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ご挨拶

第23回日本保育保健学会

会頭石黒成人
　　　高知県小児科医会　会長

　最近、私たちの子どもの頃と比べて、変わったと感じることが多くなりました。自然の中で遊ぶこ

とや、遊び仲間が少なくなったこと、ゲームやスマホを持つ子が増えたことなどです。そのため、会

話や友達とのコミュニケーションが下手で、感情の起伏が激しく、自己コントロール能力も低下した

といわれています。また、小中学生のいじめを苦にした自殺も報告が絶えません。いっぽうで、体力・

運動能力テストの結果は、子どもの頃からの遊びが不足していることを示しています。

　このような環境の中で育った子どもが、どうすれば自己の確立という大きな課題を解決できるで

しょうか。自己の確立とは、他人の痛みを理解し、分かち合える心の持ち主になることです。子ども

の自ら育つ力を優しく見守りながら、その子の成長に合わせて好ましい方向に伸ばしてあげることが

大切です。

　この度の学会では『「生きてゆく力」を育む保育保健をめざして』と主題を選び、そのために必要

な学びを網羅するプログラムになりました。具体的には、発達の気になる子への対応、食物アレルギー

の問題、感染症予防、病児・病後児保育の現状、心育ての保育、保育所の安全管理、メディア機器の

早期接触の影響、乳幼児期の口腔衛生、その他盛りだくさんの内容です。さらに、一般口演やポスター

セッションでは、多くの研究成果が示されます。

　参加して良かったと思っていただける講演やシンポジウムが目白押しで、実際に保育現場に戻った

ときに、子どもがこんなに可愛いもので、いろいろな経験を心に貯めながら育っていることを実感さ

れることでしょう。そして、新しい子どもの素晴らしさを発見することができるご自分の変化に驚か

れると思います。

　今年は徳川幕府が大政奉還をしてから150年の記念となる年です。幕末に高知県から数多くの勤皇

の志上、坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎などを輩出し、新しい時代を開く大きな働きをしました。

県では「志国高知・幕末維新博」を開催していますが、これからの日本に必要な人材である小さな志

士たちを育てるという大切な仕事に、誇りとやり甲斐を持てるように、保育環境の整備を見直しませ

んか。

　最終日には「子どもの命」と題して、前・聖路加国際病院副院長の細谷亮太先生に市民公開講座の

ご講演を頂くことになっています。小児がんの権威として活躍されてきた先生の経験の中から話され

る、子どもの命についてのお話は、きっと皆様のお心に永く残るものとなることでしょう。最終日の

日程すべてが終わるまで、この学会から目を離すことはできないはずです。そして、秋の四国高知の

おいしい料理、きれいな景色も併せてお楽しみいただければ幸いです。
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第23回日本保育保険学会高知大会　2017年 10月7日国 タイムスケジュール

