■定員：40 名
■事業：沖縄県教育庁県立学校教育課
「平成25 年度キャリア教育マネジメント事業」

！
文部科学省 協働研究事 業、公開会議！

『学校と地域の 新たな協働体制 構築のための研 究会』
テーマ：沖縄型「学校支援コーディネーター」のあり方
第１部 基調講演

『学校と地域の絆が生み出す、奇跡』

登壇：長田 徹 文部科学省国立教育政策研究所総括研究官

■日時：2/1（土）12:00〜15:00（第 3・4 限目）
■会場：1F ホール① ■定員：20 名
■事業：全国中小企業団体中央会
「平成25 年度補正
地域中小企業の人材確保・定着支援事業」

基調講演

姑がキャリア教育を知ったら
プラスになる７つのこと

「姑検定」を中心に展開。
姑世代が若い夫婦を見
守るときに必要な視点
とは何かを考える。ま
たシニアとして、学校
で学ぶ子供たちに何が
できるのか、探りつつ行動していくこと
を提案する。
■日時：2/1
（土）9:00〜12:00（第１・２限目）
■会場：3F 小会議室②
■定員：15 名
■主催：福里智子

企業と学校の連携で実現する夢つくり

ドリカムスクール（大阪）
講師 ：荒川 有紀

認定キャリア教育コーディネーター

「自社の魅力とは」企業の若
手社員らが、必死に考え子ど
もに伝える。そんな真剣な大
人の姿が子どもの職業観を育む。大阪で展開す
る本プログラム。企業の教育への参画手段やメ
リットなど、沖縄も是非学びたい事例ばかり。
■日時：2/2（日）9:00〜12:00（第１・２限目）
■会場：3F 大会議室
■定員：2０〜30名
■主催：NPO法人JAE

肥後 功一

国立大学法人 島根大学 副学長

沖縄の「離島」のこどもた ちの
キャリア 教育をどう 考えるか

円卓会議：「沖縄の未来を担 う人材育成」について

昨年 8 月に開催された那覇 Y E G キャリア教育
円卓会議に続き、経済界・教育界が一緒になって
福井商工会議所青年 部 「沖縄の未来を担う人材育成」について熱く語り
那覇商工会議所青年 部 ます。産学官が連携した沖縄型キャリア教育支
援のために、県内の若手経済人達が立ち上がる！

事例発表

あの「海士町」から地域活性の 立役者、来沖！
第１部 基調講演『若者の力が生み出した地域の活力』

登壇：藤岡慎二 島根県海士町隠岐島前高校魅力化プロデューサー

■日時：2/2
（日）12:00〜15:00（第 3・4 限目）
■会場：3F 大会議室 ■定員：20 名
■事業：一般社団法人アスバシ 教育基金
（沖縄離島プロジェクトチーム）

沖縄に住む若者たちが沖縄の地に誇りを持ち、
「自分たち
の力で社会の将来を支えていくんだ」という想いと力を持っ
た社会人に育って欲しい！これからの「高校・大学のキャリア
教育」について語りあいましょう。先生方による実践事例もお
見逃しなく。

一般の方ならどなたでも
学びに繋がります！まず
は参加をおすすめします。

今年度沖縄では、那覇商工会議所青年部が本
気のキャリア教育支援に乗り出した。学校教
育に企業の力をどう生かせるのか、とにかく
沖縄中の経済団体・企業人に参加し知っても
らいたい―今、
子ども達が私たち
「経済界の力」
を求めていること！

■日時：2/2（日）9:00〜12:00（第1・2 限目）
■会場：3F ホール② ■定員：20 名
■事業：平成25 年度文部科学省委託「学校と地域
の新たな協働体制の構築のための実証研究」

次の時代を切り拓 く主人公を育てて いくために

PTA関係者や、教育に関心
をお持ちの保護者の方々
におすすめします。

今、我々経済界の果た すべき役 割 は

沖縄企業協働の大 学版キャリア教育 がスタート！！

第２部 フロアディスカッション「沖縄離島の若者の未来をどう考えるか」

高校・大学の キャリア教育 を考える
ワールドカフ ェ

地域コーディネーターと
して活動中の方におすす
めします。

経済団体キャリア教育サミット Vol.0

第２部 公開会議 『学校と地域をつなぐ“人の力”の重要性』

■日時：2/1
（土）
9:30〜1２:00
（９:00開場 第１
・２限目）
■会場：1F ホール① ■定員：70 名
■事業：文部科学省委託
「地域キャリア教育支援協議会設置促進事業」
■主催：那覇商工会議所 青年部

離島出身の方、大学生、ともに考えませんか？是非ご参加を！

『キャリアガ イダンス』編集長が語 る
これからの 時代の「進路」の選び方

同時 キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会
開催 キャリア教育コーディネーター全国大会

高校生の保護者・ 進路指導担当者、必見！！
講話

山下真司

全 国 の キ ャリア 教 育 コーディネーター が
沖 縄 に 集 結 ！！ キ ャリ ア 教 育
コーディネーターとしてのビジョンを描く！

リクルートキャリアガイダンス新編集長

編集部が送る高校生の保護者・教職員向け講演会。今時代がどう変
化し、社会・企業が何を求めているのか？子どもたちの進路選択に
どう影響してくるか。
キャリア教育が求められる理由とは。進路決定
を目の前にした子どもに、私たち大人が何を伝え、
どこに導くか。

