
 

 

 

 

 

 

～「改正児童館ガイドライン」を学ぶ・考える・実践する～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主催】 公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団 

【協力】 一般財団法人 児童健全育成推進財団 

【後援】 

仙台市，仙台市教育委員会，仙台市 PTA協議会，仙台市地域子育て支援クラブ連絡協議会 

宮城県児童館・放課後児童クラブ連絡協議会，全国児童厚生員研究協議会，河北新報社 

朝日新聞仙台総局，読売新聞東北総局，毎日新聞仙台支局，産経新聞社東北総局 

共同通信社仙台支社，時事通信社仙台支社，NHK仙台放送局，TBC東北放送，仙台放送 

ミヤギテレビ，KHB東日本放送 

  

第３回 

開催日時 
平成31 年2 月24 日（日）10:00-17:00 

開催場所 
仙台市戦災復興記念館（仙台市青葉区大町 2-12-1） 



 

■ テーマ 

第 1 回では「子どもの育つ遊びの力・遊びの魅力」をテーマに，第 2 回では「遊びのプロフェッショナ

ル・児童館の専門性を考える」をテーマに開催し，参加者それぞれが学び，それぞれの立場で児童館

業務に活かしてきました。そうした中，平成30年10月1日付けで，厚生労働省から「改正児童館

ガイドライン」が発出されました。 

そこで，今回の児童館フォーラムでは，第 1 回・第 2 回で学んだことをベースに，改正児童館ガイ

ドラインの策定プロセスも含めた趣旨や内容そのものについて学ぶとともに，実践していくために必要な

これからの児童館のあり方や課題について考えます。 

子ども一人ひとりにとっての児童館職員の役割・児童館の役割について，主体である児童館職員

や児童館運営団体と関係機関をはじめとした児童館にかかわる方々と共に考える場とします。 

 

■ 日程 

10:00～11:30 90分 ミニ講座 各会議室 

12:20～12:50 30分 ポスターセッション 1階ロビー 

13:00～14:30 90分 特別講演 2階 記念ホール 

14:45～16:15 90分 分科会 各会議室 他 

16:30～17:00 30分 分科会報告 2階 記念ホール 

17:30～18:30 60分 交流会 2階 レストラン 

 

■ 内容 

13:00～14:30 

 

【講師】 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 児童環境づくり専門官 依田 秀任 氏 

【会場】 2階記念ホール 

 

このプログラムは，児童健全育成推進財団「改正児童館ガイドライン普及キャンペーン」との 

連携により，改正児童館ガイドライン説明会（北海道・東北ブロック）として実施します。 

  

特別講演 「児童館ガイドラインの改正について」 



 

14:45～16:15 

第１分科会 「子どもをまん中に～学校と家庭と児童館と～」 

【会場】 5階第 1・第 2和室 

【内容】 学校・保護者・児童館の連携が求められている今日，日常よく起こりうる事例をお芝居で

観て，三者の立場になってグループで考え，三者連携における課題や手法，役割分担

について，参加者全員で意見交換しながら考えます。 

【演劇】 仙台シアターラボ 

 

 

第２分科会 「子どもの権利と理想の児童館」 

【会場】 2階記念ホール 

【内容】 “子どもの最善の利益”や“子どもの意見の尊重”というキーワードで，実践事例を交えたト

ークセッションを行い，子どもの権利について理解を深め，実際の児童館活動における子

どもの権利へのアプローチから理想の児童館像を考えます。 

【パネリスト】 

・ 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 児童環境づくり専門官 依田 秀任 氏 

・ 一般財団法人 児童健全育成推進財団 総務部部長 阿南 健太郎 氏 

・ こどもフォーラム 代表 原 京子 氏 

※石巻市子どもセンター・スーパーバイザー／愛西市永和児童館・アドバイザー 

・ 枡江児童館 館長 福谷 佳子 

 

 

第３分科会 「児童館はなんでも屋？～児童館事業と児童クラブ事業の両立を子育て支援の 

観点から考える～」 

【会場】 4階第 4会議室 

【内容】 児童館事業と児童クラブ事業の両立や学童・乳幼児の子育て支援についてグループワー

クを行い，児童館における子育て支援の役割や地域資源の活用について考えます。 

 

