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２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23回大会 
 

          大会テーマ デジタル社会に生きる子ども－発達への影響を考える 

 

主催 北海道子ども学会 学会ＨＰ開設しました。http://hokkaido-kodomo-gakkai.org/ 
 

後援  北海道教育委員会・札幌市教育委員会・一般社団法人札幌市私立幼稚園連合会・公益社団法人北海道

私立幼稚園協会・一般社団法人札幌市私立保育園連盟、北海道保育協議会 

 

日時 2018年8月25日（土）10：00～17：30 

 

会場 札幌国際大学 ２号館 ２階及び４階 札幌市清田区清田 4条 1丁目 4番 1号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9:30 10:00 ～ 12:00 12：00～13:00 13：00～13:15 13：30～15：30 15：45～ 17：30  18：30 

受付 ポスターセッション 

 

昼食 

理事会 

総会 講演会 分科会 

実践講座 

移

動 

交流会 

 

夏季休業中のため学内で売

店、昼食を提供できませ

ん。昼食を持参ください。 

◆第23回大会 事務局 品川ひろみ（札幌国際大学）   E-mail: h-shinagawa@ts.siu.ac.jp 

◆北海道子ども学会事務局長 中村孝博（かっこう幼稚園）E-mail: t.nakamura@kmh.biglobe.ne.jp  

＜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） 

＜非会員の大会当日参加者＞  一般1000円  学生500円（札幌国際大学生は無料）  

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。 

ワークショップ ポスターセッション 

 

「気になる子の特性と支援～保育

現場での実践的理解～」担当 中

村孝博(札幌市立かっこう幼稚園)

  

実践講座 

分科会 

昼食 

 

諏訪 清隆（すわ きよたか）氏  

「電子メディアが子ども達に与える

影響」 

講演会 ポスターセッション 
ワークショップ ポスターセッション 

 

会費 3,000円。当日、受付で申

込み下さい。大会会場からバス

で「さんかい」に移動します。 

交流会 
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第 23回大会の概要 
現代社会で生活する私たちは、PC、タブレット、スマートフォン等の利便性に浴しています。使い方や活用

頻度はそれぞれですが、連絡手段として、情報収集のツールとして、アプリの利用を生活の補助具として、動

画や読書を楽しむ余暇の一つとして、それがあることを前提に、暮らしの様々な仕組みが作られてきているこ

とは否めません。 

そして、こうしたアイテムは、子どもの生活圏にも入り込み、その功罪が論じられるよりも速いスピードで、

子どもたちの日常に「定着」しているのではないでしょうか。 

第 23回大会は、子どもと電子メディアをめぐる問題を正面から考える機会にします。生まれた時から種々の

電子媒体に囲まれている現代の子ども－成長発達の過程や社会性獲得におけるリスクと対策、あるいは教育的

効果等を多面的に論じる場にしたいと思います。 

 

大会会場までの道順と会場案内図 
 

 

 

 

 

公共の交通機関をご利用ください。 

■地下鉄東豊線「福住駅」から 

★中央バス（バス系統：平 50、平 80、

平 85、福 85、福 86、福 87、福 88、

福 96、福 97、113、広島線、千歳線）

「清田 2条 1丁目」下車。徒歩 8分。 

★中央バス（バス系統：福 95）「札

幌国際大学前」下車。徒歩 5分。 

■地下鉄東西線「南郷 18丁目駅」から 

★中央バス（バス系統：南 77、南 85、南 86）「札幌国際大学前」下車。徒歩 5分。 

 

大会会場見取り図 ２号館４Ｆ →総会・講演会は２Ｆ 創風(221教室) 

 

 

 

受付 

10：00～ 

ポスターセッションⅠ 

15：45～ 分科会Ａ 

12：00～ 理事会 

15：45～ 実践講座 
大会本部 

理事・事務局控え室 

10：00～ 

ポスターセッションⅡ 

15：45～ 分科会Ｂ 

札幌国際大学 

２号館 ４階   
(総会と講演会は２階) 

 

札幌市清田区清田 4条 1丁目 
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大会受付は 9：30から ２号館４階 廊下で受付をします。 

 

ポスターセッション 10：00～12：00  <発表20分・質疑応答４分>  

 ポスターセッションⅠ 246教室 ポスターセッションⅠ 245教室 
10：00～ 

10：24 

「地域の「祭り」を通した子どもの「社会力」の形

成」青木直樹(帝京科学大学こども学科) 

「児童養護施設と里親に関する研究傾向と課題ー

2008年～2018年研究報告からー」伊藤厚基・古郡

曜子(北海道文教大学人間科学部こども発達学科) 

10：24～ 

10：48 

「幼児のけんか〜縦割り保育に注目して〜」 

長澤茉由佳・澤広実・鈴木花穗・髙橋宇蘭・八木直

美・美馬正和(北海道文教大学人間科学部こども発

達学科)  

