
●と き 2021年６月６日（日）午前10時～午後４時

●開催方法 Zoomによるオンライン開催

●日 程 9:00 10:00 12:00 13:00 13:30 16:00

●受講料 2,500円（税込）

●申し込み締切 ５月28日（金）

◆全体会（午前） 基調報告 全国学童保育連絡協議会
全体講義 「子どもの権利と学童保育～コロナ禍だからこそ『子どもの

最善の利益を』～」
講師・増山 均（早稲田大学名誉教授）

◆講座（午後） 〈講師〉
１ 学童保育とは何か、指導員の仕事・役割は何か

飛鳥井祐貴（神奈川県横須賀市指導員）
２ 学童保育の一日と指導員の仕事・毎日の実務 中澤直子（東京都武蔵野市指導員）
３ 子どもを理解するための日々の記録 菅原亜樹子（神奈川県横浜市指導員）
《実践講座》
４ 子どもの生活を保護者と伝え合う 永松範子（神奈川県横須賀市指導員）
５ 学童保育における安全を考える 高橋 誠（東京都文京区指導員・全国連協）
６ 高学年を含めた生活づくり 八木晶子（神奈川県横浜市指導員）
７ 指導員の連携・協力と職場づくり 小野さとみ（東京都町田市指導員・全国連協）
８ 学童保育の生活とあそび 鈴木美加（千葉県八千代市指導員）
《理論講座》
９ 発達障害の子どもたちの理解と支援 河合隆平（東京都立大学准教授）
10 学童保育における家族支援 下浦忠治（東京成徳大学講師・元品川区指導員）
11 学童保育とおやつ～「食」による子どもの育ちを考える

平本福子（宮城学院女子大学教授）
《特別講座》
12 学童保育と指導員をめぐる情勢と課題 西田隆良（全国学童保育連絡協議会）

●申し込み方法（事前申し込みのみ、5月28日（金）締切）
■個人での申し込み…受講料を下記振込先口座に入金し、以下の申込フォームからお申し

込みください。

https://ws.formzu.net/dist/S47507997/

■複数での申し込み ※２名以上の場合は［南関東団体申込シート］でお申し込みくださ

い。手順 ①全員の合計金額を下記振込先口座に代表者のお名前で入金してください。

②三多摩学童保育連絡協議会ホームページ

https://www.santama-gakuho.org/ よりエクセルの［南関東団体申込シート］をダ

ウンロードします。③全員分のお申し込み内容を記入し、メールに添付してentry@sant

ama-gakuho.org宛に送信してください。

●申し込み・問い合わせ先 三多摩学童保育連絡協議会
〒170-0004 東京都西東京市西原町1-5-13
eメール entry@santama-gakuho.org ＊常駐職員不在のためメールでお問い合わせください。
●振込先 郵便振替00130-9-768106 ゆうちょ銀行 〇一九支店 当座預金 0768106
口座名義 三多摩学童保育連絡協議会

＊振込手数料については各人のご負担となりますので、ご了承ください。講座は入金が確認された時点の先
着順となります。上回るお申し込みがあった場合は、ご希望に添えない場合がありますのでお早めにお申
し込みください。講座の変更、返金は原則できませんのでご了承ください。また、締め切り日以降に社会
的事情、自然災害等の主催者側判断により中止する場合は、当日の資料をお送りすることで受講料と代
えさせていただき、返金はいたしません。
●後援 東京都（予定）

