
 

●開催方法 Zoomによるオンライン開催  

9:40 10 :30 12 :30 13 :15 13:45 16 :15  

日程  
受付  
(入室 ) 

全体会  休憩  
受付  
(入室 ) 

講座  

●受 講 料 2,000円（税込）  ●申し込み締切 ５月31日（月） 

全体会（午前）  

●基調報告 
全国学童保育連絡協議会 

●全体講義 

全国各地の自然災害やコロナ禍における支援の経験から 
―― 子どもと子どもをケアする大人のこころをサポートするために 

講師 赤坂美幸さん 

（公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン国内事業部

プログラムマネージャー） 

●赤坂美幸さんプロフィール 

日本と米国で心理学と幼児教育を学び、米国の小児

病棟で心理社会的支援などの経験を積み、2011年に

はセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのスタッフとして東日本大

震災の緊急支援に従事。その後の復興支援事業の中

で、「子どものための心理的応急処置」を日本に導入。

2016年からは国内事業部で、熊本地震や西日本豪雨、

台風19号、7月豪雨などの緊急支援活動に従事してい

る。保育士、チャイルド・ライフ・スペシャリスト（米国）。 
 
 

講 座（午後）  

 ＜講師＞ 

１ 学童保育指導員の仕事ってなぁに？ こうち学童保育ネットワーク 

２ 学童保育の生活とあそび 飛鳥井祐貴（神奈川県横須賀市指導員） 

３ 困難を抱える家庭を支える学童保育 角野いずみ（岡山県津山市指導員・全国連協） 

４ 食による子どもの育ちを考える 平本福子（宮城学院女子大学） 

５ 子どもの権利を学ぶ 安部芳絵（工学院大学）

●申し込み方法 
お住まいの地域もしくはお勤めの学童保育がある地域の連絡協議会で、お申し込みを受け付け

ます。５県以外の方は香川県学童保育連絡協議会にご相談ください。 

 

●申し込み・問い合わせ先 
【香川県にお住まい、もしくはお勤めの学童保育がある方は…】 香川県学童保育連絡協議会 

〒760-0080 高松市木太町5089-9 こぶし中央保育園内のびっこ教室 

TEL 087-866-7169 FAX 087-866-3284 

（振込先）香川県学童保育連絡協議会 ゆうちょ銀行 16370-2619351 

他金融機関からは［店名］六三八（ﾛｸｻﾝﾊﾁ）［店番］638 普通0261935 

【徳島県にお住まい、もしくはお勤めの学童保育がある方は…】 徳島県学童保育連絡協議会 

〒770-0861 徳島市住吉3-2-5 渭東第一学童保育所 

TEL 088-623-5277  FAX 088-623-5287 

（振込先）徳島県学童保育連絡協議会 ゆうちょ銀行 16260-7620281 

他金融機関からは［店名］六二八（ﾛｸﾆﾊﾁ）［店番］628 普通0762028 

【愛媛県にお住まい、もしくはお勤めの学童保育がある方は…】 愛媛県学童保育連絡協議会 

〒797-0046 西予市宇和町上松葉191-1 樋口方 

TEL 090-2783-3090（樋口） FAX 03-3813-0765（全国学童保育連絡協議会） 

（振込先）愛媛県学童保育連絡協議会 ゆうちょ銀行 16150-19184561 

他金融機関からは［店名］六一八（ﾛｸｲﾁﾊﾁ）［店番］618 普通1918456 

【高知県にお住まい、もしくはお勤めの学童保育がある方は…】 こうち学童保育ネットワーク 

〒783-0001 南国市日吉町1-1-41 南国市学童保育連絡協議会内 

TEL 088-803-5228 FAX 088-863-2001 

（振込先）こうち学童保育ネットワーク ゆうちょ銀行 16490-18921 

他金融機関からは［店名］六四八（ﾛｸﾖﾝﾊﾁ）［店番］648 普通0001892 

【岡山県にお住まい、もしくはお勤めの学童保育がある方は…】 岡山県学童保育連絡協議会 
gakudou@mx6.tiki.ne.jp 

【内容の問い合わせ】 

全国学童保育連絡協議会 TEL 03-3813-0477 FAX 03-3813-0765 

 
●受講にあたってのお願い 

  

第46回  全国学童保育 

指導員学校 四国会場 

●とき 2021年  

６月27日 (日 ) 

午前10時30分  
▼ 

午後４時 15分  

＊１台のパソコンで複数の方が受講することができます。ただし、受講料は１名につき 2,000

円、受講される方全員のお名前等をお知らせください。この場合、ひとつの講座を受講す

ることになります。 

＊６月７日（月）以降、Zoom のミーティング ID やパスコード等、受講に必要な事項をま

とめ、指定のメールアドレスへ送ります。「受講のしおり」は事前に送付します。送り先を裏

面に記入してください。 

＊携帯電話会社が提供するキャリアメール（＊＊@docomo.ne.jp など）では、こちらから

のメールが届かない場合があります。メールが受信できるアドレスをご指定ください。 

＊キャンセルは６月４日（金）までにご連絡ください。振込手数料を差し引いた額を返金

いたします。６月４日（金）以降のキャンセルは返金できません。 

＊ご記入いただいた個人情報は、本指導員学校運営に関する業務、および、各種研修会の受講案
内に関する業務に必要な範囲で、全国学童保育連絡協議会の管理責任のもと、本指導員学校
を主催する各連絡協議会と共同利用いたします。本人の許可なく第三者への提供は行いません
（くわしくは全国学童保育連絡協議会ホームページをごらんください）。 



