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第６回研究大会 日程

第１日目 ８月２５日（土）
11:00 12:00 12:50～ 13:00～ 14:40～ 15:30～ 18:00 19:00

第１０回理事会：（11：00～12：30）＊役員、理事、事務局員のみ参加

受け付け：12：00 開始 １Ｆ正面玄関から入場。受付は５Ｆロビー。

開会式（12：50～13：00）新館５Ｆ ５０１教室

特別講演 （13：00～14：30）新館５Ｆ ５０１教室

演題：「家族援助の進め方～子どもへ暴力、子どもの暴力の臨床から～」

講師：岡田隆介氏（広島市児童療育指導センター 児童精神科医）

基調報告 （14：40～15：20）新館５Ｆ ５０１教室

報告者：辰田収（札幌市児童福祉総合センター・北海道子ども学会副会長）

シンポジウムⅠ 虐待の早期対応「危機介入のネットワーク」（15：30～18：00）新館５Ｆ 501 教室

ポスターセッションⅠ「子育ち支援」（15：30～18：00）新館５Ｆ ５０２教室

懇親会 19：00～21：00 （行き帰りの送迎バスがあります）

場所 グリーンホテル（札幌市南区川沿４条２丁目 TEL011-571-3111） 会費 ５，０００円

第２日目 ８月２６日（日）
９：00～ 11:30 12:30 13:10～ 15:50 17:00

受

付

シンポジウムⅡ

虐待の臨床と実践「子ども

と親にどうかかわるか」
昼

食

総会
シンポジウムⅢ

子育ち・親育ちの視点

「21世紀に願うもの」

全体討論会

「今大会の総括討論

と今後の展望」

指定討論者：各シン

ポジウムの司会者

閉

会

式

ポスターセッションⅡ「子

どもの教育環境」

ポスターセッションⅢ

「子育ち困難への支援」

シンポジウムⅡ 虐待の臨床と実践「子どもと親にどうかかわるか」（9：00～11：30）新館５Ｆ 501 教室

ポスターセッションⅡ「子どもの教育環境」（９：00～11：30）新館５Ｆ ５０２教室

総会 （12：30～13：00） 新館５Ｆ ５０１教室

シンポジウムⅢ 子育ち・親育ちの視点「２１世紀に願うもの」（13：10～15：40）新館５Ｆ ５０１教室

ポスターセッションⅢ「子育ち困難への支援」（13：10～15：40）新館５Ｆ ５０２教室

全体討論 （15：50～17：00）新館５Ｆ ５０１教室

演題：「今大会の総括討論と今後の展望」

指定討論者：各シンポジウム司会者

閉会式 （17：00～17：10） 新館５Ｆ ５０１教室

理

事

会

受付

開

会

式

特別講演

「家族援助の進め方～子

どもへの暴力、子どもの

暴力の臨床から～」

岡田隆介 氏

基調報告

「子どもの育ち

と権利の獲得」

副会長 辰田収

シンポジウムⅠ

虐待の早期対応「危機

介入のネットワーク」

移

動 懇親会

ポスターセッションⅠ

「子育ち支援」
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光

真駒内小

聖母幼稚園

大会会場（光塩学園女子短期大学）の地図と交通機関の案内

〒００５－００１２ 札幌市南区真駒内上町３丁目 ℡ ０１１－５８１－０１２１

＊ 駐車場はありません。公共の交通機関をご利用下さい。

＊ 札幌市営交通 地下鉄南北線 「真駒内駅」からおよそ徒歩１０分です。

大会会場の地図

バスの使用について 地下鉄真駒内駅から札幌市営バスが出ています。バス乗り場は地下鉄駅を背に右側の方向

