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北海道子ども学会

第13回研究大会

大会テーマ 「北海道の子どもはどうなっているのか？

～子どもの体験と育つ場を探る～」
主催 北海道子ども学会

後援 （予定）北海道教育委員会・札幌市教育委員会・社団法人札幌市私立幼稚園連合会・社団法人北海道

私立幼稚園協会・社団法人札幌市私立保育所連合会・北海道新聞、札幌テレビ放送、他

日時 2008年12月６日（土）～７日（日）

会場 札幌国際大学（札幌市清田区清田４条１丁目4～1）

第13回大会事務局 内山隆（札幌国際大学短期大学部）

＜交通アクセス＞

◆地下鉄東豊線福住駅バスターミナルから

中央バス＜福80＞＜福85＞＜福86＞＜福87＞＜福88＞＜福96

＞＜福97＞「札幌国際大学入口」下車→徒歩５分あるいは＜福95＞

「札幌国際大学前」下車→徒歩３分

◆地下鉄東西線南郷18丁目駅バスターミナルから

中央バス＜南85＞＜南77＞＜南86＞「札幌国際大学前」下車

→徒歩３分

第１３回研究大会の概要
本学会は北海道の子どもを対象に研究を進め、発足して13年が経ちました。その間、時代はどんどん変化し

ています。これまで北海道という地域にこだわってはきましたが、現在の情報化社会の中で地域性はあるので

しょうか。また一方で北海道内には農業や環境の課題、財政再建、都市化と過疎化、少子化など多くの地域の

問題があります。そのような中、各地の子どもはどのような体験をしているのでしょうか。

遊び、生活、勉強、余暇、ＴＶやゲーム、育児支援や保育サービス、幼稚園、保育所、学校、地域、文化環

境などなど、子どもが今まさに体験している現場の現象を北海道各地から報告していただきます。そこから見

えてくる北海道の子ども像を浮き彫りにして、これからの子どもへのかかわりを皆で議論して高めていきたい

と思います。

また、そうした子どもたちとのかかわりに願いをかけ、コミュニケーションに必要な実践的なスキルもワー

クショップの中で学んでいきたいと思います。

以前に好評でしたポスターセッションが復活しました。会員の皆様の発表をお待ちしております。種々の内

容を発表することで対話ができ、子どもへの期待も深められます。

第13回研究大会では学びと体験が並行したプログラムを用意したしました。すでに雪の季節ではありますが、

ホットで自然豊な閑静な学びの場でもある札幌国際大学で皆さまのお越しをお待ちしております。

大学校舎裏側に駐車場があります。自由に使えます。
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会場周辺には、徒歩で行ける飲食店が少ないで

