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北海道子ども学会

第10回研究大会 大会要項

研究大会テーマ

「子どもと学校Part 2

～私たちは学校の味方です～」

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

２００５年８月２７日（土）～２８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10回研究大会 日程
８月２７日（土）１日目

10：00 12：00 14：00 14：15 16：45 17：30

理

事

会

受

付

開

会

式

基調講演

梶田叡一 氏

シンポジウムⅠ 懇

親

会ポスターセッションⅠ

理事会：（10：00～11：00）＊役員、理事、事務局員のみ参加

受け付け：11：00 開始 １Ｆ正面玄関から入場。受付は５Ｆロビー。

開会式（11：50～11：55）新館 ５Ｆ 501 教室 挨拶・・・石川丹会長

基調講演 （12：00～14：00）新館５Ｆ 501 教室

梶田叡一先生

（兵庫教育大学学長、文部科学省中央教育審議会委員）

講演テーマ「学校教育の現在とこれからの課題」

シンポジウムⅠ「外側から見た学校の力」 （14：15～16：45）新館５Ｆ 501 教室

＜企画意図＞子どもを支える学校の懐の深さ、教師の力ということについて、学校の外側から観察し発見し

たことを、学校に向けて発信してみたいと思います。外側から学校や教師を見ると、学校内にいては気づか

ないような学校の力を見いだすことができるのではないでしょうか。

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２８日（日）２日目

9：00 9：30 12：00 13：00 15：30

総

会

シンポジウムⅡ 昼

食

シンポジウムⅢ 閉

会

式
ポスターセッションⅡ

総会 （9：00～9：30）新館５Ｆ 501 教室

シンポジウムⅡ「学校は変わるチャンス！！」 （9：30～12：00）新館５Ｆ 501 教室

＜企画趣旨＞学校の「ゆとり教育」は本当でしょうか。学力、ゆとり、学び、学校と子ども、日本の文化と

して学校など、一緒に考えていきましょう。

ポスターセッションⅡ （9：30～12：00） 新館５Ｆ 502 教室

シンポジウムⅢ 「子ども学会バージョン特別支援教育 Part２」 （13：00～15：30）

＜企画趣旨＞特別支援教育がいよいよ始まります。学校教育はこの特別支援教育が始まることで大きく変わ

っていくだろうと考えています。学校と先生と子どもとの関係を見直すきっかけとなるはずです。昨年の

「子ども学会バージョン特別支援教育」を引き継いで、中学校に舞台に移して提言します。

子ども学会研究プロジェクト「北海道子ども像プロジェクト」

これまで皆様からのアンケートや討論をもとに「北海道の子ども像」を描いてきました。プロジェクトチ

ーム3年間の研究の経過を資料にまとめを報告させていただきます。それを基にさらに皆様との議論を深めて

いき、新たな研究へと引き継いでいく予定でおります。

１日目の開始時間が

昼食時間と重なって

おります。皆様早め

に昼食を済ませ、お

集まりください。
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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
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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

＊２７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00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。

＊２８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。２７日

（土曜日）大会受け付けにおいて２８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２７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（19：30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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８月２７日（土）１日目

開会式（11：50～11：55）新館 ５Ｆ 501 教室

挨拶・・・石川丹会長

基調講演 （12：00～14：00）新館５Ｆ 501 教室

120 分（90 分講演＋30 分質疑応答）

梶田叡一先生
（兵庫教育大学学長、文部科学省中央教育審議会委員）

講演テーマ「学校教育の現在とこれからの課題」
著作

「公園をさがせ!」 （ひかりのくに2005）

「野山をさがせ！」（ひかりのくに2005）

「川・池をさせ！」（ひかりのくに2005）

「実践教育評価事典」共著（文渓堂2004）

「教育フォーラム＜第34号＞教科の学力・指導力」人間教育研究協議会 （金子書房2004）

「絶対評価＜目標準拠評価＞とは何か－徹底理解新しい教育評価（小学館2004）

「教育フォーラム〈第33号〉“確かな学力”を育てる」人間教育研究協議会 （金子書房2004）

「教育評価―学びと育ちの確かめ」（放送大学教育振興会2003）

「自己意識研究の現在」 （ナカニシヤ出版2002）

「教育評価」（有斐閣2002）「［増補］子どもの自己概念と教育」（東大出版会1987）

＜司会＞石川丹（本学会会長・楡の会）

＜講演内容趣旨＞

中央教育審議会の内容を紹介しながら、学習指導要領の改訂、教員免許の更新、小中教員の給

与の持ち方などの行方について紹介する。同時にそうした動きの中で、幼小中高がどのように

これからの教育に取り組んだらよいか「不易と流行」の視点から提言する。特に我々の世界

（世間・社会）を生きる力と、我の世界（自分の独自固有の世界）を生きるちからをどう培う

かについて話をする。

MEMO

基調講演 梶田叡一氏

略歴

1941年島根県松江市生まれ。鳥取県米子

市で小・中・高校を卒え、1964年京都大

学文学部哲学科（心理学専攻）卒業。大

阪大学教授、京都大学教授、京都ノート

ルダム女子大学学長などを経て、現職。

文学博士。専門は心理学と教育学。
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シンポジウムⅠ「外側から見た学校の力」 （14：15～16：45）新館５Ｆ 501 教室