11：00

1階 2階 11階

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

ロビー A会場（大ホール） ロビー B会場（小ホール） C会場（大講義室）

11：00～受付開始

12：00～12：55

開会式石黒成人（会頭）

基調挨拶尾崎正直（高知県知事）

基調講演
「幼児教育を考える一ヒトから人へ一」

座長：石黒　成人（高知県小児科医会会長）

演者：脇□　　宏（高知大学学長）

13：00～13：35
会頭招聰講演「保育行政の動向と課題」

座長：石黒　成人（高知県小児科医会会長）

演者：巽　　慎一（厚生労働省）

13：35～14：00

会長講演「貧しさの中での幸せ

一 ラオ・フレンズ小児病院を訪ねて一」

座長：永井　崇雄（香川県小児科医会会長）

演者：三浦　義孝（日本保育保健協議会会長）

14：00～15：00

特別講演①
「就学前の発達障害への対応について」

座長：秋山千枝子

（日本小児保健協会会長）

演者：平岩　幹男
（Rabbit　Deve［opmenta［　Research代表）

15：00～16：00

特別講演②
「食物アレルギー

一保育現場での管理について一」

座長：小倉　英郎

（医療法人高幡会大西病院院長）

演者：亀田　　誠

（大阪府立はびきの医療センター小児

科主任部長）

16：00～17：00

教育講演①
「幼児に受けさせたい予防接種」

座長：吉川　清志

（高知医療センター病院長）

演者：前田　明彦

（高知県立幡多けんみん病院小児科）

17：00～18：00

教育講演②
「保育施設における深刻事故予防」

座長：直井みどり

（カナン子育てプラザ21看護師）

演者：掛札　逸美
（NPO法人保育の安全研究・教育センター代表理事）

12：00～18130
ポスター展示

19演題

14：00～15：00

ポスター発表

9演題
4セッション

口頭発表及び

フリーディス

カッション

形式

・　…　　　　　　．　・　…　　　　　　■　．　…　　　　　　■　●　■　■　●　●　■　●　●　●　●　　　●　●　●　■　■　■　■　■　◆　●　■　■　●　■　●　■　●　■　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●

．　　・　　．　　・　　・　　・　　…　　　　　　．　　．　　●　　・　　・　　．　　．　　．　　．　　．　　◆　　●　　●　　■　　●　　●　　　　●　　●　　●　　●　　●　●　　■　　●　　■　　■　　■　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　●　　■　　●　　●　●　　●　　■　●　　■　　■　●　　●　　●　◆　　●　　●　　■

14：00～15：30

シンポジウム①
「病児・病後児保育のこれから」
座長：藤本　　保（大分こども病院院長）

座長：井上　哲志
（愛媛県いのうえ小児科理事長）

保育現場から　直井　みどり
（カナン子育てプラザ21看護師）

医療現場から　大川　洋二
（大川こども＆内科クリニック）

医療現場から　向田　隆通
（むかいだ小児科キッズハウス院長）

医療現場から　西岡　敦子
（香川県西岡医院小児科医）

行政の立場　　溝渕智栄子
（高知県教育委員会幼保支援課課長）

15：30～17：00

シンポジウム②
「発達の気になる子への対応」

座長：金原　洋治
（山口県かねはら小児科院長）
座長：本浄　謹士
（」A高知病院小児科医長）

保育士の立場から

委託医の立場から

行政の立場から

対策監兼係長）

（高知県南国市十市保育園保育士）

（」A高知病院小児科医長）
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（南国市保健福祉センター地域保健係

17：00～18：00

シンポジウム③
「保育所における感染予防」

座長：船井　　守

（高知市ふないキッズクリニック院長）

座長：宮井　干恵（高知県看護協会会長）

看護師の立場から　有瀬　和美
（高知大学医学部附属病院感染管理認定看護師）

施設管理者の立場から　　渡辺　憲子

（高知市福井保育園副園長）

管理者の立場から　　東前　　充
（認定こども園ひまわり幼稚園）

●　　・　●　　■　　■　　■　　●　　●　　■　　●　　●　　●　　●　　●　　■　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　■　　■　　■　■　　■　　◆　◆　　●　　●　　●　　●　　●　　●　●　　●　　■

・　　●　　●　　■　　・　　■　　■　　●　　■　　●　　●　　●　　■　　●　　●　　●　　●　　●　　■　　●　　●　　●　　■　　■　◆　　●　　●　　●　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　■　◆　　《

16：00～18：00

ワークショップ
「心育ての保育」ディスカッション形式

座長：Datrympte規子（中部学院大学短期大学部幼児教育学科准教授）

通訳：澤田由紀子

演題（1）

「イギリスの保育・子育てと日本の保育・子育て

一 自国の文化を大切にしつつ一」

演者：Da［rymple規子（中部学院大学短期大学部幼児教育学科准教授）

演題（2）

「台湾とドイツの保育」

演者：Ms⊥in⊥an－Yin（台湾：微龍教育基金会代表、幼児教育者）

演題（3）

「保育園における気になる親子への支援」

演者：隅田　望美（高知市保育幼稚園課朝倉保育園保育士）

19：00～20：30交流会ホテル日航旭ロイヤル　5階 ウオーターフォール
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第23回日本保育保険学会高知大会　2017年 10月8日回 タイムスケジュール

