
 

３つの分科会を設けまし

た。会員からの企画、発表

があります。お好きなテー

マにご参加ください。 

     北海道子ども学会 第21回大会 
大会テーマ 

「今、子どもの生きる力を再発見」 
 

主催 北海道子ども学会  

 

後援 北海道教育委員会・恵庭市・恵庭市教育委員会・公益社団法人北海道私立幼稚園協会・北海道保育協議

会 

日時 2016年９月３日（土）10：00～17：30 

会場 北海道文教大学 ６号館 恵庭市黄金中央５丁目196-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学内で昼食を提供できません。昼食を持参していただくか、近隣のコンビニ店をご利用ください。 

※ 交流会 えにわステーションホテル 会費  4,000円 当日、受付で申込み下さい 

 

 

 

 

 

 

 

9:30 10:00 ～ 12:00 12：00～13:00 13：00～13:30 13：30～15：30 15：30～ 17：30  18：00 

受付 ポスターセッション 

実践講座 

昼食 

理事会 

総会 講演会 分科会 移

動 

交流会 

◆第20回大会 事務局 小田進一（北海道文教大学）   E-mail: oda@do-bunkyodai.ac.jp 

◆北海道子ども学会 事務局長 中村孝博 （札幌市立かっこう幼稚園） 

  FAX 011-852-2396  E-mail:tnhokkai@bg.wakwak.com 

＜会員＞ ＊年会費5000円（学生2500円）＋会員の大会参加費500円（学生250円）（当日入会可能） 

      →大学からの研究費で年会費の納入が可能な方は7000円 

＜非会員の大会当日参加者＞  一般1000円  学生500円（文教大学生は無料）  

後援団体に所属する参加者500円 

 

 

子どもにかかわる研究、

実践を発表し、参加者と

討論します。 

 

「幼児期の特別支援教育」 

新卒から5年目程度の若手の保育者を

対象とした講座です。 

 

実践講座 

分科会 

 

庄井良信 氏 北海道教育大学大学院学校臨床心理専攻教授 

「子どもと出会い直すということ ―  

臨床教育学の視界から」 

講演会 

ポスターセッション 

 

庄井先生の著作を含め、子

どもに関する書籍を販売し

ます。 

書籍販売 

日程 

 



 第 21回大会の概要 

 

大会受付は 9：30から １Fエントランス（書籍販売） 
 

ポスターセッション 10：00～12：00 （発表20分・質疑応答10分） 

 ポスター１ ６４１教室 ポスター２ ６４２教室 
10：00～ 

10：30 
「異年齢保育の追跡調査(3)」 

家村維人・吉田行男（社会福祉法人光の園 

発寒ひかり保育園） 

「共育」環境と「自助的子育て支援」－幼稚園にお

ける母親同士の関係について－加藤直子・請川滋大 

(日本女子大学) 

10：30～ 

11：00 

「学童保育所を対象とした特別支援教育に関

連する地域連携についての調査研究」 

伊勢正明(帯広大谷短期大学) 

「幼児に“まかせる”保育とは？－幼稚園年長児の

フィールド観察を通して－」深沢佐恵香・請川滋大

(日本女子大学) 

11：00～ 

11：30 

『斎藤公子のさくら・さくらんぼ保育～リズ

ム遊びの観点から捉える～』 

 上道あいか (北海道文教大学) 

「入院児への遊びのボランティアを通して学生はど

う成長したか」三上史・請川滋大(日本女子大学) 

11：30～ 

12：00 

『斎藤公子のさくら・さくらんぼ保育～描画

の観点から捉える～』 

丸山優奈(北海道文教大学) 

「児童養護施設におけるライフストーリーワークの

取り組み」大場信一（札幌南藻園） 

 

実践講座 ３Ｆ ６３１教室 10：00～12：00  

新卒から5年目程度の若手の保育者を対象とした講座です。 

今年のテーマは「幼児期の特別支援教育」です。 

中村孝博(北海道子ども学会事務局長・札幌市立かっこう幼稚園)が担当します。 

 

昼食・休憩 12：00～13：00（理事会は１F樽前） 総会  13：00～13：15 ２F大講堂 

 

 講演会 13：30～15：30  ２F大講堂 

 

庄井 良信 氏 北海道教育大学大学院学校臨床心理専攻 教授 

 

タイトル「子どもと出会い直すということ ― 臨床教育学の視界から」 

 

現在の専門分野 教育学・臨床教育学・教育方法学・授業研究 

所属学会 日本臨床教育学会・北海道臨床教育学会・フィンランド教育・社会研究交流会・日本教師教育学会 

研究内容 

臨床研究としては、不登校、いじめ、学級崩壊など、生徒指導や教育相談に関する事例を、ケアと発達援助のエピソード記録

に基づいて、臨床教育学の視点から考察している。また、自尊感情を促しつつ創造的想像力を涵養する授業の創造や学習指

導方法の改善について、小・中学校の授業研究に参画しながら探究している。研究活動では、当事者支援の研究方法である

ナラティブ・アプローチを活用している。 

主な著作 

問いからはじめる教育学  （共著）  2015/02 ・いのちのケアと育みー臨床教育学のまなざし  （単著）  2014/10 ・フィンランド

に学ぶ教育と学力  （共著）  2005/08・弱さと失敗をいとおしむ＜視線(まなざし)＞  （単著）  2014/03 ・しあわせな放課後の

時間―デンマークとフィンランドの学童保育に学ぶ  （共著）  2013/10  
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分科会 15：45～17：30 

