
報告事項  ６

平成 29 年度 第１回「保護者対象  教育相談講演会及び個別面接相談」に

ついて

平成  29  年度 第 1 回「保護者対象  教育相談講演会及び個別面接相談」の実施

について、以下のとおり報告する。

平成 29 年 5 月 22 日提出

神戸市教育委員会

教育長  雪  村   新  之  助
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平成 29 年度  第 1 回「保護者対象  教育相談講演会及び個別面接相談」  

 

 

１．概  要  ○不登校等不適応行動を起こしている児童生徒の保護者への支援や  

不適応行動に関する理解・啓発のため、広く保護者を対象とした  

講演会を実施する。  

       ○第１回目は、不登校児童・生徒の心理や、家庭での接し方等につ  

いて学ぶ。  

○個別の相談へ対応するため、講演会終了後、受講者の中の希望者

を対象に、臨床心理士等による個別の面接相談を行う。  

２．対  象  神戸市在住で、 18 歳までの児童生徒の保護者・家族  

３．日  時  平成 29 年６月８日（木）   

【講演会】     １０：００～１１：４５  

       【個別面接相談】  １３：００～１５：５０  １５件  

１３：００～１３：５０   ５件  

１４：００～１４：５０   ５件  

１５：００～１５：５０   ５件  

※希望者多数の場合は、教育相談指導室の通常の面接相談として  

対応する。  

４．内  容  【講演会】  

      ＜テーマ＞   「不登校の子どもを支える  

－親と子どものよい関係－」  

      ＜講  師＞    佐藤  眞子  氏（兵庫県立やまびこの郷所長・  

                      神戸大学名誉教授・臨床心理士） 

      【個別面接相談】  

＜相談員＞   臨床心理士、大学教授  等  

＜内  容＞   いじめ、不登校、子育て、集団不適応、  

親子・友人関係、発達障害  等  
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５．場  所  神戸市総合教育センター  10 階ホール（満員の場合は、別室にて、 

映像で視聴）及び３階相談室  

※小さな子供と一緒に参加する保護者のために、専用の部屋を用意  

する。  

６．案  内  市立小学校・中学校・義務教育学校・高校・特別支援学校を通じて  

保護者に案内・申込書を配布する。また、市立学校以外の保護者に  

お知らせするため、市政記者クラブへの記者提供資料の提出、市内  

関係施設に案内チラシの設置、「神戸市広報紙 KOBE」５月号に記事  

の掲載を行う。  

７．参  考    

第２回・３回の予定  

第２回  平成 29 年７月５日（水）   

テーマ：「支援や配慮が必要な子どもの心のケアを考える  

～保護者に知ってほしいこと～」  

 講  師：金  泰子  氏（大阪医科大学附属病院小児科  医師） 

第３回  平成 29 年 10 月 14 日（土）   

テーマ：「学校って、どうしたら行けるの！  

     ～不登校を中心に親子の絆や発達障害児童生徒の  

支援を考える～」  

講  師：八木  修司  氏（関西福祉大学社会福祉学部  教授）  

 

※市立学校の教職員にも案内をする。  

          ※各回講演会終了後に、 15 件の個別面接相談を実施する。  
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記者資料提供（平成２９年５月１９日） 

教育委員会事務局学校教育部 

総合教育センター 教育相談指導室 担当者 渡邊 研 

ＴＥＬ：０７８－３６０－３３５６  

－ 第１回  教育相談講演会及び個別面接相談 － 

講演会「 不登校の子どもを支える 」参加者募集 

－ 親と子のよい関係 － 

 