第46回全国学童保育指導員学校・四国会場  参加申込書 

※Zoom に入る際に示されるお名前で、通常はアドレスのアカウント名（ユーザー名）が表記されま

す。当日、参加受付の際に必要になりますので、必ずご記入ください。 

氏 名 

(代表者) 

フリガナ 

 立

場 

放課後児童支援員・補助員（   年勤務） 

児童厚生員・運営団体関係者・行政・議員 

保護者（OB･OG 含む）・その他（    ） 

所属 
市区町村  希望

講座 

第 1 希望 講座（    ） 

クラブ名等  第 2 希望 講座（    ） 

資料の

送付先 

〒    -      

当日の受信機器 パソコン ・ タブレット ・ スマートフォン  

当日使うアドレス  

参加の際の氏名※  

当日連絡先 
℡              

（当日トラブル時に連絡がつく電話番号) 

受講料について 振込日   月   日 振込名義  

上記の端末機器（ＰＣ等）で、複数の人が受講する場合は、全員の氏名等をご記入ください。

（※記入欄が足りない場合はコピーしてお使いください。） 

氏 名 

フリガナ 

 立

場 

放課後児童支援員・補助員（   年勤務） 

児童厚生員・運営団体関係者・行政・議員 

保護者（OB･OG 含む）・その他（    ） 

所属 市区町村  クラブ・団体名等  

 

氏 名 

フリガナ 

 立

場 

放課後児童支援員・補助員（   年勤務） 

児童厚生員・運営団体関係者・行政・議員 

保護者（OB･OG 含む）・その他（    ） 

所属 市区町村  クラブ・団体名等  

 

氏 名 

フリガナ 

 立

場 

放課後児童支援員・補助員（   年勤務） 

児童厚生員・運営団体関係者・行政・議員 

保護者（OB･OG 含む）・その他（    ） 

所属 市区町村  クラブ・団体名等  
 

講座の内容 

１ 

学童保育指導員の仕事ってなぁに？  
こうち学童保育ネットワーク 

学童保育で子どもたちと安心感のある毎日の継続した生活をつくるのが指導員の

仕事です。『改訂 テキスト学童保育指導員の仕事【増補版】』を用いて、一人ひ

とりの子ども・保護者の願いを大切にした生活づくりの基本を確かめ、学童保育の

役割を果たすうえで必要な指導員の仕事や実務を学びましょう。 

２ 
学童保育の生活とあそび  

飛鳥井祐貴（神奈川県横須賀市指導員） 

学童保育の生活の中心をしめる“あそび”。子どもたちはあそびのなかで、いろいろな

発見を楽しんだり、人間関係を育み、成長していきます。日々の生活のなかで子ど

も自身が主体的にあそぶことの大切さ、また指導員があそびに関わる意味や配慮

点について学びましょう。また、コロナ禍における子どもの育ちとあそびについても考

え、確かめあいましょう。※『日本の学童ほいく』2020年８月号【特集】、2020年

12月号【特集】を読み返して参加されることをおすすめします。 

３ 
困難を抱える家庭を支える学童保育  

角野いずみ（岡山県津山市指導員・全国連協） 

「子どもの貧困」「児童虐待」についての実態と課題を学び、困難を抱える子どもや

保護者を支え、どの子にとっても安心して過ごせる学童保育の役割について学びま

しょう。現在のコロナ禍にあって、生活環境の変化にともなう家庭の養育基盤の弱

まりや虐待のおそれがある場合の対応、関係機関との連携についても学びましょ

う。 

４ 
食による子どもの育ちを考える  

平本福子（宮城学院女子大学） 

学童保育に通う子どもたちにとって、おやつはとても楽しみな時間です。「手づくりお

やつ」ができる環境になくても、子どもたちがおやつの計画に参加することができる視

点や、食は文化にかかわることも含めて、「学童保育の生活における食とは何か」

「子どもたちの育ちにどのような影響を持つのか」について学びましょう。※『日本の学

童ほいく』2020年10月号～2021年３月号【講座】を読み返して参加されることを

おすすめします。 

５ 
子どもの権利を学ぶ  

安部芳絵（工学院大学） 

学童保育は、子どもの放課後の生活を保障する場です。ところが、多くのおとなは

「放課後」を学校と家庭の間の「おまけ」の時間だととらえています。「子どもの最善

の利益」「子どもの意見表明」「遊び・余暇」を掲げる子どもの権利条約の理念、

条文の解説をふまえ、子どもの権利条約を日々の学童保育の生活にどう活かすか

を学びましょう。※『日本の学童ほいく』2021年１月号【特集】、2021年４月号

【特集】を読み返して参加されることをおすすめします。 

 


