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北海道子ども学会

第９回研究大会 大会要項

研究大会テーマ

「子どもと学校 Part１

～学校は子どもが人として育つ場だと思う～」

北海道子ども学会ホームページ http://homepage2.nifty.com/kodomo-gakkai/

２００４年８月２８日（土）～２９日（日）

光塩学園女子短期大学

札幌市南区真駒内上町３丁目 Tel011-581-0121
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第９回研究大会 日程
８月２８日（土）１日目

10：30 12：30 14：10 14：15 16：45 17：30

理

事

会

受

付

開

会

式

基調講演

田中 孝彦 氏

子どもの実態報告 懇

親

会ポスターセッションⅠ

理事会：（10：30～11：30）＊役員、理事、事務局員のみ参加

受け付け：11：30 開始 １Ｆ正面玄関から入場。受付は５Ｆロビー。

開会式（12：25～12：30）新館５Ｆ 501 教室

基調講演 （12：30～14：10）新館５Ｆ 501 教室

田中孝彦先生（都留文科大学教授）

講演テーマ「学校に、人間の成長にふさわしい時間の流れを取り戻そう」

子どもの実態報告（14：15～16：45）新館５Ｆ 501 教室

＜テーマ＞「児童、生徒の今とそれを支える学校、教師、保護者の今」

＜企画意図＞「学校生活を通して日々成長する児童・生徒の姿を中心に据えて、それを支える学校、教師、

保護者の“今”を明らかにする。」

ポスターセッションⅠ（14：15～16：45） 新館５Ｆ 502 教室

懇親会 17：30～19：30 （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２９日（日）２日目

9：30 12：00 13：00 13：30 15：30

シンポジウム 昼

食

総

会

学会からの研究報告 閉

会

式ポスターセッションⅡ

シンポジウム （9：30～12：00）新館５Ｆ 501 教室

＜テーマ＞「子ども学会バージョン特別支援教育」

＜企画意図＞北海道の子どもの実態に即した北海道子ども学会バージョンの特別支援教育の考え方を展開し

ようと計画しております。特別支援教育をめぐって「子どもと学校」をあたたかく囲むようなシンポジウム

にしたいと思います。

ポスターセッションⅡ （9：30～12：00）新館５Ｆ 502 教室

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

学会からの研究報告 （13：30～15：30）新館５Ｆ 501教室

①北海道の子ども像プロジェクトチーム

②国際子育て支援研究プロジェクトチーム

１日目の開始時間が

例年より早くなって

おります。
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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じょうてつバスが出ています。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

五
輪
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エレベーターで５階までいけます。

502教室
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501教室入口は６階。

階段を利用します。

新館地下１階

新館５階

階

段

６階
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ご案内
１．受け付け及び大会参加費

※１日目は11：00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

＊２８日（土曜日）の昼食の準備はしておりません。大会プログラムが12時25分から始まり、昼食時

間と重なります。各自で早めの昼食を済ませてから会場へお越しください。

＊２９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。２８日

（土曜日）大会受け付けにおいて２９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２８日（土）大会１日目 17：30～19：30

・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。例年多くの皆様に参加していただいております。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。是非ご参加ください。

＊ バスでの送迎があります。

行き：光塩短大（17：00出発）→アサヒビール園百景園

帰り：アサヒビール園百景園（19：45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２８日（土） 12：25～16：45

