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第７回研究大会 日程

８月２４日（土）１日目

12：00 13：00 15：00 15：15 17：15 18：00

理 事 会

（昼食）

11：00～

12：30

受

付

テーマ関連研究報告Ａ

「家庭での子どもの生活」

シンポジウム

「家族の変化と子どもの居場

所」

懇親会

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ

百景園ポスターセッションⅠ（４本）

「家庭支援・子育て支援」

ポスターセッションⅡ（４本）

「子どもの環境作り」

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

テーマ関連研究報告Ａ「家庭での子どもの生活」 （13：00～15：00）新館５Ｆ 501 教室

ポスターセッションⅠ「家庭支援・子育て支援」 （13：00～15：00）新館５Ｆ 502 教室

シンポジウム 「家族の変化と子どもの居場所」 （15：15～17：15）新館５Ｆ 501 教室

ポスターセッションⅡ「子どもの環境作り」 （15：15～17：15）新館５Ｆ 502 教室

懇親会 18：00～20：00 （行き帰りの送迎バスがあります）

場所 アサヒビール園 百景園（札幌市豊平区平岸１条１８丁目 TEL011-811-5191） 会費 3,800円

８月２５日（日）２日目

9：30 11：30 12：30 13：30 14：00 16：00

テーマ関連研究報告Ｂ「多様な子育てから家庭の意味を考える」 （9：30～11：30）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」 （9：30～11：30）新館５Ｆ 502 教室

映画上映「自転車」（共同学童保育所＜つばさクラブ＞3 部作から）（12：00～12：30）新館５Ｆ 501 教室

総会・提言 （12：30～13：30）新館５Ｆ 501 教室

特別講演 （14：00～16：00）新館５Ｆ 501 教室

大日向雅美先生（恵泉女学園大学人文学部教授）

テーマ「新たな時代に、新たな子育ての理念を～母親一人の“子育て”から皆で支える“子育ち”へ～」

閉会式 （16：00～16：10） 新館５Ｆ 501教室

テーマ関連研究報告Ｂ

「多様な子育てから家庭の意味を

考える」

昼

食

・

映

画

総会・提言 特別講演 大日向雅美 先生

（恵泉女学園大学人文学部教授）

閉

会

式ポスターセッションⅢ（４本）

「子育ち困難への支援」
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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

六花亭
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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9：00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人 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

＊２４日（土曜日）の昼食の準備はしておりません。

＊２５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。２４日

（土曜日）大会受け付けにおいて２５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

・日時 ８月２５日（土）大会１日目 18：00～20：00

・場所 アサヒビール園 百景園（札幌市豊平区平岸１条１８丁目 TEL011-811-5191） 会費 3,800円

＊当日受け付けにて申し込み下さい。個室を用意しました。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。

＊ バスでの送迎があります。

行き：光塩短大→アサヒビール園百景園 帰り：アサヒビール園百景園→地下鉄南北線「南平岸」駅）

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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第１日目 ８月２４日（土） 13：00～17：15

