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第８回研究大会 日程
８月２３日（土）１日目

12：00 13：00 15：30 15：45 17：45 18：30

理

事

会

受

付

開

会

式

シンポジウムⅠ

「思春期の子どもの心は今？」

特別講演

村瀬嘉代子先生

「子どもの居場所」

懇

親

会ポスターセッションⅠ

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

シンポジウムⅠ「思春期の子どもの心は今？」（13：00～15：30）新館５Ｆ 501 教室

・ 基調講演 「子どものうつ病を考える」傳田健三（北海道大学医学部附属病院精神科）

・ シンポジスト

① 扇子幸一（北海道教育大学札幌校・スクールカウンセラー）

② 村田昌俊（旭川常盤中学校不登校学級）

③ 武田洋一（札幌市精神保健福祉センターセラピスト）

司会 奥平洋子（札幌学院大学）・小西貴幸（市立旭川病院）

ポスターセッションⅠ（13：00～15：30） ５本 新館５Ｆ 502 教室

特別講演 （15：45～17：15：45）新館５Ｆ 501 教室

村瀬嘉代子先生（大正大学教授）講演テーマ「子どもの居場所」

懇親会 18：30～20：30 （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 4,000円

８月２４日（日）２日目

9：00 11：30 12：30 13：00 16：00

シンポジウムⅡ 「家庭・学校・子どもの居場所」 （9：00～11：30）新館５Ｆ 501 教室

① 家庭から 堀口貞子（釧路堀口こどもクリニック）

② 学校から 石井智子（旭川藤女子高校教諭・カウンセラー）

③ 学童保育から 河合健彦（市立札幌病院附属静療院）

司会：柴田浩一（北海道東高校）・山田克巳（旭川福祉専門学校）

ポスターセッションⅡ （9：00～12：00）６本 新館５Ｆ 502 教室

昼食 （11：30～12：30） 総会 （12：30～13：00）新館５Ｆ 501 教室

学会からの提言報告＆子ども像プロジェクト （13：00～16：00）新館５Ｆ 501教室

①児童虐待防止法の見直し案の提案 辰田収（本会副会長）

②北海道の子ども像プロジェクトチーム（尾谷正孝・浜栄子・奥平洋子・吉田耕一郎他）

シンポジウムⅡ

「家庭・学校・子どもの居場所」

昼

食

総

会

学会からの提言報告

児童虐待法見直し＆子ども像プロジェクト

閉会式

ポスターセッションⅡ
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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

地下鉄真駒内駅 地下鉄南北線

バス乗り場
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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

＊２３日（土曜日）の昼食の準備はしておりません。

＊２４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。２３日

（土曜日）大会受け付けにおいて２４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２３日（土）大会１日目 18：15～20：15

・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 4,000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（18：00出発）→アサヒビール園百景園

帰り：アサヒビール園百景園（20：45出発）→地下鉄南北線「南平岸」駅）

大会事務局 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２３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 石川丹

