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子ども発達支援研究部門

子ども発達支援研究部門では、発達（発展、開

発；development）とその支援に関するメタ的な

理論構築を探究する「発達支援学」の構想を具体

化するべく、各種の研究実践交流イベントを開催

し、2015年２月２日から４日の３日間には、教育

学院の総合講義として発達支援学をテーマとした

授業を開講した。以下に、主だった活動について

報告する。

１．セミナー等の開催

⑴ 「実践統計法セミナー」

日時 2014年10月11日（土）

13時30分～17時00分

会場 子ども発達臨床研究センターC302

講師に高橋雄介氏（京都大学大学院教育学研究

科・特任助教）を招き、主に縦断データに関する

分析方法について検討を加えた。前半は、講師に

よるレクチャーを通じ、潜在変化モデルや潜在成

長曲線モデル、混合軌跡モデリングについて基本

的な特徴と長所・短所について学んだ。後半では、

参加者の具体的なデータを用いて、実際の分析方

法を統計パッケージソフトを作動させながら、分

析方法について学んだ。当日の参加者は約20名

で、教育学院のみならず、他学院からの参加者も

あり盛況であった。本セミナーの詳細は、本誌掲

載のセミナー報告を参照されたい。

⑵ 「発達概念の再検討」ミニシンポジウム＆

ワークショップ

日時 2014年11月11日（火）

14時45分～19時45分

会場 北海道大学百年記念会館 大会議室

ニューヨーク、イースト・サイド・インスティ

チュートのディレクターであり、発達心理学者で

もあるロイス・ホルツマン（Lois Holzman）先生

を招聘し、ミニシンポジウムとワークショップを

実施した。ミニシンポジウムでは、前年より引き

続いて「発達」概念を討議した。ワークショップ

では、ホルツマン氏の主唱するソーシャル・セラ

ピーを体験した。実施に際して、部局の研究推進

特別経費からの支援を得た。

①ミニシンポジウム（参加者84名）

登壇者

ロイス・ホルツマン（イースト・サイド・イン

スティチュート ディレクター）

ジェフェリー・ゲーマン（メディア・コミュニ

ケーション研究院 准教授）

石岡丈昇（教育学研究院 准教授）

通訳：岩田みちる（子ども発達臨床研究センター

非常勤研究員）

司会：伊藤崇（教育学研究院 准教授）

②ホルツマン先生ワークショップ（参加者39名）

通訳：岩田みちる（同上）

司会：伊藤崇（同上）

⑶ 公開研究会「保育・教育分野における人間

行動ビッグデータ活用の方向性を探る」

日時 2015年２月28日（土）

13時00分～17時00分

会場 教育学部３階 会議室

㈱日立製作所の開発した「ビジネス顕微鏡」等

のウェアラブルセンサーの保育・教育研究への活

用に関する公開研究会を実施した。参加者数は約

30名であった。実施に際して、北海道大学包括連

携等事業経費助成からの支援を得た。

話題提供者

花井忠征（中部大学教授）・山本彩未（中部大学

講師）

八木健（大阪大学教授）・木津川尚史（大阪大学

准教授）

川田学（北海道大学准教授）・伊藤崇（北海道大

学准教授）
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コメンテーター

山森光陽（国立教育政策研究所総括研究官）

後藤田中（国立スポーツ科学センター）

アドバイザー

合田徳夫（㈱日立製作所）

２．困りごとワークショップの開催

⑴ 惣万佳代子さんをお迎えして

日時 2014年４月12日（土）

13時00分～17時00分

会場 人文・社会科学総合教育研究棟 W 410

参加者 38名

学校・保育・若者支援などの様々な領域で、家

族への対応や支援の難しさが顕在化している状況

を踏まえ、『家庭支援の課題』をテーマに設定した。

この問題は、家族個々の事情に起因するというよ

りも、家族の形態や機能が激変した一方で、そこ

にかつてない大きな負担がかぶせられているこ

と、そしてそのような現状に制度や支援者が十分

には対応できていないことから生じている。今回

のワークショップでは、高齢者介護や子育てなど

の領域を超えて、家族の形態や機能の変化と新し

い家族形態への見通しを明らかにし、支援者が直

面する困りごとを相互に交流することを目的とし

た。「富山型デイサービス」の創業者でもある惣万

佳代子さんをお招きして、多世代共生型の地域づ

くりの中で家族を支えるNPO活動をご紹介いた

だいた後に、参加者の経験を交流した。

【参加者の感想から】

･いろいろとお話を伺い何回か「目からウロコ」

でした。実感があったのは行政マンは敵だと

思っていましたが、今は違う。行政に足りない

のは、柔軟性と創造性であると言われました。

私は共同学童保育実践者として39年目です。

今、札幌市でようやく行政と協力しながらより

良い民間学童の施策づくりを目指していて、と

ても共感できました。また、地域の中で共生し

ながら生きる社会をという点でも同じ思いで

す。

･居場所を見つけること、つくることは、どうい

う場所にいても難しいことだと思いますが、全

ての人にとって理想の居場所をつくることは不