にあります。南４真駒内線、南84真駒内線、南90中の沢線、南95藻岩線、環96南沢線、南96南沢線、南97北の沢線、

南98藻岩山の手線を利用できます。バスの乗車時間はおよそ３分です。どの路線も１時間に１～２本のバスが出て

おりますので、さほど待ち時間もなく乗車できると思います。

大会会場（光塩学園女子短期大学）案内図

受け付け 託児室 会員入口 会場入口は６階

講演会・シンポジウム 会場 講師・シンポジスト控え室

ポスターセッション 会場

昼食会場 喫茶室

地下鉄真駒内駅 地下鉄南北線

バス乗り場

五
輪
通

平岸通

真駒内緑

町団地

グリーンプラザ

北

五輪記念公園

タクシー

乗り場

ミューク

リスタル

五輪団地

光 塩 学 園

女 子 短 期

大学

正門

バ ス 停

光塩短大前
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ご案内
１．受け付け及び大会参加費

※１日目は12：00から、２日目は8：30から受け付けております。

＜会員＞ ＊大会参加費 一般会員１,０００円 学生会員 ５００円

＜当日入会者＞ ＊年会費 一般会員５,０００円 学生会員２,５００円

＊大会参加費 一般会員１,０００円 学生会員 ５００円

＜大会当日のみ参加者（非会員）＞ ＊大会参加費 一般２,０００円 学生１,０００円

＜団体会員＞ ＊大会参加費 １,０００円

団体会員としての登録が必要です。１団体１０，０００円

＜名札＞＊受け付けで配布いたします。大会参加中は着用して下さい。

＊ 大会終了後は受け付けにお戻し下さい。

２．プライバシーについて

１）学会での発表・報告においては、個人のプライバシーが十分に保護されるように配慮をお願いします。

なお、事例等の研究発表の際には内容にかかわる方（従来は「研究対象者」としていた方）の同意を得て下

さい。

２）大会参加の皆様も、発言や大会配布資料の扱いなど、プライバシーの保護に配慮して下さい。

３．昼食の販売について

＊２５日（土曜日）の昼食の準備はしておりません。

＊２６日（日曜日）の昼食時間は１時間用意しておりますが、近隣には飲食店や商店が少ないです。２５日

（土曜日）大会受け付けにおいて２６日（日曜日）分の弁当の注文を受け付けます。そちらをご利用して頂

き、昼食時間を利用して会員同士の交流を深めて下さい。

４．託児のご案内

＊託児所を設けました。ご利用下さい。大会当日でも託児の申し込みができます。

５．懇親会のご案内（バスでの送迎があります。行き：光塩短大→グリーンホテル 帰り：グリーンホテル

→地下鉄駅） 当日受け付けにて申し込み下さい。和やかな雰囲気で会員同士の交流を深めていきたいと思い

ます。

日時 ８月２６日（土）大会１日目 19：00～21：00

場所 グリーンホテル（札幌市南区川沿４条２丁目 TEL011-571-3111） 会費 ５，０００円

６．「子ども学研究VOL５」及び「子どもロジー№５」の配布について

８月２５日（土）に北海道子ども学会機関誌である「子ども学研究VOL５」と「子どもロジー№５」の配布

を開始します。研究大会に参加されなかった皆様には、大会終了後に送らせて頂きます。北海道子ども学会

からの発行物は会費の中に含まれております。

学会事務局 光塩学園女子短期大学 大坂克之

〒005－0012 札幌市南区真駒内上町３丁目 ℡ 011－581－0121
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大会テーマ：

