
学童保育指導員の資質向上と学童保育の内容充実を目的として開催されている「全国学童

保育指導員学校」。2022年度は、「新型コロナウイルス感染症」拡大防止の観点から、オンラ

インを活用して、全国10会場で開催の準備をすすめています。

2015年度から、都道府県が実施する「放課後児童支援員認定資格研修」がはじまりました。

この研修の目的は、「放課後児童支援員」として必要な知識及び技能を補完し、「放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準」と「放課後児童クラブ運営指針」にもとづく

「放課後児童支援員」の役割と育成支援の内容などについての共通理解を得るために必要最低

限の知識と技能の習得、それを実践する際の基本的な考え方や心得を認識することです。

全国学童保育連絡協議会は、「資格を取得することは学童保育で仕事をするうえでのあくま

で入り口であること」「指導員の質と力量を高めるには自己研鑽と現任研修が必要であること」

として、全国学童保育指導員学校の内容をさらに拡充して開催してきています。

この指導員学校は、各地域で実践を積み重ねている指導員が、それぞれの実践を持ち寄っ

て、ふり返り、集団で検討するなかで、学童保育の役割と指導員の仕事内容を確かめ、「子ど

もにとってどうだったのか」という視点で実践を検証することで子どもの最善の利益を追求

してきました。また、こうした学びの機会を持つことが、指導員が働きつづける大きな支え

になっています。一人ひとりが主体的に学び、皆でつくる指導員学校にしていきましょう。

＊どの会場でも受講できます。複数の会場を受講することもできます（受講料はそれぞ

れ必要です）。

＊連絡協議会等の加盟・未加盟にかかわりなく、どなたでも受講できます。保護者や行

政職員の方々も受講できます。

＊お問い合わせは、全国連協事務局または開催地の連絡協議会まで。

＊案内・申込書があります。全国連協事務局または地域の連絡協議会で取り扱っていま

すのでご請求ください。

日 程

南関東会場 2022年６月５日（日）

西日本（岐阜）会場 2022年６月５日（日）

九州（福岡）会場 2022年６月５日（日）

西日本（和歌山）会場 2022年６月12日（日）

西日本（鳥取）会場 2022年６月12日（日）

九州（熊本）会場 2022年６月19日（日）

北関東会場 2022年６月26日（日）

四国会場 2022年６月26日（日）

北海道会場 2022年７月３日（日）

東北会場 2022年７月10日（日）

第47回全国学童保育指導員学校のご案内
主催／全国学童保育連絡協議会



●と き 2022年６月５日（日）午前10時～午後４時30分

●開催方法 Zoomによるオンライン開催

●日 程 9:15 10:00 12:00 12:45 13:30 16:30

●受講料 2,500円（税込）

●申し込み期間 ５月６日（金）～23日（月）

◆全体会（午前） 基調報告 全国学童保育連絡協議会

パネルディスカッション 「今大切にしたい学童保育の“なかま”～つながる・つなげる

子どもたちが安心してあそび、育ちあうために～」

コーディネーター 高橋 誠（東京都文京区指導員）

パネラー 飛鳥井祐貴（神奈川県横須賀市指導員）

小野さとみ（東京都町田市指導員）

後藤隆章（静岡県富士市保護者）

◆講座（午後） 〈講師〉

《基礎講座》

１ 学童保育とはなにか、指導員の仕事・役割はなにか 清水純子（東京都目黒区指導員）

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 飛鳥井祐貴（神奈川県横須賀市指導員）

《実践講座》

４ 学童保育の生活とあそび 内海洋子（神奈川県平塚市指導員）

５ 子どもの生活を保護者と伝えあう 小野さとみ（東京都町田市指導員）

６ 学童保育における安全を考える 八木晶子（神奈川県横浜市指導員）

７ 学童保育指導員の職業倫理を考える～チームで守る子どもの人権～

高橋 誠（東京都文京区指導員）

《理論講座》

８ 子どもの発達の仕組みを学ぶ 荒井育恵（元大宮開成中学・高校養護教諭）

９ 発達障害の子どもたちの理解と支援 後藤隆章（横浜国立大学）

《特別講座》

10 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会長）

●申し込み方法

受講料を入金の上、以下のフォームを使って千葉県学童保育連絡協議会へお申し込みくだ

さい。

https://forms.gle/EL8FCWzQJuxa2WT86

申込み後に、chibagakudokenshu@gmail.com から自動返信メールが届きます。メール

を受け取ることができるよう、設定しておいてください。

●振込先

ゆうちょ銀行 00110-2-79615名義：千葉県学童保育指導員学校

他銀行からは 〇一九（ゼロイチキュウ）店（019）当座0079615

振込手数料については振込人負担になりますので、ご了承ください。

●申し込み・問い合わせ先

お問い合わせは、メールで千葉県学童保育連絡協議会 chibagakudo@nifty.com へお願

いします。

●後援 千葉県（予定）

受付（入室） 全体会 休憩 受付（入室） 講座

第47回全国学童保育指導員学校

南関東会場



●と き 2022年６月５日（日）午前10時～午後４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 16:30