1階 2階 11階

ロビー A会場（大ホール） ロビー B会場（小ホール） C会場（大講義室）

8：00

8：15～　受付開始

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

9：00～10：00

特別講演③
「甘えと間主観性（心の響き合い）」

座長：児玉　義史

（愛媛県小児科医会会長）

演者1澤田　　敬
（認定NPO法人力ンガルーの会代表）

10：00～11：00

特別講演④
「就学前の統合保育経験の共有」

座長．澤田　　敬

（認定NPO法人力ンガルーの会代表）

演者：Ms⊥in⊥an－Yin

（台湾：微龍教育基金会代表、幼児教育者）

11：00～11：30
会員報告会・表彰・次期開催県挨拶

12：00～13：00

ランチョンセミナー①
「すべての乳幼児がかかる気道感染症

一 上手な対処法一」

座長：石黒　成人

（医療法人福成会石黒小児科院長）

演者：前田　明彦

（高知県立幡多けんみん病院小児科部長）

共催：アルフレッサファーマ株式会社

13：30～15：00

市民公開講座
「子どもの命」

座長：石田也寸志

（愛媛県立中央病院小児医療センター長）

演者：細谷　亮太

（聖路加国際病院顧問）

15：00～

閉会式会頭あいさつ

9：00～15：00

ポスター展示

19演題

10：30～11：30

ポスター発表

10演題
4セッション

口頭発表及び

フリーディス

カッション

形式

9：00～10：00

特別講演⑤
「南海トラフ大震災のとき保育所に求

められる備えと対応について」

座長：藤枝　幹也
（高知大学医学部小児思春期医学講座教授）

演者：永田　高志

（九州大学大学院　救急医学助教）

10：00～11：00

教育講演③
「乳幼児とスマホー心身への影響と関わり方一j

座長：石黒　智子

（石黒小児科子育て相談室室長）

演者：中島　匡博
（日本小児科医会子どもとメディア委員会、小児科医）

●　　■　　■　　●　　●　　●　　●　　■　　■　　■　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　■　　…　　　　　　●　　・　　．

■　　●　　●　　○　　■　　■　　■　　■　　◆　　■　●　　●　　●　　●　　■　　●　　●　　■　　■　　■　　…　　　　　　●　　・

8：40～10：30

一般演題ロ頭発表
11演題発表7分＋質疑3分＝10分

セッション1「子どもの健康管理」

座長：久川　浩章（高知大学医学部附属病院小児科准教授）

6演題

セッション2「生活習慣とその影響」

座長：矢野　智恵（高知学園短期大学看護科教授）

5演題

10：30～11：30

教育講演④
「乳幼児期からの食育・口腔ケア

～知っていますか？歯と幼児食の深～い関係～」

座長：崎岡　雅仁（一般社団法人高知県歯科医師会副会長）

演者：野村　圭介（一般社団法人日本学校歯科医会常務理事）

12：00～13：00

ランチョンセミナー②
「感染症予防、アレルギー対策、発達障害児支援が元気な

子どもを育む街をつくる］

座長：佐竹　幸重（医療法人愛真会さたけ小児科院長）

演者：是松　聖悟（大分大学客員教授中津市立中津市民病院副院長）

共催1田辺三菱製薬株式会社

■　●　■　●　●　●　■　●　■　◆　●　●　●　■　●　●　●　◆　■　●　●　●　●　●　●　　　●　■　●　■　■　●　●　●　●　■　●　■　■　◆　◆　■　・　…　　　　　．　．　．　．　・　…　　　　　●　・　◆　・　◆　・　・　◆　・　・

・　・　…　　　　　．　…　　　　　■　●　●　●　■　●　●　■　●　●　■　●　■　■　■　●　　　●　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　・　・　・　…　　　　　．　●　・　・　◆　．　．　・　・　．　・　．　●
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学会プログラム

第1日目10月7日（日）

11：00～　　　　受付開始

12：00～12：05　　開会式

A会場（大ホール）

12：05～12：25　基調挨拶　　尾崎

12：25～12：55 基調講演

正直（高知県知事）

座長：石黒　成人（高知県小児科医会会長）

「幼児教育を考える一ヒトから人ヘー」

演者：脇口　宏（高知大学学長）

13二〇〇～13：30 招聰講演

座長：石黒　成人（高知県小児科医会会長）

「保育行政の動向と課題」

演者：巽　慎一（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長）

13：35～14：00 会長講演

座長二永井　崇雄（香川県小児科医会会長）

「貧しさの中での幸せ

一ラオ・フレンズ小児病院を訪ねて一」

演者：三浦　義孝（日本保育保健協議会会長）

14：00～15：00 特別講演①

　　　　　　　　　　　　　　座長：秋山　千枝子（日本小児保健協会会長）

「就学前の発達障害への対応について」

演者：平岩　幹男（Rabbit　Developmental　Research代表）
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15：00～16：00 特別講演②