 

第４分科会 「運動遊びと健全育成～運動遊びとは？～」 

【会場】 5階会議室 

【内容】 運動遊びの効果について，健康や情操，健全育成をキーワードに講師からの学術的な

見解いただきながら考えます。また，グループで遊びを体験し，その中から遊びの要素を見

出し，その体験を通して，“これだって運動遊び！”という気付きの場とします。 

【講師】 仙台大学 体育学部 子ども運動教育学科 教授 原田 健次 氏 

  

分科会 改正児童館ガイドラインの各章の内容を踏まえながら学び，考えます。 



 

10:00～11:30 

第１会場 「絵本の世界」～絵本の世界を広げよう～ 

【会場】 5階第 1・第 2和室 

【内容】 絵本専門士による，幼児向け・小学校低学年向けの絵本の紹介とおはなし会プログラム

の実践を体験します。 

【講師】 絵本専門士 3名（伊藤 ひろえ 氏，黒澤 浩子 氏，太宰 明子） 

 

 

第２会場 「脳が喜ぶ！心が笑う！臨床美術」～感じるが気付くにつながる～ 

【会場】 4階第 3会議室 

【内容】 五感を使い楽しみながら，絵画や彫刻などに取り組むことで脳を活性化させ，心のケアに

つなげる臨床美術について，美術と脳の働きの解説と制作体験を行います。 

【講師】 臨床美術士 3名 

※東北福祉大学社会貢献・地域連携センター予防福祉健康増進推進室仙台元気塾 

 

 

第３会場 「音楽の世界」～言葉・声遊びから声によるアンサンブルへ～ 

【会場】 4階第 4会議室 

【内容】 参加者同士で言葉や声遊びを行いながら，身近にある“音“を活用して遊ぶことの意味や

効果を体験的に学び，「豊かな感受性」を育むことの大切さを考えます。 

【講師】 前 八乙女児童館 館長 大谷 義昭 氏 

 

 

第４会場 「RPG劇遊びの世界」～大震災にジャンプ・イン～ 

【会場】 5階会議室 

【内容】 大震災をテーマとした当財団オリジナル物語「老人会と夏休み」を素材に，ゲームや問答

を組み込んだ RPG劇遊びづくりを体験します。 

【サポーター】 （公財）仙台ひと・まち交流財団 HTM プロジェクト 

 

  

ミニ講座 “情操”をゆたかにする遊びの意味や効果について，体験的に学びます。 



 

16:30～17:00 

【会場】 ２階記念ホール 

【報告者】 

第 1分科会 八乙女児童館 主任 庄子 珠美 

第 2分科会 木町通児童館 主任 齊藤 寿一郎 

第 3分科会 七郷児童館 主任 今野 明美 

第 4分科会 遠見塚児童館 主任 佐々木 由有紀 

【総評】 厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 児童環境づくり専門官 依田 秀任 氏 

 

 

17:30～18:30 

【会場】 ２階レストラン 

【会費】 会費（3,000円）は，交流会の会場でいただきます。 ※事前申込制 

 

 

 

「じどうかん工作遊び作品展」 

児童館で行っている工作遊びで作った作品を募集しました。材料・費用の他，子どもたちの様子

等も紹介し，“工作遊び見本市”として，9作品を 1階ロビーに展示しています。 

  

報告会 各分科会の報告と特別講演の講師から総評をいただきます。 

交流会 立食形式による参加者の交流会です。講師の方々も参加されます。 

ロビー展 参加者の情報交換・意見交換による交流を深める場です。 

児童館 作品名 

高砂児童館 雑紙アート 

枡江児童館 

にぎにぎマラカス 

羊毛フェルトボールで雪だるま 

スルスル木のぼりくん 

ビー玉指輪 

フェルトのコサージュ 

人来田マイスクール児童館 ペットボトルでつくる“デコチャーム” 

上野山児童館 フレーベルの星（ドイツのクリスマスかざりの星） 

八乙女児童館 じゅず玉アクセサリー作り 



 