＜企画＞石川丹（本会会長）・平野直己（北海道教育大学岩見沢校）

＜司会＞平野直己（北海道教育大学岩見沢校）・内田雅志（帯広大谷短期大学）

＜企画意図＞本企画では、子どもを支える学校の懐の深さ、教師の力ということについて、学校の外側から

観察し発見したことを、学校に向けて発信してみたいと思います。外側から学校や教師を見ると、どうして

も足りない部分や問題の部分がクローズアップして語られがちです。しかし反対に外にいるからこそ、学校

内にいては気づかないような学校の力を見いだすことができるのではないでしょうか。

シンポジストの皆さんは、学校や教師と直接間接にかかわる現場にいる方々です。２ヶ月ほど前から、それ

ぞれの現場のなかで「子どもたちが元気になる、成長する学校や教師のちょっとしたかかわり」に関連する

エピソードを探しておいてくださいと伝えてあります。

発表される事例はドラマティックでもなくごくありふれた日常の出来事かもしれません。むしろそんな当た

り前と思っているような事例の方が、先生方には気づかれないことなのかもしれませんし、学校の存在意義

を再確認させてくれるものかもしれません。指定討論の先生には、こうした事例を聞いていただいて、現職

教諭の立場から気づいたことや、感じたことをお話ししていただきたいと考えています。

＜シンポジスト＞：村上恵子さん（紫明女子学院首席専門官）

渡辺美穂さん（岩見沢市スクールカウンセラー 前児童相談所職員）

滝川秀子さん（札幌市スクールカウンセラー 前適応指導教室相談員）

小林亜希子さん（恵庭市適応指導教室相談員）

＜指定討論者＞ ；畠山貴代志さん（札幌市小学校教諭）

田辺園枝さん（札幌市中学校教諭）

ポスターセッションⅠ （14：15～16：45）新館５Ｆ 502 教室

① 14：15～14；45「未来の幼稚園教育を担う、幼稚園への就職を目指す学生の傾向－学生への縦断的意識

調査を通して（１）－」山口宗兼・曽根章友（山形短期大学子ども学科）

② 14：45～15：15「様々なひとが育ち合う居場所づくりをめざして～おかゆの会の実践からみる育ち合う

環境～」北川和博（幕別町立白人小学校）・小川幸裕（帯広大谷短期大学）

③ 15：15～15：45「地域における子育て支援ネットワークの考察～複数の機関による連携と支援の実態

～」傳馬淳一郎（北星学園大学大学院）

④ 15：45～16：15「美深子ども家庭支援センターにおける子ども心理相談の現状と課題」糸田尚史（市立

名寄短期大学）

⑤ 16：15～16：45 「『子ども学』とは何か？－子どもを捉えるウチ、ソト、アイダ－」請川滋大（日本女

子大学家政学部児童学科）

司会者 飛田和加代（元町杉の子保育園）・山田克巳（拓殖短期大学）

懇親会 17：30～19：30 場所 アサヒビール園 百景園
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８月２８日（日）２日目