　　　　　　　　　　　　座長：小倉　英郎（医療法人高幡会大西病院院長）

「食物アレルギー一保育現場での管理について一」

演者：亀田　誠（大阪府立はびきの医療センター小児科主任部長）

15：00～16：00 教育講演①

　　　　　　　　　　　　　　　座長：吉川　清志（高知医療センター病院長）

「乳幼児に受けさせたい予防接種」

演者：前田　明彦（高知県立幡多けんみん病院小児科部長）

17：00～18：00 教育講演②

座長：直井　みどり（社会福祉法人力ナン福祉センターカナン子育てプラザ21看護師）

「保育施設における深刻事故予防」

演者：掛札　逸美（NPO法人保育の安全研究・教育センター代表理事）

大ホールロビー（ポスター発表）ロ頭発表・フリー一ディスカッション形式

14：00～15：00 19演題中　9演題の演者在席となります。

B会場（小ホール）

14：00～15二30 シンポジウム①

座長：藤本　保　　（大分こども病院院長）

　　井上　哲志（愛媛県いのうえ小児科理事長）

「病児・病後児保育のこれから」

演者：保育現場から　直井　みどり（カナン子育てプラザ21看護師）

　　　医療現場から　大川　洋二　（大川こども＆内科クリニック）

　　　医療現場から　向田　隆通　　（むかいだ小児科キッズ八ウス院長）

　　　医療現場から　西岡　敦子　　（香川県西岡医院小児科医）

　　　行政の立場　　溝渕　智栄子（高知県教育委員会幼保支援課課長）
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15：30～17：00 シンポジウム②

　　　　　　　　　　　　　　座長：金原　洋治（山口県かねはら小児科院長）

　　　　　　　　　　　　　　　　本浄　謹士（JA高知病院小児科医長）

「発達の気になる子への対応」

演者：保育士の立場から　濱渦　円　（高知県南国市十市保育園保育士）

　　　委託医の立場から　本浄　謹士（JA高知病院小児科医長）

　　　行政の立場から　　山本　由香

　　　（南国市保健福祉センター地域保健係対策監兼係長）

17：00～18：00 シンポジウム③

　　　　　　　　　　座長：船井　守　　（高知市ふないキッズクリニック　院長）

　　　　　　　　　　　　　宮井　千恵（高知県看護協会会長）

「保育所における感染予防」

演者　看護師の立場から　有瀬　和美

　　　（高知大学医学部附属病院　感染管理認定看護師）

　　　施設管理者の立場から　　　渡辺　憲子（高知市福井保育園副園長）

　　　管理者の立場から　　　　　東前　充　　（認定こども園ひまわり幼稚園）

C会場（大講義室）

16：00～18：00　ワークショップ「心育ての保育」（ディスカッション形式）

座長：Dalrymple規子（中部学院大学短期大学部幼児教育学科准教授）

（1）「イギリスの保育・子育てと日本の保育・子育て

　　　　一自国の文化を大切にしつつ一」

演者：　Dalrymple規子（中部学院大学短期大学部幼児教育学科准教授）

（2）「台湾とドイツの保育」

演者：　Ms．Lin，Lan－Yin（台湾二微龍教育基金会代表、幼児教育者）

（3）「保育園における気になる親子への支援」

演者：　隅田　望美（高知市保育幼稚園課朝倉保育園保育士）
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19：00～20：30 交流会（ホテル日航旭ロイヤル5階ウォーターフォール）