「21世紀こそ子どもの世紀に！ 子どもの育ちと大人の役割について考える」

一子ども虐待防止と子育て支援を通して一

開会式（12：50～13：00）新館５Ｆ ５０１教室

挨拶 本学会 会長 伊藤則博ほか

特別講演 （13：00～14：30）新館５Ｆ ５０１教室

演題：「家族援助の進め方～子どもへ暴力、子どもの暴力の臨床から～」

講師：岡田隆介氏（広島市児童療育指導センター 児童精神科医）

司会：石川丹（札幌市児童福祉総合センター・本学会副会長）

＜講師略歴＞

1948 年大阪府に生まれ、香川県で育つ。岡山大学医学部卒業、同神経精神医学教室入局、岡山県高見病院、

広島市心身障害児福祉センター精神神経科を経て、

1980 年より広島市児童総合相談センター児童相談所所長

1998 年より広島市児童療育指導センター心療部長、発達支援部長、児童精神科

県立広島女子大学非常勤講師 児童・青年期精神医学会認定医 医学博士

主な著書に、『精神衛生』（福村出版）、『子どもの心の発達とつまずき Part１・２』（東京法令出版）、

『児童虐待と児童相談所～介入的ケースワークと心のケア～』（金剛出版）、『家族の法則～親・教師・カ

ウンセラーのための道標
みちしるべ

５０』（金剛出版）などがある。

基調報告 （14：40～15：20）新館５Ｆ ５０１教室

演 題：子どもの育ちと権利の獲得

報告者：辰田収（札幌市児童福祉総合センター・本学会副会長）

シンポジウムⅠ 虐待の早期対応「危機介入のネットワーク」（15：30～18：00）新館５Ｆ 501 教室

＜設定の趣旨＞

虐待防止法が制定され、虐待防止への国民の機運も高まってきています。本学会は昨年度の研究大会でも

虐待問題を取り上げ、虐待児の実態と早期対応などが報告され、多くの会員がこの問題に関心をもって下さ

いました。

虐待への対応はできるだけ早く適切に介入していくことで子どもの危機を最小限に食い止めることが可能

なのは事実のようです。しかし、虐待問題は多くの機関で取り組まれている一方で、それぞれの現場任せに

なっている部分も少なからずあり、機関の連携やチームによる対応の困難さが問題にされることもあるよう

です。

今回のシンポジウムでは、それぞれの現場での虐待への対応と経験を報告していただき（昨年度からの継

続のシンポジストの方もいます）、早期発見から、危機への介入をどのように進めていくべきかを提言して

いただきます。昨年度から一歩進んだ議論が期待されます。

シンポジスト：

「子育て支援センターから」 中岡 星子 氏 （帯広つばさ保育所）

「保健センターから」 鈴木 はるみ 氏 （札幌市豊平保健センター）

「児童相談所から」 宮地 廸彦 氏 （北海道函館児童相談所）

「虐待防止協会から」 松本 伊智朗 氏 （札幌学院大学）

司会：岩田美香（北海道医療大学）・内田雅志（本別町ことばの教室）



5

ポスターセッションⅠ 「子育ち支援」 （15：30～18：00） 新館５Ｆ ５０２教室

１５：３０～（発表 20 分・質疑応答 10分）

「チェルノブイリと子どもたち」 桝谷美紀子／ヘラシメニヤ・アンナ（ＮＰＯ法人チェリウス）

１６：００～（発表 20 分・質疑応答 10分）

「何もしない子育て支援―子どもたちに自由な環境を！」《非日常の世界「倶知安町絵本館」の日常》

新藤真知子（倶知安町絵本館）

１６：３０～（発表 20 分・質疑応答 10分）

「大学における子育て支援の試み－『親子遊び教室』の実践から」 笠間浩幸（北海道教育大学釧路校）

１７：００～（発表 20 分・質疑応答 10分）

「北海道における若者の家族観について」その１ 扇子幸一（北海道教育大学札幌校）

１７：３０～（発表20分・質疑応答10分）

「北海道における若者の家族観について」その２ 品川ひろみ（北海道大学大学院）

司会者：明神もと子（北海道教育大学釧路校）・未定

懇親会 19：00～21：00 場所 グリーンホテル（札幌市南区川沿４条２丁目 TEL011-571-3111）

会費 5,000 円

＊ 大会会場から懇親会会場まではバスが出ます。１Ｆ玄関前でお待ち下さい。

＜送迎先＞行き：光塩短大→グリーンホテル 帰り： グリーンホテル→地下鉄南北線真駒内駅

第２日目 ８月２６日（日） 9：00～17：30

シンポジウムⅡ 虐待の臨床と実践「子どもと親にどうかかわるか」（９：00～11：30）新館５Ｆ501 教室

＜設定の趣旨＞

虐待というと幼児や児童を想像しがちですが、虐待はそれ以降も続いていることがあります。少年期にお

ける虐待は親子関係の複雑さから解決の糸口を見つけるのは大変困難な営みです。また、幼児期、児童期に

受けた虐待が少年期にその影響を表し、子どもの健全な発育に支障をきたすこともあります。

そうした子とかかわる中で、虐待する親との関係をどう修復していくか、また「親子関係」をどう考えて

いくかという問題も避けては通れません。

今回のシンポジウムでは主に少年期の被虐待児とのかかわりを実践されている方にお願いしました。日ご

ろの実践の中で感じられていることを率直に語っていただこうと考えております。

ところで、本学会第５回研究大会からこれまで討論された虐待問題もこのシンポジウムにて一応の区切り

をつけ、シンポジウムⅢの話題である「子育て支援」へと視点を移していこうと考えております。そうした

意味では今回は単に虐待問題を取り上げていくのではなく、そこからみえてくる「現代の子育て問題」に迫

っていきたいと考えております。
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シンポジスト：「児童養護施設の実践」 小川 恭子氏 （美深育成園）