分科会Ａ ３Ｆ ６３１教室 『札幌子ども・若者白書 2016』(子ども・若者の未来を一緒に

考えませんか)を読む 

 

 ＜企画趣旨＞ 子どもの権利条例のある街、札幌で子どもたちに直接関わる人々が集まって『子ども・若者白

書』をつくりました。130人を超える人々の活動報告がメインで多彩な報告が並びます。これらを一度に読んで

学ぶということは無理ですが、ここではポイントを絞り子どもの権利の視点から今現在の子どもたちのニー

ズ・要求とその現状について意見交換してみたいと思います。 

企画者     塚本智宏(東海大学札幌キャンパス)   

話題提供者   1 白書作成にかけた思い (白書をつくる会 子育てネット 沢村紀子)   

            2 子どもの権利の視点から白書を読む     (子どもの権利札幌 塚本智宏)  

            3 子ども・若者の権利の視点から白書を読む(子どもの権利札幌 馬場雅史)  

 

分科会Ｂ １F 阿寒 『子どもの基本的な生活習慣の形成の現状と幼稚園・保育所・認定こど

も園が果たす役割』(仮)～帯広の子ども・八戸の子ども・札幌の子どもの育ちの検証を通して― 
 

＜企画趣旨＞ 各地の幼稚園・保育所・認定こども園に通う子どもたちの基本的な生活習慣の形成の状況を

アンケート調査し、分析を行う。経年比較、地域比較、幼稚園・保育所・認定こども園を比較し、それぞれま

たは保育施設が果たすべき役割について提言する。 

 

企画者     橋本充久仁(帯広あおぞら所長)  

話題提供者   工藤ゆかり(帯広大谷短期大学 社会福祉科  講師) 

        差波直樹(八戸学院短期大学 幼児保育学科 講師) 

        市原純 (帯広大谷短期大学 社会福祉科  助教) 
  
 

分科会Ｃ １F  樽前 『３歳児の育ちの研究 －北海道の子どもの発達と保護者の生活と意識－』 

 

＜企画趣旨＞  3歳児の「子どもの発達」を、保護者の「子育ての現状や意識」「生活の状況」さらに「保護

者自身の生活背景」から、子どもや家族の現状を多角的な視点で明らかにする。 

北海道の子どもの発達の現状を中心に、保護者はどのような期待を持ち子育てしているのか、また現在や過去

の保護者の生活背景が子どもの育ちを関連しているのか。一般的に幼稚園や保育所の保護者が持っていると思

われる子育て意識について実態はどうかなど、多角的な視点から子育て家庭の実態に迫る。 

 

企画者     品川ひろみ（札幌国際大学短期大学部 教授） 

報告者     深浦尚子（札幌国際大学短期大学部 准教授） 

野崎剛毅（札幌国際大学短期大学部 准教授） 

山内太郎（札幌国際大学短期大学部 講 師） 

 

交流会 18：00～19：30 場所 えにわステーションホテル 会費  4,000円 

恵庭市黄金中央２丁目１番地の５ ℡ 0123-34-2400 



大会会場までの道順と会場案内図 

北海道文教大学 ６号館 恵庭市黄金中央５丁目196-1 

  

 

地下鉄ご利用の場合●南北線から札幌市営地下鉄 南北線 さっぽろ駅下車後、JR札幌駅より「JR千歳線」乗車 

「恵庭駅」下車後、東口より直進徒歩8分で北海道文教大学正門に到着 ●東西線から札幌市営地下鉄 東西線 新さ

っぽろ駅下車後、JR新札幌駅より「JR千歳線」乗車「恵庭駅」下車後、東口より直進徒歩8分で北海道文教大学正門に

到着  

 

 

大会会場見取り図 ６号館 

 

 

札幌駅・札幌市中心部から ＪＲ利用の場合 

●札幌駅から「JR千歳線」乗車。3駅目の「恵庭駅」下車後、東口より

直進徒歩8分で北海道文教大学正門に到着※JR恵庭駅まで快速「エ

アポート」で23分（快速エアポートは15分おきに運行しております）  

●新札幌駅から「JR千歳線」乗車。2駅目の「恵庭駅」下車後、東口よ

り直進徒歩8分で北海道文教大学正門に到着※JR恵庭駅まで快速

「エアポート」で15分（快速エアポートは15分おきに運行しております）  

 

高速道路から  

高速道路「恵庭IC」下車。高速道路出口を左折、恵庭川沿大

通(道道１１７号線)を直進。 右手に恵庭市民会館、恵庭小学

校を過ぎ、高架橋を渡り、黄金北４丁目交差点を右折し左手

に中学校を見ながら直進、北海道文教大学到着  

 

恵庭駅東口 
国道36号線 

大会会場 

６号館 

大会参加者 

駐車場 