開会式（12：25～12：30）新館５Ｆ 501 教室 挨拶 本学会 会長 石川丹

基調講演 （12：30～14：10）新館５Ｆ 501 教室

田中孝彦先生（都留文科大学 教授）

講演テーマ

「学校に、人間の成長にふさわしい時間の流れを取り戻そう」

著作

「子どもの発達と人間像」青木書店1983年

「子育ての思想」新日本出版社1983年

「対話・子どもをとらえ直す」ひとなる書房1985年

「人間としての教師」新日本出版社1988年

「子どもらしさのこれまでとこれから」新日本出版社1990年

「人が育つということ」岩波書店1994年

「子どもの人間形成と教師」新日本出版社1998年

「保育の思想」ひとなる書房1998年

「思春期の育ちを支える」新科学社2000年

「生き方を問う子どもたち－教育改革の原点」岩波書店2003年

「北のきょういくﾌﾞｯｸﾚｯﾄ３『学校に、人間の成長にふさわしい時間の流れを取り戻そう』（北海道子どもセ

ンター発行）」から今回の講演の柱を抜き出してみました。

子どもたちが生存と成長の「危機」に直面しているのであれば、私たちは、その子どもたちと一緒にどう生きていくの

か、彼らの成長をどう支えていくのか、具体的に考えて一歩を踏み出さないわけにはいかない。学校と教師の努力は、

普通の子どもたちが普通に幸せに生活していけるような地域像・社会像を追求していく地域住民の努力と結びつかな

ければ、子どもたちを支えることは難しい。

＜司会＞石川丹（本学会会長・札幌市児童福祉総合センター）

MEMO

基調講演 田中孝彦先生

略歴

1945年 北京市に産まれる

1968年 東京大学法学部卒業

1975年 東京大学大学院教育学研

究科博士課程終了

1995年 北海道大学にて教育思

想、臨床教育学を担当

2003年 ４月より現職
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子どもの実態報告 （14：15～16：45）新館５Ｆ 501 教室

「児童、生徒の今とそれを支える学校、教師、保護者の今」

＜企画者＞ 里和子（八雲保健所今金支所） ・小寺廣次（大野町立市渡小学校）

檜山北部実態報告企画チーム：大口加代子（今金小）・買手郁史（今金小）・丸山陽子（今金小）・青木治真（瀬

棚中）・板垣雅子（今金高等養護）・越後谷正子（今金町母子通園ｾﾝﾀｰ）・桂川哲子（北檜山玉川小） ・山崎千

佳子（北檜山小倉山小） ・船木恵（今金町図書室） ・佐藤美由紀（今金町役場）

＜企画の趣旨＞ 本企画のねらいは、学校で起こっている現象を伝えることです。学校生活を通して日々成長す

る児童・生徒の姿を中心に報告しながら、それを支える学校、教師、保護者の“今”も明らかにしょうと考えてい

ます。こういう企画で学校現場の先生が登壇し、報告するのは画期的なことだと思います。

①学校生活における子どもの成長を、仲間とともに育つ子ども達の姿と教師の支援を中心に報告してもらいます。

②子どもも保護者も揺れ動く思春期、学校生活はどう展開していくのでしょうか、集団生活ルールとしての生徒の

心得（いわゆる生徒手帳）、生徒の実態、保護者の思い、そんなことを含めて中学校生活を報告してもらいます。

③子どもは個性豊かです。学校には１人ひとり個性に輝いた子どもが集ってきます。のんびりやさんもいますし、

集団が苦手な子もいます。どの子も自分の居場所を見つけられることを大切にしたいと願う教師の動きを報告しま

す。

さらに、保護者の意見として学校をどうみているかを語っていただきます。そして、子ども自身にも居場所とし

ての学校について語っていただきます。全体を通して、大会テーマであります「人として育つ場としての学校とは

何か」について話し合えたらと思います。

＜報告者＞

① 子どもの学校生活と教師の喜び・苦悩 ： 大口加代子（今金小学校）

② 思春期の子どもと保護者により添って ： 青木 治真（瀬棚中学校）

③ どの子も居場所がみつけられるように…： 買手 郁史（今金小学校）

＜指定発言者＞

・保護者のから見た、子どもの居場所としての学校：村井由美子（母親）

・子どもの意見表明「居場所としての学校を語る」： 野荒貴大・今加菜実（札幌東陵高校）

＜司会＞ 里和子（八雲町保健所今金支所保健師）・ 市野孝雄（置戸小学校）

ポスターセッションⅠ （14：15～16：45） ５本 新館５Ｆ 502 教室

１．「軽度発達障害児の現状と課題～特殊教育から特別支援教育へ～」高垣光子（標茶小学校）

２．「幼保一元化における課題」山口宗兼（山形短期大学）

３．「５歳児集団の身体図式の拡大 ―俺達の空間の形成―」結城孝治（國學院短期大学）

４．「父親の育児意識に関する一考察-父親の育児参加が及ぼす育児ストレス、子どもの行動特性への影響-

」阿部真之（札幌学院大学大学院 M１）

５．「インターネット書店で人気の子どもの絵本と発達障害の専門書に関する考察～寄り道散歩店長「もっ

ちー＆まめもっちー書店」全国（１万店以上の中から）１位への道～」糸田尚史（市立名寄短期大学）

司会 佐藤公文（旭川わかば幼稚園）

懇親会 17：30～19：30 アサヒビール園 百景園 会費 4,000円
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第２日目 ８月２９日（日） 9：30～15：30