キャリア教育コーディネーター資格認定制度のスタートか
ら３年。全国にいるキャリア教育コーディネーターが集い、
これからのキャリア教育にどう取り組むか、認定コーディ
ネーターとしてのビジョンと子ども達の未来を描く場です。
全国のロールモデルとなる事例にも触れることができます。

■日時：2/1
（土）13:30〜15:00（第 4 限目）
■会場：3F 大会議室 ■定員：20〜30 名
■主催：㈲オーシャン・トゥエンティワン

未来を創る”しつもん授業”

新感覚！『手帳』の活用で、
キャリア教育。

コミュニケーション力・
目標達成力・課題解決
力 を 身に つ け る 生 徒
向 け【しつもん授業】。
教職員のキャリア教育
の方法の一つとして紹
介・提案します。

社会人の必須アイテムで
ある「手帳」。キャリア教
育に取り入れることで、
自己管理能力が身につく
方法を紹介します。八重
山商工高校の取り組み事例も紹介！

■日時：2/1
（土）
13:30 〜15:00（第4 限目）
■会場：3F 小会議室①
■定員：20 名
■主催：みかわみき

■日時：2/1
（土）15:00〜16:30（第5 限目）
■会場：3F 小会議室①
■定員：20 名
■主催：㈱能率手帳プランナーズ

第１回
in
沖縄
！

本大会のみお申込み先が異なります。
詳 細の 情報、お申込みはコチラまで

『キャリア教育総合情報サイト』

http://www.human-edu.jp

※詳細は上記ＨＰをご参照ください
■日時：2/1
（土）
・2/2
（日）
■主催：キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会
■後援：文部科学省 経済産業省

2/

2/2

2
ジブン再発見！！

-ワークで気付く自分らしさ -

認定キャリア教育コーディネーター

『奇跡の学校』と言われた
京都市立堀川高校や中学校
での実践事例をもとに、キャ
リア教育と学力の関係性を解き明かす。そ
して今年、沖縄の学校でも学力向上支援プ
ロジェクトを開始予定。先生方、必見です。

教育の分野での活動に興
味・関心をお持ちの企業
の方におすすめします。

大学生が「企業ミッション」に挑む！
大 学PBL アワード ※PBL＝Problem Based Learning
大学PBL

高校配置のキャ リア教育コーデ ィネーターが贈 る

■日時：2/1（土）15:00〜16:40（第５限目）
■会場：1F ホール① ■定員：30 名
■事業：平成 25 年度沖縄県商工労働部雇用政策課委託
「高校生等のためのキャリア形成支援プログラム事業」

■日時：2/1
（土）
・2/2（日）終日
■会場：1F 展示場 ■定員：なし、入場自由

探求型キャリア 教育

ピンク＝ 2/1・2/2（両日開催）

第 1 部 講師長田氏にも加わっていただき、
公開会議！

■日時： 2/1
（土）9:00〜12:00（第1・2 限目 ）
■会場：1F ホール② ■定員：5０名
■主催：㈲ オーシャン・トゥエンティワン

「クエストエデュケーション」

イエロー ＝ 2/2（２日目開催）

▼

グリーン＝ 2/1（初日開催）

自分自身に問いかけること
で、自分のキャリア
（過去→
未来）を再確認する。学校
や地域で活用できる「自分
探し」ワークを紹介します。
■日時：2/２
（日）
12:00〜15:00
（第 3・4 限目）
■会場：3F 小会議室②
■定員：2０名
■主催：伊波直哉

学校経営に役立つ！ワーク
シート de キャリア教育！
「アクティブラーニング型」
授業や「キャリア教育」に
グループワークが必要だ
と聞いたけど、どうすれ
ばいいのかと悩んでいる
方はいませんか？生徒役
や先生役として体験しながらグループ
ワークのスキルを身につけられます。

■講師：小林昭文（河合塾教育研究開発機構研究員）
■日時：2/2
（日）
12:00〜15:00
（第 3・4限目）
■会場：1F ホール①
■定員：30 名

英会話ワークシ ョプ
グローバルコミュニケーショ
ンを目指し、教育現場に英
語教育を推進していく教
育者および保護者へ英語
の楽しさを学生にどう伝
えていくか。ワークショップ
を実践体験してみてヒントを得て頂きます。
■日時：2/1
（土）
15:00 〜16:30
（第5限目）
■定員：15 名
■会場：3F 大会議室
■主催：KBC 学園

保育園の「食育」にひそむ「キャリア
教育の断片（宝）」を一挙公開！
企業 CSRでスタートした保育園の
「食育」支援活動を通して見つけた
「キャリア教育の断片（宝）」の数々
を紹介し、保育園における「キャ
リア教育」の可能性、有効性をと
もに考える場にします。子どもたちのキラキラお目目
に出会いたい人、一緒にワクワクしたい人！集まれ〜！
■日時：2/2（日）12:00〜13:30（第3限目）
■定員：20 名
■会場：3F 小会議室①
■主催：西平みゆき

F
沖縄県那覇市小禄（字）1831-1 ※駐車場有り
主 催

有限会社オーシャン・トゥエンティワン／ＮＰＯ法人沖縄キャリア教育学校支援ネットワーク