「ポスターセッション」 

情報交換・意見交換の機会として，各分科会のテーマに沿った活動報告や実践事例の成果を

募集しました。22枚のポスターを 1階ロビーに掲示しています。 

 

 

 

  

分科会 タイトル 所 属 氏 名 

第 1分科会 

学校・家庭・児童館の役割と連携 泉ケ丘児童センター 浅沼 和恵 

保護者とともに考える子どもの自立 北中山児童センター 数野 祐子 

学校・家庭・児童館の役割と連携 高砂児童館 土屋 恵子 

学校・家庭・児童館の役割と連携 柳生児童館 山本 恵理子 

児童館の役割を知ってもらうために 子ども育成課 後藤 敬二 

第 2分科会 

子どもの権利と児童館の役割 泉ケ丘児童センター 浅沼 和恵 

児童の地域参画、初めの一歩 木町通児童館 齊藤 寿一郎 

子どもが主体の活動に寄り添う 木町通児童館 佐藤 梨絵 

子どもの権利と児童館の役割 高砂児童館 土屋 恵子 

児童館で子どもの権利を考える 枡江児童館 福谷 佳子 

子どもの権利と児童館の役割 柳生児童館 山本 恵理子 

子どもの権利と児童館の役割 子ども育成課 後藤 敬二 

第 3分科会 

児童館の子育て支援～乳幼児親子支援から～ 川平ﾏｲｽｸｰﾙ児童館 伊藤 和江 

子育て支援の壁にぶつかる時～学童期の家庭支援を 

考える～ 
七郷児童館 今野 明美 

地域連携でみる児童館（課題の共有とその改善策を 

探る） 
鶴が丘児童センター 田名網 典子 

遠見塚児童館における子育て支援事業について 遠見塚児童館 千葉 卓 

『いわきり子育てネットワーク』について 岩切児童館 羽賀 崇子 

児童館をパンクさせないために 子ども育成課 後藤 敬二 

第 4分科会 

運動遊びの意義 泉ケ丘児童センター 浅沼 和恵 

運動遊びのこれまでとこれから 高砂児童館 土屋 恵子 

「運動遊びワーキング報告書」についての考察 柳生児童館 山本 恵理子 

あそびと健康増進 子ども育成課 後藤 敬二 



 

■ 第 3回児童館フォーラム 企画運営委員 

 

分科会 所 属  氏 名 
児童健全育成推進財団 

認定資格 

第 1分科会 

桜ケ丘ﾏｲｽｸｰﾙ児童館 館長 太宰 明子 児童厚生一級指導員 

八乙女児童館 主任 庄子 珠美 児童厚生一級指導員 

北中山児童センター 主任 数野 祐子 児童厚生二級指導員 

第 2分科会 

枡江児童館 館長 福谷 佳子 児童厚生二級指導員 

木町通児童館 主任 齊藤 寿一郎 児童厚生一級特別指導員 

西多賀児童館 主任 伊藤 有紀 児童厚生一級指導員 

第 3分科会 

川平ﾏｲｽｸｰﾙ児童館 館長 伊藤 和江 児童厚生一級指導員 

七郷児童館 主任 今野 明美 児童厚生一級特別指導員 

将監児童センター 児童厚生員 齋藤 俊介 児童厚生二級指導員 

第 4分科会 

遠見塚児童館 主任 佐々木 由有紀 児童厚生一級特別指導員 

子ども育成課育成支援係 児童厚生員 前田 高幸 児童厚生二級指導員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 主催者 

（公財）仙台ひと・まち交流財団 子ども育成課子ども育成係 

〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 2-12-1 

TEL 022-268-5079  FAX 022-225-2791 

E-mail  kodomo04@hm-sendai.jp 

http://www.hm-sendai.jp/jidoukan/ 

 

本日のご感想・ご意見・ご要望等を上記メールアドレスまたはウェブサイト内のお問い合わせページの 

入力フォームより承ります。 

 

mailto:kodomo04@hm-sendai.jp
http://www.hm-sendai.jp/jidoukan/

