
	 

	 

	 	 

本年度も開催決定！	 

アスリート・キャリア・トーク・ジャパン 2017 のお知らせ	 
	 

¡ アスリート・キャリア・トーク・ジャパン 2017（ACT：アクト）は、アスリートのキャリア課題の
解決に役立つ国内外情報、公的プログラム、民間サービス、研究成果などを一元的に集約した、日

本最大のスポーツキャリア総合コンベンションです。	 

¡ アスリートのキャリア課題を幅広く捉え、若年期から引退期の各段階で直面する課題を見渡すとと
もに、それぞれの課題解決に必要なことは何か、スポーツとキャリアに関する国際的なエキス

パートや各界のキーパーソンが一堂に会して議論します。	 

¡ また、アスリートやチームをキャリアの側面から支援する競技団体、スポーツ統括団体、民間企業、
教育・研究機関等の関係者が有する種々の課題と解決方策がより多く結びつくよう、ACT は参加者

のコミュニケーションとネットワーキングを全面的に支援します。	 

¡ ご好評いただいた昨年度に続き２回目となる今回の ACT は、質・量ともにより一層充実した内容と
なっておりますので、万障お繰り合わせの上奮ってご参加ください！（写真は昨年度の様子）	 

	 

＜開催概要＞	 

	 日	 時	 2017 年 2 月 2 日（木）10:00〜18:00	 

	 会	 場	 イイノホール＆カンファレンスセンター	 

	 	 〒100-8506	 東京都千代田区幸町二丁目１番１号（最寄駅：霞が関駅）	 

	 対	 象	 ハイパフォーマンス・スポーツに関わるアスリートおよび指導者（コーチ）、保護者、ア

スリートのキャリア支援を実施しているまたは関心のある企業、大学・高校などの教育

機関、国内競技団体、関係省庁、キャリア教育の専門家	 

	 参加費	 無料	 

	 主	 催	 独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）	 

	 

	 



アスリート・キャリア・トーク・ジャパン 2017	 	 

プログラム（案）	 

日時：2017 年 2 月 2 日（木）10:00〜18:00	 会場：イイノホール＆カンファレンスセンター	 

時間	 
（調整中）	 

Main	 Hall	 
（Room	 A1〜A3）	 

-For	 Athletes	 &	 
Coaches-	 
（Room	 B1）	 

-For	 Organization	 &	 
Service	 Provider-	 
（Room	 B2）	 

-Networking	 &	 
Exhibition	 Area-	 
（Room	 B3	 &	 ホワイ

エ）	 

AM	 ①	 
10:00-	 
10:30	 

オープ二ングセッション	 
スポーツキャリアサポート

コンソーシアム創設式	 

◯スポーツ庁	 

◯大東和美・JSC 理事長	 

◯コンソーシアムメンバー	 	 

-	 -	 	 

10 分	 	 

AM	 ②	 
10:40-	 
11:40	 

プレゼンテーション	 	 
アスリートのキャリアに関

わる国の政策的動向	 

◯文部科学省、経済産業省、東京

2020 大会組織委員会等の最新情

報を提供します	 

スポーツキャリア・コンソ
ーシアム総会	 
（非公開）	 

対談	 地域タレント発
掘とキャリア形成	 

◯地域タレントとしての道

を歩み出した後に直面する

課題や現状について、タレン

ト発掘出身アスリート、地域

事業担当者とともに考えま

す	 

展示＆ネットワーキン
グ	 
	 
▶コンソーシアム会員

による情報展示ブース	 

◯ACT 開催中、自由に情報

収集することができるとと

もに、各展示担当者とのコ

ミュニケーションを通じ

て、アスリートのキャリア

課題解決への新たな取組に

ついて検討することができ

ます	 

	 
▶ネットワーキング・
スペース	 

◯コーヒーを飲みながら打

合せや仕事をするフリース

ペースが用意されています

のでご自由にお使いくださ

い	 

	 

▶アスリート・登壇者
との対話	 

◯時間帯によって、フリー

スペースにアスリートや登

壇者が在席いたします。実

際のアスリートのキャリア

形成やキャリア支援につい

て直に話を聞くことが可能

です	 

70 分	 Lunch	 

PM	 ①	 
12:50-	 
13:30	 

対談	 企業の人事担当者か
ら見たアスリートのキャリ

ア形成	 

◯「就活」に留まらない幅広い視

点から、先進的な取組をする民間

企業の人事担当者とともにアス

リートのキャリア形成について

考えます	 

対談	 変わりゆく高校・大
学のデュアルキャリア環

境	 

◯将来への準備を支える教育機

関の競技支援環境の最前線に触

れながら、競技団体関係者ととも

にデュアルキャリアの在り方を

考えます	 

公開ワークショップ	 	 
アドバイザー育成の実

際	 

◯アスリートのキャリア形

成をサポートする「アドバイ

ザー」育成について、国際オ

リンピック委員会（IOC）担

当者がアドバイザー候補者

とともに実践的なデモンス

トレーションを行います	 

◯日本のアドバイザー育成

に関する情報提供を行いま

す	 

	 

※時間は12:50-14:20（90分）	 

15 分	 Coffee	 break	 

PM	 ②	 
13:45-	 
14:45	 

シンポジウム	 	 
社会におけるアスリートの
可能性〜経済界×教育界×

スポーツ界	 

◯各界キーパーソンによる白熱

した議論をお届けします	 

-	 

15 分	 Coffee	 break	 

PM	 ③	 
15:00-	 
16:00	 

特別講演	 	 
On-field×Off-field〜
キャリア形成のために考え

るべきパフォーマンス」	 

◯John	 Underwood（Human	 

Performance	 Consultant	 for	 the	 

U.S.	 Navy	 SEALS）	 

ケーススタディ	 	 
オリパラスポーツにおけ

る女性のキャリア形成	 

◯女性オリンピアン・パラリンピ

アンとともに、女性特有のキャリ

ア形成課題を整理します	 

公開ワークショップ	 	 
プロスポーツにおける
ジュニア期のキャリア

形成支援	 

◯プロスポーツ団体が実施

しているキャリア形成支援

事業のデモンストレーショ

ンを行い、他機関での展開の

可否について考えます	 

15 分	 Coffee	 break	 

PM	 ④	 
16:15-	 
17:15	 

公開ワークショップ	 	 
キャリア課題への向き合い

方・取り組み方	 

◯現役オリパラアスリートが登

壇し、実際のキャリア課題を紐解

きながら、課題解決に必要なこと

を具現化します	 

-	 -	 

15 分	 	 

PM	 ⑤	 
17:25-	 
18:00	 

ファイナルセッション

Athlete	 Career	 Talks	 

◯オリパラアスリートたちによ

る談義を通じて ACT2017 を総括

し今後を展望します	 

-	 -	 	 

※	 各プログラムのタイトル、内容、出演者、時間帯等は今後変更の可能性があります。最新情報はウェブサイトをご覧下さい。	 

	 	 スポーツキャリア総合ポータル URL	 http://www.jpnsport.go.jp/sport-career/	 

ACT2017 はスポーツ庁委託事業「スポーツキャリアサポート推進戦略」の一環として、受託者である独立行政法人日本スポーツ振

興センター（JSC）が企画・運営しています。（お問い合わせは	 TEL	 03-5410-9161	 JSC 情報・国際部まで）	 ＜170111 版＞	 	 