シンポジウム 「子ども学会バージョン特別支援教育」 （9：30～12：00）新館５Ｆ 501 教室

＜企画者＞ 間宮正幸（北海道大学）・小西貴幸（市立旭川病院小児科）

＜企画主旨＞

特別支援教育をめぐって白熱した議論が多々展開されつつあるなか、その「北海道子ども学会バージョン」を

組むことになりました。本学会は、幼児教育、児童福祉、小児科医療・小児保健といった領域で活躍する会員が多

く、学校教師である会員は現在のところごくわずかであることから、むしろ「子どもと学校」を囲むような広い議

論を行うことが期待されるのではないでしょうか。

そこで、第一に、幼児教育と学校教育のいわゆる「接続」について考えてみることにしました。乳幼児期に発達

が気がかりな子どもは、小学校・中学校に入学してどうなっていくのだろうか。これについて、長く北海道YMCAに

おいて幼児期から青年期までの教育を担ってこられた二宮信一氏からの報告があります。次に、軽度発達障害とい

われる子どもの「学校での生活」を知ろうと思います。今回はアスペルガー障害の子どもの教育実践です。当事者

にあたる人々の許可をえて帯広の佐藤珠貴教諭が報告します。さらには、子どもが生活する学校と地域諸機関の横

のつながりについて検討してみようと思います。同じく帯広の養護教諭吉藤さゆり氏に報告していただきます。特

別支援教育をめぐって「子どもと学校」をあたたかく囲むようなシンポジウムにしたい。

＜企画の提言＞ 間宮正幸（北海道大学）

＜シンポジスト＞

① 幼児期・学童期・青年期の「接続」を考える：二宮信一氏（星槎大学講師）

② 学校での生活を考える： 佐藤珠貴氏（帯広市立啓西小学校教諭）

③ 学校と地域の横のつながりについて考える： 吉藤さゆり氏（新得町立佐幌小学校養護教諭）

＜指定討論＞

千歳市教育委員会特別支援教育コーディネーター 二通 諭氏

＜司会＞ 小西貴幸（市立旭川病院小児科）・糸田尚史（市立名寄短期大学生活科学科）

ポスターセッションⅡ （9：30～12：00）５本 新館５Ｆ 502 教室

１．「子どもと養護教諭および保健室に関する研究（１）―子どもが抱く養護教諭像および保健室の印象」

２．「子どもと養護教諭および保健室に関する研究（２）―子どもから養護教諭への相談に関する実態」

３．「子どもと養護教諭および保健室に関する研究（３）―子ども側からみた養護教諭の適正配置」

発表者： 今野洋子・太田しのぶ・大塚知絵・梶 里紗・菊池有夏・近藤里美・作田真琴・笹森 舞・汐谷

智映子・島田紅美子・中野菜美・中村友絵・長井恵梨奈・七崎恵梨・山口美希子・山本知美（北海道浅井学

園大学 人間福祉学部 福祉心理学科）代表：今野洋子（北海道浅井学園大学 人間福祉学部 福祉心理学

科）

４．「中高生生活習慣病検診事業１０年のまとめ～子どものうちに健康な生活を根付かせたい～」

○古守 亜珠、磯尾 千絵子、沖崎 博子（大成町）

５．「子育てお助け訪問－保健師、栄養士のおじゃましま～す－ （美深町保健福祉課保健係） 」

司会：加藤欣子（札幌医科大学保健医療学部）・内田雅志（帯広大谷短期大学）
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昼食 （12：00～13：00）

総会 （13：00～13：30）新館５Ｆ 501 教室

議長：

子ども学会からの研究報告 （13：30～15：30）新館５Ｆ 501教室

① 北海道の子ども像プロジェクトチーム提言：尾谷正孝（札幌国際大学短期学部）

昨年度提案したエピソードとアンケートを分析して発表する予定です。

② 国際子育て支援研究プロジェクトチーム提言：品川ひろみ（札幌国際大学短期学部）

現在、海外からの留学生にアンケート調査を実施中です。留学生（母親）の子育てと教育に関する意識

調査です。その経過を報告する予定です。

司会：岩田美香（北海道医療大学）

閉会式 （15：30～15：40）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10回記念研究大会日程及び会場のご案内

２００５（平成１７年度）年８月２７日（土）～２８日（日） 開催予定。

会場は光塩学園女子短期大学を予定。


