
 

 

 

 

 

 

～遊びが子どもをかえる・子どもが遊びをかえる～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

 

ご参加の皆さまへ 

新型コロナウィルス感染症等の対策として、会場の各階各所に手指消毒液を設置する等の対応をいた

します。ご参加される皆さまにおかれましても、咳エチケットの他、うがいや手洗いを積極的に行う、マスクを

着用する等、体調管理をお願いします。万一、発熱等の症状がありましたら、開催中であってもご参加を

お控えください。感染防止にご理解、ご協力をお願いいたします。 

  

第 4 回 

開催日時 
令和 2 年 2 月 23 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 

それぞれのテーマを設定して開催してきた児童館フォーラムは，各回とも改めて“児童に健全な遊び

を与えて，その健康を増進し，情操をゆたかにする”という児童館の設置目的を踏まえた児童館事業

のあり方について学び，考えを深めるきっかけとなりました。 

そして，昨年に改正児童館ガイドラインが発出され，それぞれが実践してきましたが，日々の子ど

もたちとの関わりの中で，子どもにとっての遊びについて，その意味や児童館の役割について，より今

日的に実践的に考える必要があるのではないかという認識に至りました。そこで，今年度の児童館フォ

ーラムは，「遊びが子どもをかえる・子どもが遊びをかえる」というテーマで開催します。 

 

かえる・・・子どもが変わる（成長する），遊び方を（自分なりに）変える，遊びのルールを（みんな

が楽しめるように）変える，遊びのプログラムを替える，児童館の基本に立ち返る，童心に帰る etc. 

 

■ 日程 

10:00～11:30 90 分 ミニ講座 各会議室 他 

12:15～12:45 30 分 ポスターセッション 1 階 ロビー 

13:00～14:30 90 分 特別対談 2 階 記念ホール 

14:45～16:15 90 分 分科会 各会議室 他 

16:25～17:00 35 分 分科会報告 2 階 記念ホール 

 

■ その他 

4 階第 4 会議室は参加者用のクローク・休憩所となっていますので，どうぞご利用ください。 

なお，コートや手荷物に荷札をつけ，貴重品はお手元にお持ちください。 

  



■ 内容 

13:00～14:30 

児童館と運動遊びについて，お二人の貴重な対談です。あっという間の盛りだくさんの 90 分です。 

 

【講師】 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 

千葉工業大学創造工学部教育センター 教授 引原有輝 氏 

【会場】 2 階記念ホール 

14:45～16:15 

東京オリンピック・パラリンピックにちなんで，児童館の機能や今日的役割を踏まえ，遊びと運動を

キーワードに，4 つのテーマを設定しました。 

 

第１分科会 「幼児期における運動遊び～その効果と実践～」 

幼児期における運動遊びの意義を再確認し，児童館での幼児対象の運動遊びを再考します。 

【会場】 5 階会議室 

【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 

 

第２分科会 「児童館における運動遊びの展開～“JUMP-JAM”の実践事例から～」 

JUMP-JAM のプログラムのねらいや事例を踏まえて，それぞれの児童館での展開を考えます。 

‣JUMP-JAM（ジャンジャン）公式ウェブサイト https://jump-jam.jp/ 

【会場】 2 階記念ホール 

【講師】 一般財団法人 児童健全育成推進財団 事務局参事 水野かおり 氏 

（JUMP-JAM 認定トレーナー） 

東京都目黒区立平町児童館 館長 志田拓人 氏 

（JUMP-JAM 認定トレーナー） 

 

第３分科会 「ユニバーサルスポーツから学ぶ遊びと運動～誰もが楽しめる遊びへ～」 

前半はユニバーサルの考え方を学び，児童館における遊びの展開のあり方について考えます。後半

は，グループごとにユニバーサルスポーツを創造するワークショップを行います。 

【会場】 地下展示ホール 

【講師】 特定非営利活動法人 ユニバーサルイベント協会 理事長 内山早苗 氏 

 

第４分科会 「遊びといじめ予防～私たちのできること～」 

ドッジボールなどの競い合う遊びが，時にはいじめにつながることもあります。遊ぶことがいじめの予防

になるために私たちはどんな配慮をすればいいのか参加者全員で考えます。 

【会場】 4 階第 2 会議室 

【アドバイザー】 仙台市子供未来局いじめ対策推進室 鎌田和之 氏 

【企画】 仙台ひと・まち交流財団 令和元年度業務検討会 児童館職員メンバー4 名  

特別対談 遊びが子どもをかえる・子どもが遊びをかえる～児童館と運動遊び～ 

分科会 児童館フォーラム 2020～遊び×運動×児童館～ 



 

 

10:00～11:30 

児童館で普段行っている遊びや行事の中から“和”をテーマに 4 つをピックアップ。大人が童心に帰っ

て，遊びを夢中になって（本気で）体験することで，遊びの力に改めて気づくきっかけとします。 

 

第１会場 折紙で遊ぶ～折紙のレパートリーを増やそう！～ 

折り鶴だけが折紙遊びじゃない！折り紙サークルのベテランから学ぶ，作って遊ぶ折り紙講座です。 

【会場】 4 階第 1 会議室 

【講師】 折り紙ボランティア南光台（3 名） 

 