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

テーマ関連研究報告Ａ「家庭での子どもの生活」 （13：00～15：00）新館５Ｆ 501 教室

＜設定の趣旨＞ 俗に「子どもが変わった」「家庭が変わった」と言われます。本当なのでしょうか。変わ

ったとすれば「何が」変わったのでしょう。家庭で暮らす子どもたちの実態について調査した研究を３本報

告してもらいます。現代の子どもたちがどのように家庭で生活しているのか、皆さんで考えてみましょう。

① 「コンピューター・ゲームが小学生に及ぼす心理的影響」扇子幸一（北海道教育大学札幌校）・濱谷希

世（北海道美深高等養護学校）・伊藤則博（北海道教育大学旭川校）

② 「実際体験の多さと子どものパーソナリティ発達について」稗田真弓・奥平洋子（札幌学院大学）

③ 「子どもの食生活の実態と生活特徴の関連性」山口聡子（倶知安町立北陽小学校）・伊藤則博（北海道

教育大学旭川校）

司会 吉田耕一郎（國學院短期大学）・佐藤公文（旭川わかば幼稚園）

ポスターセッションⅠ「家庭支援・子育て支援」 （13：00～15：00）新館５Ｆ 502 教室

① １３：００～（発表20分・質疑応答10分）

「大都市における子育てサークルの実態」 品川 ひろみ（北海道大学 大学院）

② １３：３０～（発表20分・質疑応答10分）

「北海道における母子生活支援施設利用者の生活と意識」岩田美香（北海道医療大学）

③ １４：００～（発表20分・質疑応答10分）

「育児をめぐる家族関係と児童虐待に関する研究」戸田まり（北海道教育大学札幌校）

④ １４：３０～（発表20分・質疑応答10分）

「浦河管内子どもの虐待ネットワークづくりの活動について」浦河管内子どもの虐待防止ネットワーク

司会：糸田尚史（名寄短大）・岡本侑子（山鼻保育園）
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シンポジウム 「家族の変化と子どもの居場所」 （15：15～17：15）新館５Ｆ 501 教室

＜設定の趣旨＞ 家庭の形態が多様化してきています。ひとり親、未婚（非婚）の母、再婚、大人中心の生

活、両親がいても家族として機能していないという場合もあるでしょう。また家庭の機能が低下（脆弱）し

たとも言われています。でも家庭の機能って何でしょうか。我々はその答えを「子どもの居場所」という観

点から考えてみたいと思います。

子どもが一番つらいのは「自分のつらさを受け止めてもらっていない」ことだと言う人もいます。現代の

家庭へのサポートの介入が大変だと言う人もいます。せめて「子どもの居場所さえあれば救われる」という

事例も多いでしょう。そうした事例を保健師、保育士、医師の立場での実践臨床を報告していただき、皆さ

んと一緒に考えていきたいと思います。

① 保健センターから 貝田富子（浦河保健所 健康推進課）

② 保育所から 浜田真理（豊富町立豊富保育園）

③ 医療から 小西貴幸（市立旭川病院小児科）

司会：石川丹（札幌市児童福祉総合センター）・古川厚子（札幌社会福祉専門学校）

ポスターセッションⅡ「子どもの環境作り」 （15：15～17：15）新館５Ｆ 502 教室

① １５：１５～（発表20分・質疑応答10分）

「保育者養成校における授業評価に関する一考察」山口宗兼（山形短期大学）

② １５：４５～（発表20分・質疑応答10分）

「滝川市における学童クラブの設置の経緯について」 吉田耕一郎（國學院短期大学）

③ １６：１５～（発表20分・質疑応答10分）

「ＬＤ児の母親支援への取り組み（１）～北海道ＹＭＣＡの活動から～」清水里美・太田深雪・二宮信一

（北海道ＹＭＣＡ）

④ １６：４５～（発表20分・質疑応答10分）

「チェルノブイリ救援活動の10年－Part２」桝谷美紀子（NPO法人チェリウス）

司会：関道子（北海道大学留学生センター）・浜栄子（札幌大谷短期大学）

懇親会 18：00～20：00 バスでの送迎があります。

・場所 アサヒビール園 百景園（札幌市豊平区平岸１条１８丁目 TEL011-811-5191） 会費 3,800円
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第２日目 ８月２５日（日） 9：30～16：00

