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今年で5回目を迎える「子どものからだと心・北海道研究会議」が体育の日・１０月８日（月）に開催さ
れる運びとなりました。午前の部は、“からだ博士”としてご活躍されている全国連絡会議議長・野井
真吾先生をお迎えして「子どもの健やかなはぐくみ方」と題したご講演を企画いたしました。午後の
部は、本年度に実施されている子どものからだと心全国的共同調査について「子どものからだと心
白書」編集委員である鹿野晶子先生に加わって頂いて野井先生と共に暫定的な結果報告を行って
頂きます。節目である本大会は、過去4回の大会の成果を踏まえて明日への展望を探る「子どもの
からだ・筋生理学・体力科学、この歩みから見える明日は」と題した講演を大会長が担うこととなり
ました。本研究会議への参加により、子どものからだと心のハーモニーを育む皆さまの日々の取り
組みにとって活かせる秘策をつかんで頂けることを期待いたします。
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1968年、東京都生まれ。日本体育大学大学院体育科学研究科博士後期課程修了。博士（体育科学）。東
京理科大学・専任講師、埼玉大学・准教授、日本体育大学・准教授を経て現職。子どもの“からだ”にこだ
わった研究を続けています。具体的には、子どものからだ・心・生活が「どこかおかしい」「ちょっと気に
なる」という保育・教育現場の先生方、あるいは子育て中のお母さん・お父さんの“実感”をたよりに子
ども の“からだ”にこだわって“事実”を明らかにし、そ の“実体”を追究す る研究活動に努めています。
＊最新著書 「めざせ！からだはかせ」等子どものからだと心に寄り添った著書多数。

場所

：北海道大学

参加費：４０００円

文系講義棟

Ｗ２０３

子どものからだと心白書２０１７年版代金（２１００円）含む

（白書持参の方は、２０００円）
学生・院生 ２０００円 (白書代金）

講演のみ

１０００円

＊ 事前の参加申し込みは必要ありません。直接会場においでください。

子どものからだと心・連絡会議って何？
子どものからだと心・連絡会議
ホームページより
私 たち「子 どものから だと心・ 連絡会議 」は、 子どもの からだと 心が豊かに 育つこと を
願 い、 子ど もの から だと心 の 変化を 正確に 捉え、 確かな実 践の方途 を探るネッ トワーク と
して、子どものからだと心に関する権利の向上を目指して、国際児童年の 1979 年に結成し
た NGO 団体です。結成以来、“総合科学”の立場から“団体研究法”という研究方法を用
い て、 子ど もの から だにつ い ての“ 証拠 （ Evidence）” を揃 えて、 次 のような“ 国民的科 学
運動”を展開しています。
まず、年に 1 回、その年に各地で取り組んだ子どもの“からだと心”に関する調査や実
践の成果と教訓を持ち寄って、「子どものからだと心・全国研究会議」を開催しています。
こ の全 国研 究会 議で は、子 ど もの“ からだ と心” に現れて いる「お かしさ」を 何とか食 い
止 め、 子ど もた ちを “いき い き”さ せるた めに、 保育園・ 幼稚園・ 小学校・中 学校・高 等
学校・大学などの教師や養護教諭、栄養士、調理師、医師、保健師は
もちろん、親や子どもも参加して議論が繰り広げられています。
次に、上記の全国研究会議の討議資料として、毎年 12 月に『子ども
のからだと心 白書』を発行しています。 この白書は、「生存」「保護」
「発達」「生活」の観点をベースに 、「第 1 部 “証拠”と“筋書き”に
基づく今年の子どものからだと心（トピックス）」、「第 2 部 子どもの
からだと心の基本統計」、「第 3 部 講演記録」で構成されており、子
どもの“からだと心”に関する国内外の動向や公表されている政府統計
などを連絡会議なりに分析した結果、さらには連絡会議独自の調査や
会員による調査の結果が数多く盛り込まれています。
１冊 ２１００円
さいごに、年に 1 回の全国研究会議をつなぐために、「からだと心・ニュース」を年 4 回
発 行し 、連 絡会 議の 会員の み なさん に届け ていま す。この ニュース では、時々 刻々変化 す
る 子ど もの “か らだ と心” に 関する 情報を 即座に 交流でき る場とし て、会員の みなさん に
活用されています。
以上 の活動の他 にも「子 どもの 権利条約 」を批准 している各国で、子どもの権利保障が
ど のよ うな 状況 にあ るのか を 審査す る「国 連・子 どもの権 利委員会 」に対して 、日本の 子
ど もの “か らだ と心 ”に関 す る権利 保障の 状況を 報告書に まとめて 届けたり、 子どもの
“からだと心”に関する必要な情報をブックレットというスタイルで発行したり、「子ども
の から だと 心の 全国 的共同 調 査項目 」を提 案し、 そのデー タの収集 と分析に努 めたり、 と
いう活動も展開しています。
どなたでも入会できる NGO 団体です。ご関心のある方は、お気軽に事務局までご一報く
ださい。入会金は無料、年会費は ¥4.000 円（『子どものからだと心 白書』代含む）です。
そして、21 世紀を真の「子どもの世紀」にする
ために、子どもの“からだと心”が健や
かに育つ
ための運動を一緒に推進してくだされば
と思います。

子どものからだと心・連絡会議

人文・社会科学総合研究棟
２階 ２０３号
ＪＲ札幌駅・地下鉄札幌駅・地下鉄北１２条駅
下車
駐車場はございませんので、公共の交通機関
でおいでください