シンポジウムⅠ「思春期の子どもの心は今？」 （13：00～15：30）新館５Ｆ 501 教室

＜基調講演＞ 「子どものうつ病を考える」 傳田健三（北海道大学医学部附属病院精神科）

＜シンポジスト＞

① 村田昌俊（旭川常盤中学校不登校学級）

② 扇子幸一（北海道教育大学札幌校・スクールカウンセラー）

③ 武田洋一（札幌市精神保健福祉センターセラピスト）

＜司会＞ 奥平洋子（札幌学院大学）・ 小西貴幸（市立旭川病院）

＜設定の趣旨＞

思春期の子どもの心はどのようなものでしょうか。私たち大人がその当時のことを思い出してみても、混

沌としてわかりにいくこともでもあります。今回の研究大会のテーマである「思春期の子どもの家庭で

は？」を考えた時に、私たちが考えたのはまず「思春期って何だろう？」ということでした。そこで長年、

思春期の子どもたちと接してきた傳田先生に「思春期の心」の解説をお願いしました。従来は成人の疾患で

あった「うつ病」を学童期から始まると提言し、少なからず小児科医への影響も与えているようです。今回

は「子どものうつ病」を通して、思春期を理解していこうと考えています。

また、シンポジストに不登校学級、スクールカウンセラー、引きこもりなどの子どもたちとのかかわりが

深い方にお願いしました。傳田先生の話に続き、各現場に現れる思春期の子どもたちの姿や問題を語っても

らう予定です。

4 人の先生方の話から大会テーマの重要性を感じ取っていただき、続く村瀬先生のご講演、そして翌日の

実践家の話へと課題が広がっていくという大会の流れを作っていっております。

＜傳田先生の主な著作＞

「子どもの遊びと心の治療～精神療法における非言語的アプローチ～」（金剛出版）

「子どものうつ病～見逃されてきた重大な疾患～」（金剛出版）

「拒食症サバイバルガイド－家族、援助者、そしてあなた自身のために－」（金剛出版：訳）

ポスターセッションⅠ「家庭と子ども」 （13：00～15：30）新館５Ｆ 502 教室

① １３：００～（発表20分・質疑応答10分）

「十勝子ども家庭支援センターの取り組み～スクールソーシャルワークの視点から～」

小川幸裕（帯広大谷短期大学）・柴野真希（十勝子ども家庭支援センター）

② １３：３０～（発表20分・質疑応答10分）

興正子ども家庭支援センターの概要と実践」 鏑木康夫（興正学園）

③ １４：００～（発表20分・質疑応答10分）

「北海道における近年の子どものようす」今野洋子（北海道浅井学園大学）・佐々木浩子（北海道浅井学園

大学）・星信子（北海道浅井学園大学短期大学部）・請川滋大（北海学園大学）・中出佳操（北海道浅井学

園大学）

④ １４：３０～（発表20分・質疑応答10分）

「わかば幼稚園園児の歩数調査から子どもの健康的な生活を考える」佐藤公文（旭川わかば幼稚園）

⑤ １５：００～（発表20分・質疑応答10分）

「実習を核としたカリキュラムの実践―山形短期大学幼児教育科における実践報告―」山口宗兼（山形短期

大学）

司会：後藤昌彦（藤女子大学）・坪井龍彦（北海道教育大学附属旭川幼稚園）
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特別講演 （15：45～17：15：45）新館５Ｆ 501 教室

講師 村瀬嘉代子先生（大正大学教授）

講演テーマ「子どもの居場所」

座長：石川丹 （本会会長）

講師略歴

1959年 奈良女子大学文学部心理学科卒業

1659年～1965年 家庭裁判所調査官（補）

1962年～1963年 カリフォルニア大学大学院バークレイ校留学

1965年～1992年 大正大学カウンセリング研究所講師、助教授、教授を経て

1993年～大正大学人間学部教授（臨床心理学部専攻課程）

1992年～日本児童青年精神医学会、日本描画テスト・描画療法学会編集委員など

主な著作

「心理療法の実践」（編著）誠信書房 1990年／［家族療法ケース研究３ 境界例］（共著）金剛出版

1989年／「家族の解体と再生」（共著） 岩波書店 1991年／「子どもと大人の心の架け橋」金剛出版

1995年／「よみがえる親と子」 岩波書店 1996年／「子どもの心に出会うとき」金剛出版 1996年／「臨

床心理学と＜生きる＞ということ」（共著） 日本評論社 1997年／「子どもと家族への援助」金剛出版

1997年／「心理療法のかんどころ」金剛出版 1998年

懇親会 18：30～20：30（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 4,000円
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第２日目 ８月２４日（日） 9：00～16：00