参加者との交流会　よさこい鳴子踊り演舞あり

第2日目　10月8日（日）

A会場（大ホール）

9：00～10：00　特別講演③

’「 ’言匙4ヨ夢才⑤㌔r埠￥’　㍉燈

　　　　　　　　　　　　　　　座長：児玉　義史（愛媛県小児科医会会長）

「甘えと間主観性（心の響き合い）」

演者：澤田　敬（認定NPO法人力ンガルーの会代表）

10：00～11：00 特別講演④

　　　　　　　　　　　座長：澤田　敬（認定NPO法人力ンガルーの会代表）

「就学前の統合保育経験の共有」

演者：Ms．Lin，La古Yin（台湾1微龍教育基金会代表、幼児教育者）

通訳：澤田　由紀子（高知県四万十町健康福祉課医監小児科医）

11：00～11：30 会員報告会・表彰・次期開催県挨拶

大ホールロビー　（ポスター発表）ロ頭発表・フリーディスカッション形式

10：30～11：30　19演題中10演題の演者在席となります。

B会場（小ホール）

9：00～11：00　　特別講演⑤

　　　　　　　　　座長：藤枝　幹也（高知大学医学部小児思春期医学講座教授）

「南海トラフ大震災のとき

保育所に求められる備えと対応について」

演者：永田　高志（九州大学大学院医学研究院先端医療医学講座災害救急分野）
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10：00～11：00 教育講演③

座長：石黒　智子（石黒小児科子育て相談室室長）

「乳幼児とスマホー心身への影響と関わり方一」

演者：中島　匡博（日本小児科医会子どもとメディア委員会、小児科医）

C会場（大講義室）

8：40～10：30 ロ頭演題発表

セッション1　「子どもの健康管理」6演題

セッション2　「生活習慣とその影響」5演題

10：00～11：00 教育講演④

座長：崎岡　雅仁（一般社団法人高知県歯科医師会副会長）

「乳幼児期からの食育・ロ腔ケア

～知っていますか？歯と幼児食の深～い関係～」

演者：野村　圭介（一般社団法人日本学校歯科医会常務理事）

12：00～13：00 ランチョンセミナー①（大ホール）

　　　　　　　　　　　　　　座長：石黒　成人（高知県小児科医会　会長）

「すべての乳幼児がかかる気道感染症

一 上手な対処法一」

演者：前田　明彦（高知県立幡多けんみん病院小児科部長）

共催：アルフレッサファーマ株式会社
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12：00～13：00 ランチョンセミナー②（C会場）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：佐竹　幸重（高知県小児科医会理事）