受付（入室） 全体会 休憩 受付（入室） 講座

第46回全国学童保育指導員学校

南関東会場



●と き 2021年６月６日（日）午前10時～午後３時30分

●開催方法 全体会ZoomとYouTube限定配信 ／ 講座Zoom

●日 程 9:00 10:00 12:00 12:45 13:30 15:30

●受講料 2000円（税込）

●申し込み締切 ５月24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 「学童保育と子どもの権利」

講師・間宮静香（弁護士）

◆講座（午後）

《基礎講座》 〈講師・助言者〉

１ 学童保育の役割と指導員の仕事 杉谷美智子（愛知県名古屋市指導員）

２ 子どもの理解とはたらきかけ 河村千里（愛知県名古屋市指導員）

３ 子どもの権利の観点からみる学童保育の生活 間宮静香（弁護士）

《理論講座》

４ しょうがいのある子どもの理解をふかめ ともにそだちあう

佐々木将芳（静岡県立大学）

５ 子どもの発達を学ぶ 川又俊則（鈴鹿大学）

《実践講座》

６ 高学年をふくむ学童保育の生活 折出健二（愛知教育大学名誉教授）

７ 保護者に生活をつたえ、かんがえあう 原田明美（桜花学園大学）

８ しょうがいのある子どもをふくむ生活づくり 木全和巳（日本福祉大学）

《特別講座》

９ 学童保育と作業療法士の連携 伊藤美保子（藤田医科大学）

●申し込み方法

申し込みフォームから申し込み

https://forms.gle/Ko7GyofNBcaL1QYq8

振り込み先：【名義】西日本学童保育指導員学校

【郵便振替口座番号】008840-7-134273

※銀行から振り込む場合は

【店番号】089【支店名】〇八九【当座】0134273

●問い合わせ先：愛知学童保育連絡協議会

TEL：052-872-1972 FAX：052-308-3324

Email：aichigakudou@gakudou.biz

第46回全国学童保育指導員学校

西日本（愛知）会場

受付（入室） 全体会 休憩 受付（入室） 講座



●と き 2021年６月13日（日）午後１時～午後５時45分

●開催方法 Zoomによるオンライン開催

●日 程 12:15 13:00 15:00 15:15 17:45

●受講料 2,000円（税込）

●申し込み締切 ５月31日（月）

◆全体会 基調報告 全国学童保育連絡協議会
全体講義 「ケアする心、励ます心 子ども理解を深め合うまなざし」

講師・庄井良信（藤女子大学教授）
◆講座
《入門講座》 〈講師〉
１ 学童保育とは何か、指導員の仕事・役割は何か

佐藤正美（埼玉県さいたま市指導員・全国連協）
２ 日々の記録から実践の記録へ 中野実雄（埼玉県さいたま市指導員）
《理論講座》
３ 子どもの権利条約第31条に学ぶ～遊びは子どもの主食です～

森本 扶（埼玉大学等非常勤講師・子ども白書編集委員長）
４ 発達障害の子どもたちの理解と支援 伊勢正明（白鴎大学教授）
５ 子どもとのかかわり方 ～作業療法士の視点から

仲間知穂（こども相談支援センターゆいまわる代表）
６ 教室の中の子どもたち 上野琢也（埼玉県・小学校教諭）
７ 子どもとネット、どう付き合えばいいの？ ～ネット社会で大人ができること

渡辺雅之（大東文化大学教授）
８ 児童虐待を考える ～虐待は子どもの何を奪うか～（仮題）

小宮純一（ジャーナリスト）
９ 多様な性を持つ子どもたちへの理解～LGBTs（仮題）

中村好子（京都府・元養護教諭）
10 新型コロナウイルス感染症と子どもたち ～子どもたちの日常を取り戻すために～

種市尋宙（富山大学学術研究部医学系小児科学講師）
《実践講座》
11 子どもの生活を保護者と伝え合う 鶴貝りさ、川岸俊（栃木県足利市指導員）
12 学童保育の職員集団と職員会議のあり方を考える 實方由佳（岩手県立大学准教授）
《運動に関わる講座》
13 学童保育の指導員をめぐる情勢と課題 高橋 誠（全国学童保育連絡協議会）

●申し込み方法
１台のパソコン（端末）で複数名での受講も可です。ただし受講料は１名あたり2,000円

となります。その場合、受講は１つの分科会（講座）になります。申し込み方法の詳細は、
追って発行するリーフレット、または埼玉県学童保育連絡協議会のホームページにて、ご確
認ください。

●申し込み・問い合わせ先
埼玉県学童保育連絡協議会
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町４－147－１ 藤本ビル３F
TEL:048（644）1571 FAX:048（644）1572