「幼児英語教育に関する大学生の意識調査ー先行

研究を基にしてー」鎌田健汰・古郡曜子(北海道文

教大学人間科学部こども発達学科) 

10：48～ 

11：12 
①0歳からの異年齢保育と子どもの発達（１） 

②異年齢保育卒園生の追跡調査 

吉田行男・家村雅人(発寒ひかり保育園)  

「保護者の連絡帳に関する意識調査」鈴木万由

子・古郡曜子(北海道文教大学人間科学部こども発

達学科) 

11：12～ 

11：36 

「育児休業期間における親子の過ごし方」 長田美

鈴（日本女子大学大学院家政学研究科児童学専

攻）・請川滋大（日本女子大学） 

『幼児期における特別支援の実践～自己肯定感を

高めることを意識した関わり～』柿原久仁佳(北星

学園大学)・柿原勝(明星大学通信制大学院) 

11：36～ 

12：00 

「保育施設における「気になる子ども」の保護者へ

の対応」 河野律子（日本女子大学大学院家政学研

究科児童学専攻）・請川滋大（日本女子大学） 

「早期発達支援に求められる支援者のかかわり～

音楽療育における子どもと学生とのかかわりから

～」小川久恵(札幌国際大学短期大学部) 

 

昼食・休憩 12：00～13：00（理事会 243教室） 

 

総会  13：00～13：15 ２Ｆ 創風(221教室)  会員の方は参加をお願いします。 

  

講演会 13：30～15：30 ２Ｆ 創風(221教室) 

 

講演者 諏訪 清隆（すわ きよたか）氏  

旭川赤十字病院 小児科部長・子どもとメディア北海道 代表(一般小児科診療とともに、子どもの発達障害、

心理疾患等の診療にあたる。子どもとメディア公式インストラクター) 

 

講演会テーマ「電子メディアが子ども達に与える影響」 

 

講演会の概要「子どもとメディア北海道 ＨＰから」http://childmediahk.web.fc2.com/index.html 

今、子ども達の周りにはテレビや携帯電話・スマートフォン、タブレットなど数々の電子メディアがあふれ

ており、それらは私達の生活になくてはならないものとなっています。 

 これらの電子メディアは、とても便利で役に立つものですが、使い方によっては子どもたちに悪影響をもた

らしてしまうものでもあります。多くの子どもたちは、そのリスクを知らないうちにメディアに接してしまう

ため、さまざまなトラブルに巻き込まれているのが現状です。子どもたち自らが身を守る知識を持つことは必

要なことですが、その前に私達大人が十分な知識とリスクを理解して子どもたちとメディアの接触に向き合わ

なければなりません。 
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分科会 15：45～17：30 

 

分科会Ａ ２４６教室 「帯広のファミリーホームができるまでの実践」 

企画者  橋本 充久仁 (社会福祉法人 慧誠会 帯広あおぞら) 

提言者  高橋 昌子 (WBC事務局長・ファミリーホームみんなのおうち主任) 

 

内容 「We support beautiful future of children．（略して WBC）の実践。仲間を集い子どもたちの

生活支援を通して、見えてきたいろいろ、現在ファミリーホームを立ち上げそれを支援しているが、ここまで

に至る5年間の取り組み等。」 

 

 

 

分科会Ｂ ２４５教室 「子育て支援とメディアの役割ー家族のニーズはどこに」 

 

企画者   藤原里佐（北星学園大学短期大学部） 

話題提供者 久野真知子（北星学園大学大学院） 

  

内容 「官民による様々な子育て支援が展開されていますが、ケア役割の担い手である家族のニーズとそれは

合致しているのでしょうか。育児情報が多いほど取捨選択が難しくなり、自分の知りたいことをネット検索す

ることで、発達の心配やしつけの不安を他者と「共有」しようとする傾向も見られます。発達障害やグレーゾ

ーンの症状が種々の媒体で紹介される中で、家族が知りたいことと、支援へのつながり方について改めて考え

てみる機会にしたいと思います。」 

 

実践講座 15：45～17：30 

 
２４３教室 テーマ「気になる子の特性と支援～保育現場での実践的理解～」 

 

担当 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) 

 

保育現場でよく起こる子どもの気になる行動をどう理解し、支援するか。いろいろな例え話を用いて分かりや

すく伝えます。   

 

交流会 18：30～20：30  

 

場所 活菜旬魚「さんかい」本店 会費  3,000円 

札幌市豊平区月寒東３条１９丁目13-1 011-852-2077 

 

当日受付にて交流会参加者の申し込みをします。 

札幌国際大学からバスの送迎があります。18時15分乗車です。大会スタッフが誘導しますので、受付で待機し

てください。 

交流会後は地下鉄東西線南郷18丁目までバスで送っていただきます。 

なお、ご自身の自家用車、あるいは他の交通機関で移動の場合は受付に地図を用意しております。 