　　　　　　　　　「感染症予防、アレルギー対策、

　　　　　　　　　　発達障害児支援が元気な子どもを育む街をつくる」

　　　　　　　　　演者：是松　聖悟（大分大学客員教授中津市立中津市民病院副院長）

　　　　　　　　　共催：田辺三菱製薬株式会社

｝A会場（大ホール）

13二30～15：00　市民公開講座

　　　　　　　　座長：石田　也寸志（愛媛県立中央病院小児医療センター長）

「子どもの命」

演者：細谷　亮太（聖路加国際病院顧問）

15：00～ 閉会式

t° 寸
）ノ

　　ごノnバ　“　
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口頭演題発表のご案内 10月8日（日）

演題番号 発表時間 演題名・演者氏名・所属

8：40
川崎市認可保育園における除去食申請方式による食物アレルギー児への対応一2007年～2016年の検討

O－1 ～
金子　光延（川崎市医師会保育園医部会）

8：50

8：50
食物アレルギーのある子どもの保育をする保育士が医療職者に求めること

0－2 ～
西川　絵理奈（高知大学医学部附属病院）／中岡　亜紀（高知学園短期大学）

9：00

9：00
幼児期における健康教育を核とした「いのちの教育」の取組み

O－3 ～
粉川　妙子（尚綱学院大学）

9：10

9：10
地域連携としての保育園への病児保育専門士（看護師）訪問

0－4 ～
横井　透（横井小児科内科医院）

9：20

9：20
2016年に東京都文京区で発生した保育園における百日咳の集団発生について

O－5 ～
森　蘭子（森こどもクリニック）

9：30

9：30
2016／2017年シーズンの川崎市保育園児のインフルエンザワクチン接種とその発症について

0－6 ～
中島　夏樹（川崎市医師会保育園医部会）

9：40

9：40 保育園幼児とその保護者の生活習慣の実態と健康管理上の課題（IV）

O－7 ～
一保育園の保護者の就寝時刻のルールと幼児の生活時間との関連性一

9：50 泉　秀生（東京未来大学）

9：50
台湾幼児の生活習慣の実態の地域比較

0－8 ～
佐野　祥平（早稲田大学人間総合研究センター）

10：00

10：00
保育士における生活習慣の実態調査（第1報）一身体的・精神的疲労との関連に着目して一

0－9 ～
石黒　香里（松江総合医療専門学校）

10：10

10：10
保育士における生活習慣の実態調査　～第2報　痔痛との関連に着目して～

0－10 ～
内田　武（松江総合医療専門学校）

10：20

10：20
保育士の経験年数とメンタルヘルスとの関わり

O－11 ～

10：30
木本　美咲（前安田女子大学　教育学部）
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ポスター演題発表のご案内

演題番号 発表日 演題名・演者氏名・所属

P－1
10月7日
　（土）

保育園幼児の生活リズムと体力・運動能力の実態と課題

松坂　仁美（美作大学短期大学部／早稲田大学大学院）

P－2
10月8日
　（日）

日本幼児と台湾幼児の夜10時以降の活動の内容と課題

五味　葉子（早稲田大学大学院）

P－3
10月7日
　（土）

夜型社会の中での幼児の生活リズムと体力、身体活動量との関係　一生活リズム向上のための戦略提案一

石井　浩子（京都ノートルダム女子大学）／前橋　明（早稲田大学）

P－4
10月8日
　（日）

台湾幼児の健康管理上の生活課題とその対策（llD－（1）地域別にみた睡眠状況一

前橋　明（早稲田大学）

P－5
10月8日
　（日）

沖縄県幼児の生活リズムの問題とその対策一就寝時刻と夜間の活動内容の変化（2007年～2016年）一

照屋　真紀（早稲田大学大学院）

P－6
10月8日
　（日）

「保育園における食物アレルギーとその対応に関するアンケート調査第3報」

吉木　美恵（北海道保育保健協議会・花山保育園）

P－7
10月7日
　（土）

楽しい水遊び・プール遊びのための安全管理のしくみづくり

小松　和子（株式会社ベネッセスタイルケア　こども・子育て支援カンパニー）

P－8
10月8日
　（日）

保育環境における子どもの健康と安全に関する分析一遊びとの関係から一

大庭　三枝（福山市立大学）

P－9
10月7日
　（土）

発表辞退

P－10
10月8日
　（日）

災害後の子どもの心理的支援に関する実践報告

宍戸　路佳（西武文理大学）

P－11
10月7日
　（土）

幼児期における気になる子のとらえ方に関する研究～支援者の行動分析の知識による違い～

高岡　光江（東海学院大学短期大学部）

P－12
10月8日
　（日）

A病院に入院した育児困難が予想されたケースの退院支援の現状～NICU・GCUからの報告～

明神　克枝（高知大学医学部附属病院　周産母子センター）

P－13
10月7日
　（土）

日韓の祖母の孫育てと祖母の心理社会的な変化との関連

久保　恭子（東京医療保健大学　東が丘・立川看護学部）

P－14
10月8日
　（日）

乳幼児の保護者からみた中学生ふれ合い体験の効果と実態

叶内　茜（東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科）

P－15
10月7日
　（土）

三重県における地域子育て支援拠点施設の状況と事業の実態

梶　美保（皇學館大学　教育学部）

P－16
10月8日
　（日）

保育士のメンタルヘルス（心の健康度・疲労度）の関連要因の検討

吉兼　伸子（山口県立大学）

P－17
10月7日
　（土）

保育者が捉えるメンタルヘルスの問題の解明と現認教育の示唆について

谷川　友美（別府大学短期大学部　初等教育科）

P－18
10月8日
　（日）

ストレス反応（怒り感情・防衛機制）と職業イメージの関連一対人援助職の長期就労継続要因一

倉田　郁也（東京家政学院大学）

P－19
10月7日
　（土）

対人援助職を志す学生の相互的コミュニケーション能力を育むアクティブ・ラーニング方法の一考察

～思考力・創造性・相互関係に着目した教育実践～

益川　順子（宇都宮短期大学　人間福祉学科）

P－20
10月8日
　（日）

札幌市認可保育園における新卒保育士の就業状況についての検討

小笠原　由法（札幌市乳幼児園医協議会）
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