す。7日（日）の分の昼食を6日（土）に販売い

たします。あらかじめ購入の上、昼食の時間を

会員同士の交流など有効に活用してください。

600円で販売する予定です。

なお、6日（土）ワークショップ１に参加の方

は各自で昼食をご用意ください。

第13回研究大会 要項
12月６日（土）１日目

10：00 11：00 11：30 12：00 13：00 15：00 15：15 17：15 18：00

12月７日（日）２日目

9：30 11：30 12：30 13：00 15：00

受

付

ワークショップ２

障害のある幼児とどうかかわるか

昼

食

総

会

シンポジュウム３ （*3）

母親、父親の養育態度と子どもの行動の特徴

ワークショップ３

こころと造形活動の結びつき

ワークショップ４

劇活動を通して子どものこころを考える

ポスターセッションⅡ

学会員の発表

理事会

受

付

シンポジュウム１ （*1）

乳幼児の育ちの場を考える

シンポジュウム２（*2）

児童ディサービスの場を考える 交

流

会
ワークショップ１-Ａ

こころと音の結びつき

ワークショップ１-Ｂ

こころと音の結びつき

ポスターセッションⅠ

学会員の発表

＜当日入会可能＞ ＊年会費5000円（学生2500円）＋会員の大会参加費1000円（学生500円）

＜非会員の大会当日参加者（２日間で）＞ 一般2000円 学生1000円 後援団体会員1000円

道内の子ども像を知るのに、

今 回 は 、 認 定 こ ど も 園

（*1）、児童ディサービス

（*2）、親の養育態度（*3）

に注目しました。道内各地の

実践と調査を報告します。

シンポジュウム

子どもに出会える体験型講座です。今回

は主に保育者を対象にした実践スキルア

ップをねらったノンバーバルコミュニケ

ーション講座（学会員の中からインスト

ラクターを選びました）を用意しまし

た。活動しやすい格好でご参加くださ

い。

自身で作成したポスタ

ー前で子どもにかかわ

る研究、実践を発表

し、フロアーの参加者

と討論します。会員の

エントリーを募集して

おります。

ワークショップ ポスターセッション

場所 アサヒビール園白石店（札幌市白石区南郷

４丁目）はまなす館２F

会費 4,000円（バス送迎つきです）

行き：（17：45）札幌国際大学→アサヒビール園

帰り：（20：00）アサヒビール園→地下鉄東西線

「白石駅」

交流会 昼食のご案内

発 表 者 は

あ ら か じ

め 、 学 会

入 会 の 手

続 き を 済

ま せ て く

ださい。
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第13回研究 大会会場図

◆第13回大会 事務局 内山隆（札幌国際大学短期大学部）

FAX 011-885-3370 E-mail:uchiyama@ed.siu.ac.jp

◆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）

FAX 011-892-8597 E-mail:tnhokkai@ya2.so-net.ne.jp

会場入り口

３Ｆロビーで大会受付

１号館３Ｆ 131教室

理事会

シンポジウム（*1 *2 *3）

ワークショップ２

総会

正門

長い登り坂

駐車場

車は建物の下を抜けて駐車場

に入れます。会場入口は一緒

です。

１号館３F

総合情報館１F

総合情報館１Ｆ プラザ

ワークショップ１，３，４

「１号館」から「総合情報

館」へ移動する際には、１

階まで降りてから廊下をま

っすぐ進んでください。

１号館３Ｆ 132教室

ポスターセッションⅠⅡ

書籍販売も予定して

おります。ぜひご利

用ください。
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12月６日（土）１日目

理事会 11：00～12：00 1 号館３Ｆ 131 教室

北海道子ども学会 会長挨拶 尾谷正孝 12：50～13：00 1 号館３Ｆ 131 教室

シンポジュウム１ 乳幼児の育ちの場を考える 13：00～15：00 1 号館３Ｆ 131 教室

企画運営 大坂克之（あいのさと大藤幼稚園）・東重満（美晴幼稚園）

乳幼児の育ちの場として、今始まったばかりで注目の「認定こども園」を取り上げました。認定こども園と

は幼稚園と保育所の機能を合わせ持った施設で開設するには国の基準に基づき、北海道の認定が必要になりま

す。北海道は都道府県別では 2 番目に多く、早いペースで開設が進んでおります。社会的にみて、現在認定子

ども園に取り組むことを断念する理由として採算がとれないことがあがっていることを含めた検討が必要でし

ょう。

認定子ども園における乳幼児の育ちを取り上げることで、各地域での取り組みの特徴、そこでの子ども同士

の関係、環境の構成、障害幼児への対応、園舎設計のねらいなど、子どもが育つにふさわしい生活する場につ

いてみなさんと議論したいと考えております。そこから北海道の「乳幼児の育ちの場」として、どういう子ど

もを育てたいのか、どういう環境が必要なのかを考えていきたいと思います。

司会 東重満（美晴幼稚園）

シンポジスト 現在調整中

ワークショップ１-Ａ 「こころと音の結びつき」 10：00～11：30 総合情報館１Ｆ プラザ

ワークショップ１-Ｂ 「こころと音の結びつき」 13：00～15：00 総合情報館１Ｆ プラザ

企画運営 林昌子（札幌国際大学）・伏見千悦子（札幌国際大学短期大学部）

障がいの有無に関わらず音楽や表現は平等であるという理念からスタートした障がい児・者の特別支援や家族

支援の取組は「音楽療育ワークショップ」として今年で10年目を迎えます。毎年たくさんの親子・家族の参加

をいただき、スタッフ・学生ボランティアとともに、音楽や様々な表現活動を通してみんなで笑顔を共有し、

楽しい時を刻んで参りました。

Ａの時間では、現在取り組んでいる大学のコミュニティアプローチについて、障がいの子ども参加のワークシ

ョップを公開します。

Ｂの時間では参加者に多くの療育遊具を体験していただき、実技と効果の解説を行います。音楽を通した子ど

ものかかわりについて探っていこうと思います。

できるだけＡとＢを通しての参加をお願いします。なお動きやすい服装でご参加ください。

講師 林昌子（札幌国際大学）・伏見千悦子（札幌国際大学短期大学部）
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ポスターセッションⅠ 15：15～17：15 １号館３Ｆ 132教室