●受講料 2,500円（税込）

●申し込み締切 ５月20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 「コロナ時代と子どもの願い あたりまえだけど大切なこと」

講師・春日井敏之（立命館大学）

◆講座（午後） 〈講師・助言者〉

《基礎講座》

１ 学童保育の役割と指導員の仕事 竹内隆人（愛知県名古屋市指導員）

２ 子どもの理解とはたらきかけ 市川建史（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 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（静岡県立大学短期大学部講師）

５ 子どもの発達を学ぶ 春日井敏之（立命館大学）

《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（元桜花学園大学）

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 コロナ禍の学童保育をめぐる情勢 垣内国光（明星大学名誉教授）

●申し込み方法

申し込みフォームから申し込み

https://forms.gle/iUzaffY37vhZVbkB7

振込先：【名義】全国学童保育指導員学校岐阜実行委員会

郵便局から振り込む場合 【記号】12420【番号】22816781

銀行から振り込む場合 【店番号】248【預金種目】普通【口座番号】2281678

●問い合わせ先：岐阜県学童保育連絡協議会

TEL・FAX 0573-22-9722 Email：gifu-gakudou@rondo.ocn.ne.jp

第47回全国学童保育指導員学校

西日本（岐阜）会場

受付（入室） 全体会 休憩 受付（入室） 講座



●と き 2022年６月５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（火）

◆全体会（午前） 基調報告 全国学童保育連絡協議会

全体講義 「子どもとともにいまを生きる

～子どもの声が聞こえてくるには」

講師・杉田真衣（東京都立大学）

◆講座（午後） ＜講師＞

《基礎講座》

１ 学童保育の役割と指導員の仕事 吉岡美保（福岡県遠賀町指導員）

２ 障害のある子どもの基礎理解 田中裕司（別府大学短期大学部非常勤講師）

《生活づくり実践講座》

３ 子ども理解と学童保育の生活づくり 松尾佳香（長崎県大村市指導員）

４ 学童保育の実践と記録 宮里 匠（沖縄県浦添市指導員）

５ 障害のある子どもとともにどう生活をつくるか 福岡県学童保育連絡協議会指導員会

《実技講座》

６ 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》

７ 専門職としての職員集団づくり 大分県由布市学童保育連絡協議会

８ 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】

【福岡県に住所あるいは勤務先の学童保育がある方は】福岡県学童保育連絡協議会

【佐賀県に住所あるいは勤務先の学童保育がある方は】佐賀県放課後児童クラブ連絡会

【長崎県に住所あるいは勤務先の学童保育がある方は】長崎県学童保育連絡協議会

【大分県に住所あるいは勤務先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

【沖縄県に住所あるいは勤務先の学童保育がある方は】沖縄県学童保育連絡協議会

【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・沖縄県ほか各市町村

第47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 2022年６月12日（日）午前10時～午後４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 16:30

●受講料 2,500円（資料代含む、送料・税込）※キャンセルの場合は、５月20日

（金）までは返金対象。それ以降は資料の発送をもって対応とします。

●申し込み締切 ５月20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 「子ども理解とつながり 学童保育指導員の仕事」

講師・船越 勝（和歌山大学）
◆講座（午後） 〈講師・助言者〉
《基礎講座》各講座80回線
１ 学童保育の役割と指導員の仕事 森 徹（京都府京都市指導員）
２ 子どもの理解とはたらきかけ 田中一将（滋賀県湖南市指導員）
３ 高学年を含めた学童保育の生活づくり 重木奈穂美（石川県津幡町指導員）
《理論講座》各講座80回線
４ 子どもの権利を大切にする学童保育 久保田貢（愛知県立大学）
５ 家庭支援を含めた愛着障害を学ぶ