第２会場 茶の湯を体験～児童館での茶の湯ってなんだろう～ 

地域の方や学校の茶道部の協力をいただいて，子どもたちがお茶の体験をする行事があります。そ

のことを踏まえ，前半はお茶の体験，後半は児童館で行うお茶の体験の意義や効果について，

“遊び”をキーワードにグループワークをして考えます。 

【会場】 5 階和室 

【講師（前半）】 大宮育雄 氏（元 児童館館長） 

【ファシリテーター（後半）】 

桜ケ丘マイスクール児童館 館長 太宰明子 

川平マイスクール児童館 館長 伊藤和江 

 

第３会場 仙台すずめ踊りで遊ぶ～お祭り気分で踊ってみよう！～ 

初体験の方，大歓迎！一心不乱に踊ってストレス発散！…ではなく，“踊って遊ぶ”その力に気

付きます。 

【会場】 5 階会議室 

【講師】 仙台・青葉まつり協賛会（5 名） 

 

第４会場 昔遊び体験～上手になりたい大人のための昔遊びクリニック～ 

コマやけん玉の昔遊びの達人たちが，講習会を開きます。その他，めんこやおはじきなどの体験コー

ナーもあります。全てのブースを周って，遊び倒しましょう！ 

【会場】 地下展示ホール 

【企画・講師】 

蓬田拓 氏（こま侍） 

仙台ひと・まち交流財団 児童館・児童センター職員有志 6 名 

  

ミニ講座 大人も遊びを楽しもう！～和で遊ぶ～ 



 

 

16:25～17:00 

【会場】 ２階記念ホール 

【報告者】 

第 1 分科会 遠見塚児童館 主任 佐々木 由有紀 

第 2 分科会 子ども育成課育成支援係 主任 前田 高幸 

第 3 分科会 枡江児童館 館長 福谷 佳子 

第 4 分科会 上野山児童館 主任 新沼 美佐子 

【総評】 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 

 

「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，“工作遊び見本市”として，18 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。 

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。 

作品名 紹介児童館 

たまごモザイク 
枡江児童館 

簡単ステンドグラスの置き物 

沖野こはねのタウン 沖野児童館 

クリスマスツリー 遠見塚児童館 

ユニットおりがみ 
上野山児童館 

クルパラシュート 

『3 れんぱつダンボールてっぽう』 

寺岡児童センター 

マジックスクリーン 

空気砲 

スーパーボールひこうき 

はばたくチョウチョ 

Kuru Kuru Fish(くるくるフィッシュ) 

東京都目黒区立平町児童館 

オンリーワン 

トコトコ 

ムシムシ 

キラキラ 

パタパタ 

水族館 



 

 

 

「ポスターセッション」 

情報交換・意見交換の機会として，「遊びが子どもをかえる・子どもが遊びをかえる」をテーマに，各

児童館における活動報告や実践事例の成果について募集し，16 枚のポスターを 2 階ロビーに掲

示しています。 

  

表 題 所 属 氏 名 

ひと・まちから児童館が「かわる」 

子ども育成課 後藤 敬二 幼児対象活動が「かわる」 

「かわる」ものと変わらないもの 

理想の児童館作りを目指して 枡江児童館 福谷 佳子 

遊びが関わる力を作る 枡江児童館 山本 優子 

子どもが決める遊戯室での遊び 遠見塚児童館 

佐々木 由有紀 

國谷 真弓 

子どもと自立 

七郷児童館 今野 明美 これからの幼児親子活動 

児童クラブのいじめ予防と対応 

全職員で取り組んだ新事業企画書作成過程の振り返り 郡山児童館 榊井 裕 

運動遊びを浸透させる試みと運動遊びで自主性を育む試み 郡山児童館 

齋藤 美江 

村井 さと美 

児童館まつりにおけるキッズリーダー制を生かした自主性の育成 郡山児童館 成田 美紀 

みんなの発表会 上野山児童館 新沼 美佐子 

「できた！」が子どもを変える 寺岡児童センター 須藤 望美 

「シール探し」からはじまる運動遊び 南中山児童センター 村上 敏康 

ゴム跳び 南中山児童センター 桜庭 圭子 



 

 

■ 第 4 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 

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 

寺岡児童センター 児童厚生員 須藤 望美 児童厚生二級指導員 

子ども育成課育成支援係 児童厚生員 畑中 麻由子 児童厚生二級指導員 

第 2 分科会 

子ども育成課育成支援係 主任 前田 高幸 児童厚生一級指導員 

寺岡児童センター 児童厚生員 齋藤 俊介 児童厚生二級指導員 

第 3 分科会 

枡江児童館 館長 福谷 佳子 児童厚生二級指導員 

桜ケ丘マイスクール児童館 児童厚生員 阿部 千冬 児童厚生二級指導員 

第 4 分科会 

八幡児童館 主任 佐藤 理香 児童厚生一級指導員 

遠見塚児童館 児童厚生員 國谷 真弓 児童厚生二級指導員 

上野山児童館 主任 新沼 美佐子 児童厚生一級指導員 

南光台児童館 児童厚生員 大槻 美幸 児童厚生二級指導員 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ひと☆まち児童館フォーラム in 仙台 事務局 

（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 

Mail  kodomo04@hm-sendai.jp 

WEB  https://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。 

 


