
 

●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  

時程 受付 
(入室) 

全体会  休憩 受付 
(入室) 

講座  

●受 講 料 2,000円 (税込 み)  ●申し込み締切 ５月30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 

ポストコロナ禍に向けての子どもの心のサポート 
講師 池田 美樹 さん（桜美林大学） 

●池田 美樹さんプロフィール 

桜美林大学リベラルアーツ学群（准教授） 
早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程満期
退学。教育、福祉領域の心理的支援活動を経て、2000年
より武蔵野赤十字病院精神科。日赤心のケア指導者として、
心のケアの普及啓発、東日本大震災を含め実災害での支
援活動に従事。2016年より桜美林大学。公認心理師、臨
床心理士、精神保健福祉士。DPATインストラクター、DPAT
先遣隊隊員、セーブザチルドレンジャパン子どものためのPFA
指導者。日本公認心理師協会災害支援委員会委員⾧、
日本臨床心理士会災害支援プロジェクトチーム副代表、日
本ストレスマネジメント学会常任理事・災害支援部会⾧、日
本トラウマティックストレス学会災害支援委員。 

講 座（午後）  

 ＜講師＞ 
１ 学童保育指導員の仕事ってなぁに？ 徳島県学童保育連絡協議会 
２ 学童保育の生活とあそび 倉敷市学童保育連絡協議会指導員部会 
３ 子ども理解を深めるために 森實摩利子（公認心理士） 
４ 日々の記録を重ね、 

子どもたちによりよい学童保育を 西田 佳（東京・小学校教諭） 
５ 学童保育と指導員をめぐる情勢と課題 佐藤愛子・千葉智生（全国学童保育連絡協議会）

●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 （6月12日の西日本〈鳥取〉会場も準備中） 

【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47回  全国学童保育 

指導員学校  四国会場 

●とき 2022年 

6月26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 20 日(月)以降、Zoom のミーティング ID やパスコード、入室時のお名前等、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３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(土)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）。 



＊ ＊ ＊  表面の「受講にあたってのお願い」をお読みいただいたうえで、ご記入ください  ＊ ＊ ＊ 
第47回全国学童保育指導員学校・四国会場 参加申込書 

氏 名 
(代表者) 

フリガナ               
 立

場 

学童保育指導員（放課後児童支援員・補助員） 
経験年数：      ＊1年未満の方は「1年未満」と記入 
児童館職員 ・ 運営関係者 ・ 行政 ・ 議員 
保護者（OB･OG含む）・ その他（     ） 

所属 
市区町村  

受講 
全日 ・ 午前のみ ・ 午後のみ 

クラブ名等  個人 ・ 複数で受講（  名） 

複数で
受講の
場合※1 

代表者以外の受講者名 所属クラブ名等 立場 ＊指導員は経験年数も記入 

   

   

   

   

   

希望講座 
第1希望 講座（     ） 
第2希望 講座（     ） 

Zoom 
利用経験 あり ・ なし 

資料の送付先 
＊ご自宅以外への送付を希望

される方は、建物名やクラブ
名等、必ずご記入ください。 

〒    -    
 
 
 

当日の受信機器 パソコン ・ タブレット ・ スマートフォン 機種名：        
＊iPhone、Galaxyなど。わかる範囲で記入  

当日使う端末の 
アドレス※2 

フリガナ                                             

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  
 
※1 １つの端末で、複数で受講する場合は、代表者のお名前で申し込み、一緒に受講する方のお

名前などをご記入ください。それぞれが別々の端末で受講される場合は、お一人ずつ、個人で
のお申し込みをお願いします。 

※2 「０」や「Ｉ」などは数字かアルファベットかを見分けのるのが難しい場合がありますので、フリガナ
をお願いします。こちらにご記入いただいたアドレスへ後日、ZoomのミーティングIDやパスコード、
入室時のお名前等受講に必要な事項をまとめてメールいたします。 

講座の内容・講師・助言者 

１ 学童保育指導員の仕事ってなぁに？  
徳島県学童保育連絡協議会 

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  
倉敷市学童保育連絡協議会指導員部会 

学童保育の生活の中心をしめる“あそび”。子どもはあそびを楽しみ、いろいろな発
見をして、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すべき
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。実技も学びます。 

３ 子ども理解を深めるために  
講師：森實摩利子（公認心理士） 

子ども理解は、発達の気になる子だけが対象なのではなく、すべての子どもに対し
て日常的に行われるものです。子どもたちの言動をどう理解するかで、かける声、
差し伸べる手は変わります。問題と思える行動も見方を変えればそうならないこと
もあるのです。今回は、「MIKATAを変える」をテーマに、子ども理解を深め、日々
の支援にどう役立てるのかを考えます。 

４ 日々の記録を重ね、子どもたちによりよい学童保育を  
講師：西田 佳（東京・小学校教諭） 

日々の記録を書きつづけることによって、子どもたちの様子や指導員とのかかわり
を振り返り、毎日の継続した生活を保障していくことができます。言語化すること
で、指導員として子ども一人ひとりの理解を深め、ときには、自分自身の子ども理
解の視点に新しい気付きを得ることもあるでしょう。また、記録を打ち合わせに活
用し、職員集団としての子ども理解を深めること、学童保育をよりよくしていくこと
につなげることについて学びましょう。 

５ 学童保育と指導員をめぐる情勢と課題 
講師：佐藤愛子・千葉智生（全国学童保育連絡協議会） 

「従うべき基準」の参酌化と「施行後３年」の見直し、新型コロナウイルス感染症
対応、2021年末に示された「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」
など、制度の脆弱性や地域格差はありつつも、私たちは「安心して働きつづけた
い」「子どもに豊かな放課後を過ごさせたい」という保護者の切実な願いを出発点
に、活動を続けてきました。これからも大切にしたいこと・運動の視点を学びましょ
う。 