高橋順治（奈良県生駒市ことばの教室特別支援教育士スーパーバイザー）
６ 障害のある子ども理解を深め、ともに育ちあう 山﨑由可里（和歌山大学）
７ 子どもの発達を学ぶ 大西真樹男（元小学校教員）
８ 多様な性と子どもたち 杉田真衣（東京都立大学）
《実践講座》各講座40回線
９ 学童保育の生活と集団づくり 船越 勝（和歌山大学）
10 年間指導計画と日々の記録 二宮衆一（和歌山大学）
11 学童保育の生活とあそび 代田盛一郎（大阪健康福祉短期大学）

●申し込み方法・流れ
下記の（１）（２）（３）の該当する方法にてお申し込みください。
（１）『地域連協に所属している団体・個人』
各地域連協にお問い合わせください。団体申込用エクセルファイルをお渡しします。
（２）『地域連協に所属していない団体』
お住まいの地域連協にお問い合わせください。団体申込用エクセルファ
イルをお渡しします。
（３）『地域連協に所属していない個人』
右のQRコードを読み取り、リンク先のフォームよりお申し込みください。
（２）（３）のいずれかでお申し込み後、３日以内に下記の入金先へご入
金ください。振込票は必ず保管してください。※振込手数料は各自負担
●入金先 郵便振替の場合【記号】14700【番号】03916451

他の金融機関から振込の場合 ゆうちょ銀行 【店名】四七八（読み ヨンナナハチ）
【店番】478【預金種目】普通預金【口座番号】0391645
【口座名義】ワカヤマケンガクドウホイクレンラクキョウギカイ
●問い合わせ先
石川県学童保育連絡協議会 isgakuho@beach.ocn.ne.jp（担当：河内）
滋賀県学童保育連絡協議会 shiga-gakudou@maia.eonet.ne.jp（担当：大橋）
京都学童保育連絡協議会 gakudo-k@silk.plala.or.jp（担当：出射）
奈良県学童保育連絡協議会 info@gakudou-naracomi.com（担当：森嶋）
和歌山県学童保育連絡協議会 w_gakudou2016@yahoo.co.jp（担当：前田）

●後援 和歌山県

受付（入室） 全体会 休憩 講座

第47回全国学童保育指導員学校

西日本（和歌山）会場



●と き 2022年６月12日（日）午前10時～午後４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 13:00 13:30 16:30

●受講料 2,500円（資料代含む、送料・税込）※キャンセル締切後は、資料の発

送をもってかえさせていただきます

●申し込み・キャンセル締切 ５月18日（水）

◆全体会（午前） 基調報告 全国学童保育連絡協議会
全体講義 「コロナ禍を生きる子どものからだと心」

講師・野井真吾（日本体育大学）
◆講座（午後） 〈講師・助言者〉
《基礎講座》
１ 学童保育の役割と指導員の仕事（定員：80回線） 五百蔵諭（兵庫県播磨町指導員）
２ 子どもの理解とはたらきかけ（定員：80回線） 福 武利（大阪府寝屋川市指導員）
３ 高学年にとっての学童保育の生活 小野智子（岡山県岡山市指導員）
《理論講座》
４ 子どもの発達を学ぶ（定員：80回線） 川地亜弥子（神戸大学）
５ 子どもの権利とは（定員：80回線） 秋川陽一（関西福祉大学）
６ 学童保育における家庭支援と保護者への対応（定員：80回線）

瀬戸山悠（くらしき作陽大学）
７ 障がいのある子ども理解 三木裕和（元鳥取大学）
８ 指導員としてのコミュニケーション力～こんな時代だからこそつながりを見つめなおす
（定員：80回線） 生島典子（フリーライター、三多摩学童保育連絡協議会）

《実践講座》
９ 学童保育の集団づくり（定員：40回線） 福田敦志（大阪教育大学）
10 学童保育のあそびを学ぼう（定員：40回線） 大谷直史（鳥取大学）
11 保育実践にいかす記録（定員：40回線） 甲斐真知子（元小学校教諭）
12 コロナ禍の生活づくり（定員：40回線） 楠 凡之（北九州市立大学）