可能でしょうが、全ての人に居場所がある、全

ての人が居場所を見つけられる社会にすること

は可能だと思います。まだ知らないことしかあ

りませんが、今後、研究と実践をしていく中で

役に立ちそうな、肝に銘じておくべきお話聞け

て面白かったです。

･自分は看護師であり、看護師は病院と家、病院

の仕事仲間の交流がほとんどであるが、現在は

ねっこぼっこのお手伝いもさせて頂き、考えや

ものの見方も幅広くなったと思っている。今日

のお話の中のフィールドを越えた出会いをいか

にしていくかという言葉を私も大切にしたいと

思いました。

･支援者がどうするのではなく、支援される？

困っている人がどうしたいかという考え思いを

引き出してあげるのが大切であるという、今後

とても参考になる言葉を聞けました。

⑵ 日置真世さんをお迎えして

日時 2014年７月26日（土）

13時30分～16時00分

会場 人文・社会科学総合教育研究棟 W 410

参加者 20名

家族の形態が大きく変化する下で、対人援助に

関わる人々には、スキルや情報のみならず、新し

い家族観や地域観を獲得することが求められてい

るように思われる。今回のワークショップでは、

この「観」に焦点を当てて、地域生活支援ネット

ワークサロンの日置真世さんのファシリテーショ

ンの下、現代社会が求める援助のありかたや援助

者の専門性を探ってみることにした。変貌する家

族に支援者はどう関わるべきなのか？ 支援の限

界はなぜ生まれるのか？…これらに関わる実践経

験を共有しながら、支援者の家族観・支援観を振

り返り、新たな実践の展望を探った。

【参加者の感想から】

･自分の家族観をはじめとした〝価値観"にとら

われず、集団的議論の場をもって、支援に当た
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ることが大切だということを改めて学びまし

た。

･大変有意義な場に出席できました。手さぐり状

態で出席させていただきました。支援する側が

抱えている問題をみんなで共有できることは心

強いし、参考になりました。ありがとうござい

ました。

･様々な現場で支援をしている方と同じグループ

になり、困りごとを共有することで、自分の経

験や持っている情報を活かす話し合いとなりま

した。他の方の支援を聞くことで、参考になる

こと、また質問することで新しい支援の方向性

を学ぶことができたと感じました。「誰が」「何

に困っているのか」のワークでは、同じ職場で

考えていては見えなかった「人」「困りごと」、

そして支援対象者とその家族の「もっている力」

気づくことができました。支援をしているどう

しても「自分の困ったこと」が見えにくくなり、

思うように行動しない支援対象者の問題にすり

替えてしまうことが多いと感じていました。今

回、主語を「支援者の私」にすることで、自分

の支援観・家族観に気づくことができ、違う「観」

を持つ人をメンバーに加え、一緒に考えていく

ことで枠が広がるのだと思いました。講義形式

ではなくワークショップだからこそ、自分の中

にこのことがストンと落ちたのでしょう。

３．教育学院・総合講義「発達支援学とは何

か」の開講

日時 2015年２月２、３、４日 １限～５限

会場 人文・社会科学総合教育研究棟 W 407

受講生 修士課程の大学院生 14名

2014年12月に刊行した『子ども発達臨床研究』

第６号（特別号）を予備テキストとし、2014年３

月のシンポジウム「Development概念の転換：支

援の背後にある困難性を探究する」での議論の発

展可能性を探る総合講義を開講した。教育臨床心

理学、特別支援教育論、乳幼児発達論、発達心理

学、社会教育、教育福祉論の修士課程院生が受講

した。教員および博士課程院生からの話題提供を

受け、院生グループによる討議を行い、話題提供

者との質疑応答を経て論点を整理した。各学術領

域における論争点、学術システム間の葛藤、戦後

教育学研究の歴史的定位、実践と研究の関係論理

などが議論され、院生のみならず教員においても

今後の共同研究課題の発見に資する有意義な講義

となった。以下は、三日間のメニューである。

⑴ 第一日目 「発達教育学と1980：『発達支

援学』は何を問おうとしているのか」

話題提供

田岡昌大（博士課程）「教育と教育学について考

え始めるために：あるいは、発達支援学に何か

を付け加えるために」

川田 学「発達支援学はなぜ『（仮）』が取れな

いのか」

辻 智子「発達教育学と1980：『辺境』から見

る」

司会 川田 学

⑵ 第二日目 「コミュニケーションの非対

称性とソーシャル・ディベロップメント

の可能性」

話題提供

ジェフリー・ゲーマン「先住民族教育と『文化』

の重要性」

室橋春光「『支援の生態学』の展開可能性」

司会・ディスカッサント 伊藤 崇

⑶ 第三日目 「Development と価値」

話題提供

加藤弘通「何にむかっての発達か？」

宮﨑隆志「創造的学習に基づくDevelopment」

ディスカッサント 石岡丈昇

司会 川田 学
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