シンポジウムⅡ 「家庭・学校・子どもの居場所」 （9：00～11：30）新館５Ｆ 501 教室

① 家庭から 堀口貞子（釧路堀口こどもクリニック）

② 学校から 石井智子（旭川藤女子高校教諭・カウンセラー）

④ 学童保育から 河合健彦（市立札幌病院附属静療院）

司会：柴田浩一（北海道札幌東高校）・山田克巳（旭川福祉専門学校）

＜設定の趣旨＞

現代を生きる思春期の子どもたちは様々な姿で、大人に生きにくさの現状を伝えようとしているようです。

私たち大人は「自分の存在」をかけ必死に生活している彼らの生き様を肯定し、評価し、励まし、あるいは

導こうとします。けれども思春期の生き抜く子どもたちも、それを支える大人たちも、お互いの関係作りが

しっくりいかない不安感と孤独感が益々高まっているようにも思えてきます。

こうした問題を解く鍵として私たちは「彼らの居場所」を考えてみようと思いました。そうした彼らの

「存在をかけた訴え」と「持っている力と元気」に応える「彼らの居場所」とは何なのでしょうか、大人は

どうのような居場所を提供できるのでしょうか。

それぞれの分野で子どもたちの居場所を作っているシンポジストに集まっていただきました。それぞれの

実践を語っていただき、居場所作りを通して、子どもとの向き合い方について皆さんで考えてみましょう。

ポスターセッションⅡ「子と親の育ちを考える」 （9：00～12：00）６本 新館５Ｆ 502 教室

① ９：００～（発表20分・質疑応答10分）

「山村留学 in 種子島～息子の山村留学の経験から～」笠間浩幸（北海道教育大学釧路校）

② ９：３０～（発表20分・質疑応答10分）

「ＬＤ児の母親支援への試み（２）」清水里美・二宮信一・太田深雪（北海道ＹＭＣＡ）

③ １０：００～（発表20分・質疑応答10分）

「障がいをもつ子の親たちのアクション～釧路市の事例」武田るい子（北海道大学大学院教育学研究科博士

後期課程）

④ １０：３０～（発表20分・質疑応答10分）

「親たちの自由記述にみる子育て支援のあり方ー子育てと家族についての調査からー（１）」 ○品川ひろ

み（北海道大学大学院）・奥平洋子（札幌学院大学）・渡辺誠（藤女子大学）

⑤ １１：００～（発表20分・質疑応答10分）

「親たちの自由記述にみる子育て支援のあり方ー子育てと家族についての調査からー（２）」 ○渡辺誠

（藤女子大学）・奥平洋子（札幌学院大学）・品川ひろみ（北海道大学大学院）

⑥ １１：３０～（発表20分・質疑応答10分）

「美深子ども家庭支援センターの取り組み～開設の背景と求められる機能～」小川恭子（美深子ども家庭支

援センター）・糸田尚史（市立名寄短期大学）

司会：古塚正恵（札幌市東区保健センター）・高橋修一（帯広あおぞら）
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昼食 （11：30～12：30）新館Ｂ１Ｆ レストハウス・ムーン

総会 （12：30～13：00）議長：藤岡登（恵庭市会議員）新館５Ｆ 501 教室

学会からの提言報告＆子ども像プロジェクト （13：00～16：00）新館５Ｆ 501 教室

（１）児童虐待防止法の見直し案の提案 辰田収（本会副会長）

昨年の研究大会において「児童虐待防止法見直し案（以下見直し案）」を会員へ配布し、本年２月15日に

「見直し案北海道集会」を開催しました。国会議員、道議会議員からの国政報告の後、児童相談所、児童養

護施設、保健士、弁護士からの提言を受け、参加者で議論しました。その結果は子ども学研究に報告として、

載せてあります。

更にに第８回大会で見解をまとめて、北海道子ども学会としての正式な見解を明らかにし、政府や国会に

はたらきかけていきます。

（２）北海道の子ども像プロジェクトチーム

テーマ「子ども像プロジェクト第２弾」～子どもの発達を阻害している問題を討論しましょう～

当日、提案する事例の概要は以下の通りです。以下の事例に対する意見を会員から集め、討論していきます。

＜エピソード１：親からの自立と親の自立を考える＞

たまたま乗ったタクシーの運転手と子育て談議となりました。その時のタクシー運転手の発言です。「29歳の息

子は大卒で就職したがすぐリストラに遭う。その後就職活動をし、面接を受けるが４年たった現在も無職。父親は

この子のための生活費の面倒を見るほか、車のローンも払っている。親にも優しいし、いい息子でかわいい。いま

の世の中だから、どんなことに巻き込まれるかわからないので、突き放すこともできないでいる。」

＜エピソード２：「生活リズム」と「しつけ」について考える＞

健康な体と身体作りに大切な生活リズムも、対象が出生間もない子どもであれば、子ども自身が持っている生

態・生体リズムをベースに眠くなったら眠る、おなかがすいて目が覚めれば授乳してもらい、おむつが汚れていれ

ば取り替えてもらい、自らも養育者にふれる・話しかけるなどし、養育者との関わり、信頼関係を深めていく。

それが僅か一年もたつと「しつけ」という名の下に早寝早起き、好き嫌いのない食生活、そしてトイレットトレ

ーニングなど子どもの意志とは関係なく養育者から押しつけられることが多くなる。養育者の思い通りにならない

ときに「しつけ」という「体罰・虐待」となりかねないことになる。

子ども自身の意志で生活を組み立てていく時間・時期がもう少し長くてもいいように思う。０～２歳頃の子ども

の育ちと養育者の子育ての関係を整理してみたい。

＜エピソード３：子どもの攻撃性と親の育児観を考える＞

彼は、幼稚園入園当初から、些細なことでカッとし、好きな友達や遊具などへの独占欲が強い子でした。カッと

した時には、身近にあるものを手当たり次第に投げたり、教師や友達に対して齧る、叩く、蹴るなど乱暴な行動を

とったりします。教師が止めると、さらに興奮し、乱暴になります。家庭では、彼の要求を受け入れて思い通りに

させ、片付けなど身の回りのことを母がしてしまうなど過保護な面がありました。反面、母は本児に手をあげるな

ど厳しい面もあります。母親に幼稚園でのトラブルを伝えると、その原因を相手の子にあると考えて相手の家庭に

電話で問い詰めたり、「本児は悪気はなく、もともとの性格のため仕方がない。叩く、蹴るは、一般的な子どもの

姿である。集団でのきまりを知らせるのは幼稚園の役目ではないか」と、あまり問題に感じていません。

提言：尾谷正孝（札幌国際大学短期学部）・浜栄子（札幌大谷短期大学）・奥平洋子（札幌学院大学）・吉

田耕一郎（國學院短期大学）他

司会：中村孝博（札幌市立らいらっく幼稚園）

閉会式 （16：00～16：10）新館５Ｆ 501 教室

挨拶 本学会 副会長（大会事務局）大坂克之 ほか

第９回（平成１６年度）研究大会日程及び会場のご案内

２００４年８月２８日（土）～２９日（日） 開催予定。会場は光塩学園女子短期大学を予定。