●後援
（予定）茨城県、茨城県教育委員会

受付（入室） 全体会 休憩 講座

第46回全国学童保育指導員学校

北関東会場



●と き 2021年６月13日（日）午前10時～午後３時30分

●開催方法 Zoomによるオンライン開催

●日 程 9:30 10:00 12:00 13:30 15:30

●受講料 2,500円（税込）

●申し込み期間 ５月25日（火）まで

◆全体会（午前） 基調報告 全国学童保育連絡協議会

全体講義 「今、あらためて考える学童保育の生活づくりと遊び」

講師・代田盛一郎（大阪健康福祉短期大学教授）

◆講座（午後）

《基礎講座》 〈講師・助言者〉

１ 学童保育の役割と指導員の仕事 重木奈穂美（石川県津幡町指導員）

２ 子どもの理解と働きかけ 齋藤 優（京都府長岡京市指導員）

《理論講座》

３ 子どもの権利を大切にする学童保育 三山 岳（愛知県立大学准教授）

４ 障害のある子ども理解を深め、ともに育ちあう 田村和宏（立命館大学教授）

５ 子どもの発達を学ぶ 富井奈菜実（奈良教育大学講師）

６ 子どもの心と体の健康 眞鍋 穰（大阪健康福祉短期大学学長・小児科医）

７ 子どもの発達を学ぶ 応用編 舩越 勝（和歌山大学教授）

《実践講座》

８ 学童保育の生活と集団づくり 上森さくら（金沢大学准教授）

●申し込み方法

受講料を郵便振替で入金し、その振込票のコピー （写真も可）と受講申込書をメールで

お送りください。

●申し込み・問い合わせ先

奈良県学童保育連絡協議会

E-Mail：sgnaraken@gakudou-naracomi.com

郵便振替 記号 14580番号 25566001奈良県学童保育連絡協議会

他金融機関からの振込 （店名）四五八（ヨンゴハチ）（店番）458

（預金種目）普通預金（口座番号）2556600 ※（注）振込手数料は各自負担

●後援 申請中

受付（入室） 全体会 休憩 講座

第46回全国学童保育指導員学校

西日本（奈良）会場



●と き 2021年６月13日（日）午前10時～午後３時30分

●開催方法 Zoomによるオンライン開催

●日 程 9:30 10:00 12:00 13:30 15:30

●受講料 2,500円（資料代含む、送料・税込）※資料を郵送しますので、欠席の

方も資料代をもって受講料とさせていただきます

●申し込み締切 ５月21日（金）※締切を過ぎますと、申し込みもキャンセルの

場合の返金も致しかねますのでご了承ください

◆全体会（午前） 基調報告 全国学童保育連絡協議会
全体講義 「今、あらためて考える学童保育の生活づくりと遊び」

講師・代田盛一郎（大阪健康福祉短期大学教授）
◆講座（午後）
《基礎講座：指導員の仕事について基礎的なことを学ぶ》〈講師・助言者〉
１ 学童保育の役割と指導員の仕事（定員：80回線）

角野いずみ（岡山県指導員・全国連協）
２ 子ども理解とはたらきかけ（定員：80回線）

川崎みゆき（大阪府指導員・全国連協）
《理論講座：子どものことをより深くとらえるために専門家から学ぶ》
３ 子どもの発達を学ぶ（定員：80回線） 木村洋太（京都府立大学）
４ 職員のチームワーク（定員：80回線） 黒澤祐介（大阪青山大学）
５ 学童保育における子育て・家庭支援（定員：80回線）

可児伸一（熊取町児童家庭相談スーパーバイザー）
６ 障がいのある子ども理解を深め、ともに育ちあう（定員：80回線） 木下孝司（神戸大学）
《実践講座：実践報告をもとに交流し専門家の助言から学ぶ》
７ 学童保育の生活と集団づくり（定員：40回線） 久田敏彦（大阪青山大学）
８ 学童保育の生活とあそび（定員：40回線） 代田盛一郎（大阪健康福祉短期大学）
９ 保育実践に活かす記録（定員：40回線） 二宮衆一（和歌山大学）
10 高学年にとっての学童保育の生活（定員：40回線） 福田敦志（大阪教育大学）
11《実技講座》みんなであそぼう（定員：40回線）

稲見絵里子（兵庫県学童保育連絡協議会あそびプロジェクト）
12《特別講座》シンポジウム「コロナ禍での放課後の生活を考える」（定員：80回線）
コーディネーター・シンポジスト：兵庫県学童保育連絡協議会・兵庫障害児放課後ネットワーク

●申し込みの流れ
○参加費を入金…下記ゆうちょ銀行口座へ入金し、振込票を保管してください。
〇webから申し込み…下記のURLもしくはQRコードから申し込みフォームへ入力してください。
○E-Mailで申込み…申し込みフォームからできない場合は、下記のアドレスに必要事項を入力の上送信
してください。団体で申し込みされる場合はその旨をメールくださると、団体申込用エクセルファイル
をお送りします。
●入金先 郵便振替の場合 【記号】14300【番号】28819321

他の金融機関から振込の場合 ゆうちょ銀行 【店名】四三八（読み ヨンサンハチ）
【店番】438【預金種目】普通預金 【口座番号】2881932
口座名義 ヒョウゴケンガクドウホイクレンラクキョウギカイ
●申し込み先 Web申し込みフォーム https://forms.gle/QeRybZpn3Q4uikUi7

メールアドレス 46s.gakkou.hyogo@gmail.com
●問い合わせ先…勤務地の学童保育連絡協議会のアドレスにお問い合わせください
大阪学童保育連絡協議会 office@gakudou-osaka.net
岡山県学童保育連絡協議会 khs.area1@au.com（担当：若井）
鳥取県学童保育連絡協議会 aozora-club@song.ocn.ne.jp
広島県学童保育連絡協議会 hirogaku@siren.ocn.ne.jp