●申し込み先
申し込みアドレス s.gakkou.tottori+entry@gmail.com

●振り込み先【郵便振替】 記号15270 番号7622941
【他金融機関からの振込】

店名：五二八（ごにはち） 店番：528 口座番号：0762294
【口座名義】 鳥取県学童保育連絡協議会

●お申し込み
受講料を入金…振込先口座へ入金し振込票を保管してください（手数料は振込人負担）。
申し込み…申し込みアドレスもしくはQRコードより「件名：指導員学校申込み、本文：
氏名」を記載しメールを送信。送信後、申込フォームのURLが送られてきますのでそち
らより入力してください。
●問い合わせは勤務地の連絡協議会まで
大阪学童保育連絡協議会 office@gakudou-osaka.net
兵庫県学童保育連絡協議会 s.gakkou.hyogo@gmail.com
岡山県学童保育連絡協議会 nakashimagakudou@outlook.com
広島県学童保育連絡協議会 hirogaku@siren.ocn.ne.jp
その他の地域・鳥取県学童保育連絡協議会 s.gakkou.tottori@gmail.com
●後援予定 鳥取県 鳥取県教育委員会 鳥取市 鳥取市教育委員会

第47回全国学童保育指導員学校

西日本（鳥取）会場

受付（入室） 全体会 休憩 受付（入室） 講座



●と き 2022年６月19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 9:20 10:00 12:00 12:50 13:30 16:00

●受講料 2,500円（税込）

●申し込み締切 ５月31日（火）

◆全体会（午前） 基調報告 全国学童保育連絡協議会

全体講義 「子どもとともにいまを生きる

～子どもの声が聞こえてくるには」

講師・杉田真衣（東京都立大学）

◆講座（午後） ＜講師＞

《基礎講座》

１ 学童保育の役割と指導員の仕事 藤原肇子（熊本県合志市指導員）

２ 障害のある子どもの基礎理解 松﨑 優（鹿児島県第一幼児教育短期大学）

《生活づくり実践講座》

３ 子ども理解と学童保育の生活づくり 松尾佳香（長崎県大村市指導員）

４ 学童保育の実践と記録 宮里 匠（沖縄県浦添市指導員）

５ 障害のある子どもとともにどう生活をつくるか 佐藤久住（大分県特別支援学校教諭）

《実技講座》

６ 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》

７ 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）

８ 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】

【熊本県に住所あるいは勤務先の学童保育がある方は】熊本県学童保育連絡協議会

【宮崎県に住所あるいは勤務先の学童保育がある方は】宮崎県放課後児童クラブ連絡協議会

【鹿児島県に住所あるいは勤務先の学童保育がある方は】鹿児島県児童クラブ連絡協議会

【上記の県以外からの申し込みは】熊本県学童保育連絡協議会

〒861-8083 熊本市北区楡木５丁目２-１-201

TEL 096-200-6197 FAX 096-200-6198

●後 援（予定）熊本県・宮崎県・鹿児島県ほか各市町村

第47回全国学童保育指導員学校

九州（熊本）会場

受付（入室） 全体会 休憩 受付（入室） 講座



●と き 2022年６月26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 9:15 10:00 12:00 13:00 16:00

●受講料 2,000円（税込）

●申し込み締切 ６月13日（月）

◆全体会 基調報告 全国学童保育連絡協議会
全体講義 「コロナ禍での子どもの心と身体」

講師・野井真吾（日本体育大学）
◆講座（午後） 〈講師〉
《入門講座》
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）
２ 学童保育の一日と指導員の仕事・毎日の実務 河野伸枝（埼玉県飯能市指導員）
３ 日々の記録から実践の記録へ 橋本晶子（埼玉県坂戸市指導員）
《理論講座》
４ 子どもの発達を学ぶ 高橋浩平（東京都杉並区立桃井第一小学校校長）
５ 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）
６ 発達障害の子どもたちの理解と支援 三木裕和（元鳥取大学・元特別支援学校教諭）
７ 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）
８ 教室の中の子どもたち 土佐いく子（元小学校教諭）
９ ネット世界の子どもたち ネットやＳＮＳと付き合うリテラシー

渡辺雅之（大東文化大学）
10 児童虐待を考える 小宮純一（ジャーナリスト）
11 生（いのち）と性のおはなし 上田美和（栃木県宇都宮市・助産師）
12 感染症とどう関わったらよいか～新型コロナウイルス感染症の変異のなかで～

高﨑麻美（富山大学附属病院小児科助教）
《実践講座》
13 子どもの生活を保護者と伝え合う 鶴貝りさ（栃木県足利市指導員）
14 学童保育の職員集団と職員会議のあり方を考える

嘉村祐之（全国学童保育連絡協議会）
《運動に関わる講座》
15 学童保育の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会長）