「児童相談所での臨床」 家村 昭矩氏 （大沼学園）

「臨床心理士から」 門脇 いづみ氏 （萌クリニック）

「学校現場の実践」 福原 泉氏 （北海道旭川東栄高等学校）

司会：岡本侑子（山鼻保育園）・冨所寛冶（羊ヶ丘養護園）

ポスターセッション Ⅱ 「子どもの教育環境」 9：00～11：30 新館５Ｆ ５０２教室

９：００～（発表20分・質疑応答10分）

「幼稚園教育と振り子―現行幼稚園教育要領について－」山口宗兼（山形短期大学）

９：３０～（発表 20分・質疑応答 10 分）

「幼児期に育てたい事～わかば幼稚園の『わくわく・どきどきの活動』から考える～」佐藤公文（旭川緑が

丘学園わかば幼稚園）

１０：００～（発表 20 分・質疑応答 10分）

「北大病院院内学級の開設からの歩み」田中健児（札幌市立太平中学校）

１０：３０～（発表 20 分・質疑応答 10分）

「ＬＤ児のソーシャルスキル獲得を目指した介入の試み～遊べない子ども達への小集団活動の展開」 太田

美雪／清水里美／二宮信一（北海道ＹＭＣＡ）

１１：００～（発表20分・質疑応答10分）

「体験活動が子どもの心を育む～北海道立青年の家の取組～」道立青年の家 柴田暦章

司会者：伊藤克実（札幌大谷地たかだ保育園）・未定

総会 （12：30～13：00） 新館５Ｆ ５０１教室

シンポジウムⅢ 子育ち・親育ちの視点「２１世紀に願うもの」（13：10～15：40）新館５Ｆ 501 教室

＜設定の趣旨＞

シンポジウムⅢのテーマを「子育て・親育て」と言わずに、「子育ち・親育ち」としました。親も子も自

分の育ち（成長）に主体的にかかわっていき、また自ら育って（成長して）いく力を重視していきたいとい

うのが北海道子ども学会の一貫した主張であります。

昨年度から２年継続で取り上げた虐待問題から見えてくる「子育て事情」を整理しつつ、今回は主に出産

から乳幼児期にかけて、親や子どもが育っていく過程を取り上げてみました。

「新生児室から」では最近注目されているカンガルーケアーの実践、「親育ちの視点から」では、保育園

に通う親がどのように子育てと向き合い成長していくか、「親同士の親育ち」では、親が自主的に開催して

いる子育てサークル活動を取り上げ、親同士が育ちあうとはどういうことか考えていきたいと思います。

このシンポジウムが来年度の研究大会から取り上げていこうとしている「子育て支援問題」の方向性を示

唆するものと期待しており、会員以外の今子育て真っ最中の親御さんにもぜひ聞いていただきたい内容では

ないかと思っています。
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シンポジスト：「新生児室から」 樽見 あずさ氏（天使病院）

「親育ちの視点から」 藤本 史代 氏（帯広あじさい保育園）

「親同士の親育ち」 渡辺 美和 氏（子育てサークル ひよこっこクラブ）

村田 和 氏（子育てサークル ひよこっこクラブ）

司会：加藤欣子（札幌医科大学保健医療学部）・浜栄子（札幌大谷短期大学）

ポスターセッションⅢ「子育ち困難への支援」（13：10～15：40）新館５Ｆ ５０２教室

１３：１０（発表 20分・質疑応答 10 分）

「札幌市の発達相談における児童虐待への対応」藤崎賢治／倉橋容子／井出千晴／作田亜也子（札幌市児童

相談所）

１３：４０（発表 20分・質疑応答 10 分）

「優健学園における被虐待児への対応について」木本清史（優健学園）

１４：１０（発表 20分・質疑応答 10 分）

「少年アシストセンターからの報告－子供たちの変化の中で－」谷津敏（少年アシストセンター：札幌市保

健福祉局児童家庭部少年活動課）

１４：４０（発表 20分・質疑応答 10 分）

「障害児親の会『ふれあい』の活動とその発展」 佐々木浩治（足寄町あゆみ園）

１５：１０（発表 20分・質疑応答 10 分）

「障がいのある人や家族のパーソナル・サポート」大久保薫（いいな・いーず）

司会者：成澤哲雄（北海道知的障害施設協会）・奥平洋子（札幌学院大学）

全体討論 （15：50～17：00）新館５Ｆ ５０１教室

演題：「今大会の総括討論と今後の展望」

指定討論者：各シンポジウム司会者

閉会式 （17：00～17：10） 新館５Ｆ ５０１教室

挨拶 本学会 事務局長 大坂克之 ほか

第７回（平成１４年度）研究大会日程及び会場のご案内

２００２年８月２４日（土）～２５日（日） 開催予定。会場は光塩学園女子短期大学を予定。