その他・兵庫県学童保育連絡協議会 46s.gakkou.hyogo@gmail.com
●後援…兵庫県（申請予定） 兵庫県教育委員会（申請予定）

受付（入室） 全体会 休憩 講座

第46回全国学童保育指導員学校

西日本（兵庫）会場



●と き 2021年６月13日（日）午前10時30分～午後４時30分

●開催方法 Zoomによるオンライン開催

●日 程 9:40 10:30 12:30 13:15 14:00 16:30

●受講料 2,500円（税込）

●申し込み締切 ５月17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 「子ども観 あそび観のとらえ直し～あそびは子どもの主食です」

講師・北島尚志 （NPO法人 あそび環境Museumアフタフ･バーバン、聖心女子大学非常勤講師）

◆講座（午後） ＜講師＞

《基礎講座》

１ 学童保育の生活づくりと指導員の仕事 高島なつえ（沖縄県浦添市指導員）

《生活づくり実践講座》

２ 障害児と共にどう生活をつくるか 雫石弘文（別府大学）

３ 学童保育の実践と記録 松尾佳香（長崎県大村市指導員）

《実技講座》

４ 心のケア（カウンセリングの手法に学ぶ） 菅原航平（別府大学短期大学部）

《課題別講座》

５ 専門職としての職員集団づくり 吉岡美保（福岡県遠賀町指導員）

６ 学童保育と指導員をめぐる情勢と課題 千葉智生（全国学童保育連絡協議会）

●申し込み・問い合わせ【詳細は別途、チラシをご覧ください】

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

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

【佐賀県にお住まい、もしくはお勤めの学童保育がある方は…】佐賀県放課後児童クラブ連

絡会

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

【大分県にお住まい、もしくはお勤めの学童保育がある方は…】大分県放課後児童クラブ連

絡協議会

【上記の県以外からの申し込みは…】福岡県学童保育連絡協議会

〒805-0067 北九州市八幡東区祇園2-4-22

TEL 093-662-6000 FAX 093-662-6006

●後 援（予定）福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・沖縄県ほか

●なお、九州（熊本）会場は2021年９月12日（日）に開催します。

第46回全国学童保育指導員学校

九州（福岡）会場

受付（入室） 全体会 休憩 受付（入室） 講座



●と き 2021年６月27日（日）午前10時30分～午後４時15分

●開催方法 Zoomによるオンライン開催

●日 程 9:40 10:30 12:30 13:15 13:45 16:15

●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 （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）

◆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。申し込み方法については、後日、できあがるチ

ラシをご覧ください。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

〒760-0079 高松市松縄町1142-7 こぶし中央保育園内のびっこ教室

TEL 080-2989-8093 FAX 087-866-3284

【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

【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）

【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 090-8280-7247（澤本） FAX 088-863-2001

【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

第46回全国学童保育指導員学校

四国会場

受付（入室） 全体会 休憩 受付（入室） 講座



●と き 2021年７月18日（日）午後１時～午後４時40分

●開催方法 Zoomによるオンライン開催

●日 程 12:20 13:00 14:40 15:00 16:40

●受講料 2,500円（税込）

●申し込み締切 ６月30日（水）（キャンセルする場合は７月２日までにお願いします）

◆全体会 基調報告 全国学童保育連絡協議会

全体講義 「子どもの問題のなかに発達をみる

～発達という視点から見えてくること～」

講師・加藤弘通（北海道大学）

◆講座 〈講師〉

《入門講座》

１ 学童保育の役割と指導員の仕事（基礎講座） 久保田 翔（北海道札幌市指導員）

２ 学童保育で大切にしたいあそびと生活 代田盛一郎（大阪健康福祉短期大学）

《理論・実践講座》

３ 高学年を含めた学童保育の生活づくり 太田一徹（北海道教育大学）

４ 発達障がい児の子どもたちの支援 戸田竜也（北海道教育大学）

５ 子どもの生活を保護者と伝え合う 斉藤昌子（北海道帯広市指導員）

６ 学童保育と指導員をめぐる情勢と課題 高橋 誠（全国学童保育連絡協議会）

●申し込み方法 申込用紙、申込先アドレスは「北海道学童保育連絡協議会」ホームページ

にありますので、メールでお申し込みください。受講料はホームページを

ご覧の上、下記の口座にお振込みください。

●申し込み・問い合わせ先 北海道学童保育連絡協議会

〒060-0806 札幌市北区北６条西６丁目２-12 第１山崎ビル１F

TEL&FAX 011-756-2800

（郵便振替）口座番号 19040－20998901 全国学童保育指導員学校（北海道会場）準備会

（銀行振替）北洋銀行北二十四条支店 普通 4150147 北海道学童保育連絡協議会

●後 援（予定）北海道・北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委員会

社会福祉法人北海道社会福祉協議会・公益財団法人北海道青少年育成協会・公益財団法人

さっぽろ青少年女性活動協会

受付（入室） 全体会 休憩 講座

第46回全国学童保育指導員学校

北海道会場
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