総会 （9：00～9：30）

シンポジウムⅡ「学校は変わるチャンス！！」 （9：30～12：00）

＜企画者＞長尾靖友（倶知安町塾経営）

＜司会者＞浅井紘一（光塩学園女子短期大学）・内山隆（札幌国際大学短期学部）

＜企画趣旨＞学校の「ゆとり教育」がスタートして３年が経ちます。完全５日制が始まって以来、学校現場

では授業数確保に「ゆとり」がないとの声も聞きます。また「ゆとり教育で学力が低下した」というデータ

－もあります。本当でしょうか。そもそも学力とゆとりは両立するのでしょうか。「学校ではしつけを教え

て欲しい。勉強は塾で教えてもらう」という保護者もいると聞きます。学校をめぐる様々な価値観、要望、

期待が混在する今だからこそ、学校はそのニーズに応えて変わっていかなくてはならないと思います。ただ

「どう変わればいいのか」で多種多様な意見が出るものと思われます。そこでまず、「学校」で、子どもた

ちは「何を学び」、「何が育つ」場なのかを考えていきましょう。子どもが学ぶ意味、これからの時代に必

要な育てたいもの、などを多彩なシンポジストからの提案していただきます。そこから学校と子どもの未来

が見えてくるはずです。学校はどう変わっていくべきなのか？皆様と一緒に考えていきましょう。

＜シンポジスト＞

１，アンナ ヘラシメニア 氏 （北海道大学大学院博士課程・ベラルーシ出身）

２，佐藤 由佳利 氏 （北海道教育大教育実践総合センター）

３，細川 修 氏 （北海道中小企業家同友会）

４，長尾 靖友 氏 （倶知安町塾経営）

ポスターセッションⅡ （9：30～12：00）

① 9：30～10：00 「『友達』『遊び』『学習』から見た子どもの生活意識（１）－北海道A市の子どもを

対象とした調査より－」

○今野 洋子（浅井学園大学）・佐々木浩子（浅井学園大学）・瀬川美恵子（浅井学園大学短期大学部）

② 10：00～10：30 「『友達』『遊び』『学習』から見た子どもの生活意識（２）－北海道B町の子どもを

対象とした調査より」－

今野洋子・太田しのぶ・○加藤美樹・○徳光雅子・○難波みさと・○三浦あゆみ・板澤 彩香・岩城由理

佳・原 百花・福泉陽子・向井地由香里・和高 愛・大和田さやか・竹田亜希子・橋本啓彦・花和久仁苗・

作田真琴

③ 10：30～11：00 「高校生の友人関係と保健行動との関連－高校生対象の調査より－」

今野洋子・山本知美・○岩城由理佳・○原 百花・○福泉陽子・○向井地由香里・板澤彩香・加藤 美樹・

徳光雅子・難波みさと・三浦あゆみ・和高 愛・大和田さやか・竹田亜希子・橋本啓彦・花和久仁苗・作田

真琴

④ 11：00～11：30 「学校における養護教諭の職務と専門性に関する研究」

今野 洋子・○大和田さやか・○竹田亜希子・○橋本啓彦・○花和久仁苗・板澤彩香・岩城由理佳・加藤美

樹・徳光雅子・難波みさと・原百花・福泉 陽子・三浦あゆみ・向井地由香里・和高愛・作田真琴

⑤ 11：30～12：00 「１枠あいております。発表募集中です！」

＜司会者＞ 戸田須恵子（北海道教育大学釧路校）・佐々木明美（北星学園大学大学院）
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昼食 （12：00～13：00）

シンポジウムⅢ 「子ども学会バージョン特別支援教育 Part２」 （13：00～15：30）

＜企画＞田中健児（札幌市立太平中学校）・佐々木順司（恵庭市立島松小学校）

＜司会＞田中健児（札幌市立太平中学校）・佐々木順司（恵庭市立島松小学校）

＜企画趣旨＞特別支援教育がいよいよ始まります。学校教育はこの特別支援教育が始まることで大きく変わ

っていくだろうと考えています。学校と先生と子どもとの関係を見直すきっかけとなるはずです。さて昨年

は「子ども学会バージョン特別支援教育」で、学校と子どもと家庭と地域が連携し合いながら子どもの幸せ

を考えていくことをシンポジストの先生方の実践を受けて考えていきました。

今年は中学校を舞台に移し、軽度発達障害をもっている（らしい）中学生とどのように関わっていくかを考

えていきたいと思います。

学級の中に軽度発達障害（アスペルガー症候群など）の生徒またはそれらしい生徒がいた場合、学級担任

は、その生徒とどのように関わり、また周りの生徒をどのように理解させ、そして保護者とどう話していく

か。その生徒のことを考えていきながらも、学級の他の生徒たちのことも大事にしてゆける学校のあり方を

考えていきたいと思います。

＜シンポジスト＞

１ 金井 優実子 氏 （札幌市スクールカウンセラー）

２ 田中 健児 氏 （札幌市立太平中学校）

３ 佐々木 順司 氏 （江別市立島松小学校）

４ 未定 （札幌市内中学校教員）

北海道子ども学会 事務局長 中村孝博

札幌市立らいらっく幼稚園

004-0041札幌市厚別区大谷地東５丁目8～2

FAX 011-892-8597

自宅FAX 011-884-7686

E-mail:tnhokkai@ya2.so-net.ne.jp

第11回研究大会日程及び会場のご案内

2006（平成18年）年８月26日（土）～27日（日）開催

予定

会場は光塩学園女子短期大学を予定。

テーマは「子どもと地域」を予定しております。