企画運営 品川ひろみ（札幌国際大学短期大学部）・深浦尚子（札幌国際大学短期大学部）

会員の皆様の日頃の実践や調査、研究などを発表します。指定した時間にパネルの前で発表して、参加者との

間で討論を行う方式です。ポスターの掲示は２日間通じて行います。

司会 品川ひろみ（札幌国際大学短期大学部）・戸田須恵子（北海道教育大学釧路校）

発表時間については現在調整中です。

ポスター発表募集中です。

現在までのエントリーは P７のポスターセッションⅡにまとめて掲載しております。

シンポジュウム２ 児童ディサービスの場を考える 15：15～17：15 1 号館３Ｆ 131 教室

企画運営 辰田収（あいのさとアクティビティセンター）・古川孝士（児童ディサービスのびのび）

障害のある幼児・学童の育ちの場として現在増え続けているのは、児童ディサービスです。児童ディサービ

ス事業は自立支援法に基づく国の事業です。市町村、社会福祉法人、最近では NPO 法人が療育に必要な児童に

個別あるいは集団の療育を行っています。設置数の増加にともない施設や指導内容なども多様になっています。

また支援サービスの見直しに伴い、現場では混乱しているとも聞いております。

障害のある子の育ちの場として、児童ディサービスを取り上げたのは、こうした多様化が子どもの最善の利

益を保障しているのか、子どもが豊かに生活するとはどういうことかを議論したいと考えたからです。そこで

今回は札幌市内での取り組みの特徴、支援サービスの内容、子どもへの指導、国の支援費制度など、「児童デ

ィサービス」で生活している子どもの実態を報告を中心としながら、そこから北海道の子どもの育ちの場とは

何かを考えていきたいと思います。

司会 大坂克之（あいのさと大藤幼稚園）

シンポジスト 古川孝士（児童ディサービスのびのび）

小倉碩員（大藤児童ディサービスふわり）

交流会 18：00～20：00

企画運営 森昌司（札幌市立すずらん幼稚園）

場所 アサヒビール園 白石店（札幌市白石区南郷４丁目）はまなす館２F

会費 4,000円

＊バス送迎つきです

行き：（17：45）札幌国際大学→アサヒビール園

帰り：（20：00）アサヒビール園→地下鉄東西線「白石駅」

会場１号館玄関前でバスを

お待ちください。
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12月７日（日）２日目

ワークショップ２ 「障害のある幼児とどうかかわるか」 9：30～11：30 1号館３Ｆ 131教室

企画運営 内田雅志（北海道大学大学院附属子ども発達臨床センター）

中村孝博（札幌市立らいらっく幼稚園）

障害のある乳幼児が幼稚園、保育所に多く入園してくるようになりました。これは障害のある乳幼児にとっ

て生活する場が広がり、豊かな発達を保障されることにつながります。しかし、その障害ゆえにできないこと

や苦手なこともあり、その克服のために多くの指導がなされ、できるだけ早く健常児に追いつき、皆と同じよ

うに生活できることが、障害のある幼児の指導だと思われていることがあります。一方、保育の現場では健常

児であっても、育ちにくい子も増えており、限りなくグレーゾーンにある子もいます。

現在そうした障害観が見直されております。保育者がその子の持っている能力を活用し、環境を調整するこ

とで様々な活動に参加が可能ではないかと言われています。つまり集団に適応できないことを障害のせいだけ

にしないという姿勢です。

障害のある幼児とのかかわりに困っている保育者、保護者、周りの幼児がいるとは思いますが、本当に困っ

ているのは、障害のあるその子かもしれません。そのことに気がついてどのような支援ができるか、ワークシ

ョップに参加された皆さんで考えていきたいと思います。ちょっと発想を変えるだけで支援の方向が見えてき

ます。

講師 内田雅志（北海道大学大学院附属子ども発達臨床センター）

実践報告者 中村孝博（札幌市立らいらっく幼稚園）

ワークショップ３ 「こころと造形活動の結びつき」 9：30～11：30 総合情報館１Ｆ プラザ

企画運営 佐藤公文（旭川わかば幼稚園）

幼児にとって造形活動は、内部から表現される「こころ」を表出するものと考えます。表現には上手に「か

らだ」をつかいこなせないといけません。こうして「こころ」と「からだ」をうまく結び付けていくことに造

形活動の楽しさがあります。造形活動を体験することを通して子どもの「こころ」と「からだ」について、そ

の技を私たち大人も共有し、明日からの実践に生かしていきたいと思います。

講師 佐藤公文（旭川わかば幼稚園）
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ポスターセッションⅡ 9：30～11：30 １号館３Ｆ 132教室