テーマ関連研究報告Ｂ「多様な子育てから家庭の意味を考える」 （9：30～11：30）新館５Ｆ

501 教室

＜設定の趣旨＞ 「子どもは家庭で育つ」といわれます。不幸にも家庭で育てられない子、両親のトラブル

に巻き込まれる子、育児への負担から不安な日々を送る親がいます。それぞれの分野でそうした子どもや親

をサポートしている人や施設があります。家庭の外から家庭を見ることで見えてくるもの、また家庭代わり

となることで感じているものなどを、率直に語ってもらいます。そこから皆さんで家庭の意味を考えてみま

せんか。

① 母子生活支援施設から 「鈴蘭寮」 小松留美子（札幌）

② 養護施設から 「羊ヶ丘養護園」 中瀬陽一（札幌）

③ 子育て支援から 「地域生活支援ネットワークサロン」 日置真世（釧路）

司会：明神もと子（北海道教育大学釧路校）・南孝輔（札幌市立南月寒小学校ことばの教室）

ポスターセッションⅢ「子育ち困難への支援」 （9：30～11：30）新館５Ｆ 502 教室

① ９：３０～（発表20分・質疑応答10分）

「家族みんなの『合同お泊り会』の活動から」 佐藤光代（北海道クリスチャンセンター）

② １０：００～（発表20分・質疑応答10分）

「南区『めだかのがっこう』から札幌市内全域への活動へ」石黒惠子（NPO法人 アフタースクール運営会

代表）

③ １０：３０～（発表20分・質疑応答10分）

「ぼちぼちいこう～ＡＤＨＤのある子どもとの実践記録～」貝瀬栄子（北見市立緑小学校）

④ １１：００～（発表20分・質疑応答10分）

「オホーツクＡＤＨＤ＆ＬＤ懇話会の現状と課題」市野孝雄（オホーツクADHD＆LD懇話会事務局長）

司会：内田雅志（本別町ことばの教室）・北川和博（幕別町白人小学校）

昼食中

映画上映「自転車」（共同学童保育所＜つばさクラブ＞3 部作から）

（12：00～12：30）新館５Ｆ 501 教室
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総会・提言 （12：30～13：30）新館５Ｆ 501 教室

「提言」：昨年の全体討論会を受けて、学会からの報告

① 本学会が求める子ども像…尾谷正孝、浜栄子、奥平洋子

② 虐待防止法に対する本学会の見解…辰田収、伊藤則博

③ 児童虐待の定義、実態、背景要因、対応について…石川丹（子ども学研究VOｌ６にて報告）

④ 児童虐待への対応を巡る諸問題…伊藤則博（子ども学研究VOｌ６にて報告）

議長：藤岡登（恵庭市会議員）

特別講演 （14：00～16：00）新館５Ｆ 501 教室

大日向雅美（おおひなた まさみ）先生（恵泉女学園大学人文学部教授）

テーマ「「新たな時代に、新たな子育ての理念を～母親一人の“子育て”から皆で支える“子育ち”へ～」

略歴

専門は心理学、女性学。お茶の水女子大学卒業。同大学大学院修士課程修了後、東京都立大学大学院博士

課程修了。学術博士。約30年間、子育てに悩む母親の声の聞き取り調査を行い、「母性」の研究をする傍ら、

育児雑誌やテレビ、育児ネットワーク、大学の「親子相談センター」などで育児相談に携わってきた。“親

の生き方を抜きにして子育ては語れない”が持論。1995年～1996年にはオックスフォード大学客員研究員と

して留学、1997年５月～1999年３月には東京都知事参与、文部科学省の家庭教育に関する諸委員会の座長や

委員などを歴任される。

主な著書に「子育てと出会うとき」（NHKブックス）、「子育てがいやになるとき、つらいとき」（主婦の

友社）、「子育てママのSOS」（法研）、「母性愛神話の罠」（日本評論社）、「母性の研究」（川島書店）、

「母性は女の勲章ですか？」（扶桑社）、「のびのびしつけブック」（主婦の友、監修）、「さみしいママ

にさよなら」（主婦の友社、監修）、「子育てがつらくなったとき読む本」（PHP研究所）、訳書に「母性愛

神話のまぼろし」（大修館書店、共訳）、「母親」（朝日新聞社、共訳）などがある。

座長：伊藤則博 （本会会長）

閉会式 （16：00～16：10） 新館５Ｆ 501教室

挨拶 本学会 事務局長 大坂克之 ほか

第８回（平成１５年度）研究大会日程及び会場のご案内

２００３年８月２３日（土）～２４日（日） 開催予定。会場は光塩学園女子短期大学を予定。