●申し込み方法
詳細は、後日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を

ご参照ください。

●申し込み・問い合わせ先
埼玉県学童保育連絡協議会
TEL 048-644-1571 FAX 048-644-1572 gakudoust@yahoo.co.jp

●後援
（予定）埼玉県

受付（入室） 全体会 休憩 講座

第47回全国学童保育指導員学校

北関東会場



●と き 2022年６月26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（桜美林大学）

◆講座（午後） 〈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

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（公認心理師）

４ 日々の記録を重ね、子どもたちによりよい学童保育を 依頼中

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 住所あるいは勤務先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】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

【徳島県】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】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】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】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

第47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 2022年７月３日（日）午後１時～午後５時20分

●開催方法 Zoomによるオンライン開催

●日 程 12:20 13:00 15:00 15:20 17:20

●受講料 2,500円（税込）

●申し込み締切 ６月17日（金）（キャンセルする場合は６月17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 「指導員の専門性を考える」

講師・松田洋介（大東文化大学）

◆講座（午後） 〈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） 杉谷美智子（愛知県名古屋市指導員）

２ 学童保育で大切にしたいあそびと生活 山﨑 泰（北海道札幌市指導員）

《理論・実践講座》

３ 高学年を含めた学童保育の生活づくり 飛鳥井祐貴（神奈川県横須賀市指導員）

４ 障がいのある子どもたちへの支援 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 河野伸枝（埼玉県飯能市指導員）

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 「北海道学童保育連絡協議会」ホームページに掲載されている方法（申し

込みフォームまたはメール）で申し込みください。受講料はホームページ

をご覧の上、下記の口座にお振り込みください。

●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

（銀行振込）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47回全国学童保育指導員学校

北海道会場



●と き 2022年７月10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 9:30 10:30 12:30 13:45 16:15

●受講料 2,500円（税込）

●申し込み締切 ６月17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 「子どもとともに生きるために」

講師・杉田真衣（東京都立大学）
◆講座（午後） 講師・助言者
１【基礎講座】求められる学童保育指導員の役割

高橋 誠（全国学童保育連絡協議会・東京都文京区指導員）
２【実践交流】学童保育の生活づくり～学童保育の生活とあそび～

岩手県学童保育連絡協議会
３【実践交流】保護者と指導員 よりよい信頼関係を築くために

山形県学童保育連絡協議会
４【実践交流】学童保育の「食」のひととき～「食」をとおして子どもの育ちを支える～

助言者：平本福子（宮城学院女子大学名誉教授・学童保育の「食」を考える会代表）
５【講義】発達障害児への理解と支援（作業療法の視点から）

倉澤茂樹（福島県立医科大学）
６【講義と交流】子どもの心を支援する指導員の心のケア

畑山みさ子（宮城学院女子大学名誉教授）
７【講義と交流】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）

●申し込み方法 青森・岩手・宮城・山形・福島に住所あるいは勤務先の学童保育がある場
合は、各県連絡協議会に、５県以外の方は山形県学童保育連絡協議会に申
し込んでください。詳細は、各県連協にお問い合わせいただくか、できあ
がるチラシをご覧ください。

●申し込み・問い合わせ先
【青森県】青森県学童保育連絡協議会準備会
〒039-1165 八戸市石堂1丁目23-11 城北仲よしクラブ内
TEL 0178-20-6260 FAX 0178-38-1887 spgv5vd9@coffee.ocn.ne.jp

【岩手県】岩手県学童保育連絡協議会
〒020-0122 盛岡市みたけ三丁目38-20 岩手県青少年会館内
TEL・FAX 019-681-0651 iwate-gakudou@iaa.itkeeper.ne.jp

【宮城県】宮城県学童保育連絡協議会
〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡５番地 みやぎNPOプラザNO.６
FAX 022-256-0533（共同受信） miyagi.gakudou@gmail.coｍ

【山形県】山形県学童保育連絡協議会
〒990-0036 山形市三日町二丁目1-17 アパートメントFlat-C
TEL 023-674-9782 FAX 023-674-9783 ken-gakudou@bz04.plala.or.jp

【福島県】福島県学童クラブ連絡協議会
〒960-8141 福島市渡利字八幡町120渡利小学校敷地内渡利学童保育きりん教室内
TEL・FAX 024-521-2362 fukushimaken.gakudou.club@gmail.com

＊上記５県以外の方は、山形県学童保育連絡協議会へお問い合わせください。

受付（入室） 全体会 休憩 講座

第47回全国学童保育指導員学校

東北会場