企画運営 品川ひろみ（札幌国際大学短期大学部）・深浦尚子（札幌国際大学短期大学部）

会員の皆様の日頃の実践や調査、研究などを発表します。指定した時間にパネルの前で発表して、参加者との

間で討論を行う方式です。ポスターの掲示は２日間通じて行います。

司会 深浦尚子（札幌国際大学短期大学部）・糸田尚史（市立名寄短期大学）

・「地域における子育て支援の試み－子育てワークショップとアンケート調査から専門職が出来る子育て支援

を考える」－ 寺尾尚 （北海道子どもの虐待防止協会道南支部・かみいそこどもクリニック）

・「学生支援プログラム・野外あそびを通した学生の発達」 深浦尚子（札幌国際大学短期大学部）

・「日系ブラジル人児童の保育」 野崎剛毅（國學院短期大学）・品川ひろみ（札幌国際大学短期大学部）

・「北海道における社会的養護について」大場信一（北海道中央児童相談所）

総会 12：30～13：00 1号館３Ｆ 131教室

議長 未定

１．会長挨拶 北海道子ども学会 会長 尾谷正孝

２．議長の選出

３．議事

＜第１号議案＞ 平成19年度 各部事業報告（2007年８月～2008年10月）

＜第２号議案＞ 平成19年度 予算決算報告及び監査報告（2007年８月～2008年７月）

＜第３号議案＞ 規約の改正（年度開始月日の改正）

＜第４号議案＞平成20年度及び平成21年度 各部事業計画案（2008年８月～2010年３月）

＜第５号議案＞平成20年度及び平成21年度 予算案（2008年８月～2009年３月）

＜第６号議案＞ 役員の改選について

などを予定
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シンポジュウム３ 「母親、父親の養育態度と子どもの行動の特徴」

13：00～15：00 1号館３Ｆ 131教室

企画運営 尾谷正孝（NESSA北欧社会研究協会）

子どもは周りの大人の「こうなってほしい」という願いを受け止め、周りの大人は子どもを導きながら、相

互にかかわりをもちながら子育てが営まれていきます。子どもの主体性の発達を尊重して子育ちを保障すると

き、子どもは大人と対立したり、迷惑をかけたり、時には間違いを繰り返したり、時には後戻りしたりしなが

ら、いわばスパイラルに一歩ずつ育っていくものと考えます。ですから子育てで大人も育ち、子育ちには長い

時間がかかります。従ってそれは、子どもに対して大人がどこまで受容するかという視点に置き換えることも

可能だと思います。たしかに子どもは大人に受容してもらえることで自己愛（自己肯定感）が育まれていきま

す。このことは、大人の側の社会的経済的条件にも方向づけられており、周りの大人が様々な姿で子どもに接

しています。今、子どもに対する願いが明確に求められることによって子ども達に伝えるメッセージが鮮明に

なるでしょう。このような文脈の中にあっても、とりわけ大人、特に親の育児態度と役割が子どもの育ちにと

ってとても重要であることは言うまでもないでしょう。そこで今回は家庭を考える切り口として親の育児態度

について考えてみようと思います。それぞれの立場から実践を報告していただき、子どもの育ちの場としての

家庭を考えていきたいと思います。

司会 尾谷正孝（NESSA北欧社会研究協会）

シンポジスト 岩田美香（北海道大学）

市野孝雄（北見市立上常呂小学校）

他現在調整中

ワークショップ４「劇活動を通して子どもの育ちを考える」13：00～15：00 総合情報館１Ｆ プラザ

企画運営 大坂克之（あいのさと大藤幼稚園）

人は外界からの刺激を受け入れるだけでなく、内部から表現される音声や言語行動と表情や動作性が加えられ、

劇遊びを楽しんでいる。つまり私たちは内面から出てくる表現を「こころとからだ」を通して表出していると

考える。様々な芸術活動を通して子どもの「こころ」と「ことば」の表現をめぐり、“からだのことば”の技

について私たち大人もそれを共有し、明日からの実践に生かしていきたいと思います。

講師 木村功（札幌協働福祉会）