１．概要  

児童生徒は、学校で仲間と共に生活し学ぶ中で「確かな学力」や「豊かな人間性」を身に

つけていきます。すべての児童生徒が生き生きと自己を表現し、仲間との信頼関係の下で安

心して学校生活が送れるようにするためには、児童生徒が抱える様々な心の問題を早期に発

見し適切に対応すること、また未然に問題の発生を防止することが大切です。 

       そのため、児童生徒の心の成長にとって大きな影響を及ぼす保護者に対して、心の問題へ

の理解や支援のあり方を学ぶ教育相談講演会及び個別面接相談を実施します。 

       第１回は、不登校児童・生徒の心理や、家庭での接し方等についての講演会を実施します。 

また、講演会終了後、受講者の中の希望者を対象に、臨床心理士等による個別の面接相談を

行います。 

 

２．対象  

神戸市在住で、１８歳までの児童生徒の保護者・家族 

 

３．日時  

平成２９年６月８日（木曜）  

【講演会】    １０時～１１時４５分 

      【個別面接相談】 １３時～１３時５０分（５件） 

               １４時～１４時５０分（５件） 

               １５時～１５時５０分（５件） 合計１５件 

※希望者多数の場合は、教育相談指導室の通常の面接相談として対応します。 

 

４．場所  

神戸市総合教育センター １０階ホール及び３階相談室 

（神戸市中央区東川崎町１－３－２） 

 ※満員の場合は、別室にて映像で視聴いただきます。 

      ※小さなお子様を連れて参加される保護者のために、専用の部屋を用意しています。 
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５．講師  

佐藤 眞子 氏（兵庫県立やまびこの郷 所長・神戸大学 名誉教授・臨床心理士） 

 

６．内容  

【講演会】 

      ＜テーマ＞ 「不登校の子どもを支える －親と子のよい関係－」 

やまびこの郷や日頃の心理相談の経験を踏まえて、不登校児童・生徒の

心理や、家庭での接し方等についての講演会を実施します。 

【個別面接相談】 

＜内 容＞  不登校、集団不適応、親子・友人関係、子育て、発達障害 等 

      ＜相談員＞  臨床心理士等 

 

７．費用  

無料（講演会、個別面接相談とも） 

 

８．申込み 

電話で、お申込みください。 

       神戸市総合教育センター 教育相談指導室 ０７８－３６０－３１５３                                  

     ※市立小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校については、学校を通じて 

申込書を配付しています。 

 

９．今後の予定   

 第２回  平成２９年７月５日（水曜） １０時～１１時４５分 

テーマ：「支援や配慮が必要な子どもの心のケアを考える 

 ～保護者に知ってほしいこと～」  

講 師： 金 泰子 氏（大阪医科大学附属病院 小児科 医師） 

 

第３回  平成２９年１０月１４日（土曜） １０時～１１時４５分 

テーマ：「学校って、どうしたら行けるの！ 

         ～不登校を中心に親子の絆や発達障害児童生徒の支援を考える～」 

講 師：八木 修司 氏（関西福祉大学社会福祉学部 教授） 

        

※各回、講演会終了後に、個別面接相談を実施します。 
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平成 28年度 教育相談講演会及び個別面接相談 実績 

 

 

第１回 平成 28年６月９日（木）  

      テーマ：「子どもの悩みと親のかかわり ～小さな自己決定の大切さ～」 

        講 師：春日井 敏之 氏（立命館大学文学部 教授） 

        参加者：講演会 328人（参加申込 456人） 

個別面接相談 25件（面接申込 66件） 

 

第２回 平成 28年７月６日（水）  

テーマ：「思春期の子どもの心とからだ ～小児科医の立場から～」 

講 師：金 泰子 氏（大阪医科大学附属病院 小児科 医師） 

参加者：講演会 348人（参加申込 440人） 

個別面接相談 25件（面接申込 70件） 

 

第３回 平成 28年 10月８日（土） 

      テーマ：「不登校の子どもに寄り添う ～家庭でできる具体的支援～ 」 

講 師：小林 剛 氏（兵庫県立神出学園園長 武庫川女子大学名誉教授） 

      参加者：講演会 153人（参加申込 190人） 

個別面接相談 15件（面接申込 48件） 
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