
不登校フォーラムの歩み

「不登校フォーラム」は，児童生徒の登校支援にかかわる関係者やあらゆる大人たちが，

この問題についての考え方や，対応のあり方を今一度見直し，どのように連携し具体的に

支援していけるかを見出していくことを目的としています。 

テーマ 日 時 会 場 内 容 

第1回 
「～人間

ひ と

として，親として

～」 

H13.2.17(土) 

13時30分～ 
西陣織会館

第1部 講演 

 講師 藤原 勝紀（京都大学大学院教授） 

第2部 シンポジウム 

コーディネーター 藤原 勝紀 

 パネリスト 小林 哲郎（スクールカウンセラー） 

        中尾 安次（桃陽病院院長） 

        宮本  修（生徒指導課張） 

第2回 
「～心をつなぐネットワー

ク 考えよう支援体制～」

H13.10.13(土)

13時30分～ 

京都府中小

企業会館 

第1部 分科会 

A・B 不登校児童・生徒の保護者対象ｶｳﾝｾﾗｰを囲む会

    内田 利広（スクールカウンセラー） 

    松木  繁（スクールカウンセラー） 

C・D 相談担当者の研修会 

    藤原 勝紀（京都大学大学院教授） 

    皆藤  章（京都大学大学院准教授） 

第2部 シンポジウム 

コーディネーター 藤原 勝紀 

 パネリスト 皆藤  章 

        稲葉 章江（光徳小学校養護教諭） 

        四方実興子（嘉楽中学校「ゆうの会」

保護者） 

第3回 
「～広げよう，やさしさと

安心の支援ネット～」 

H14.10.5(土) 

11時00分～ 

京都アス

ニー 

第1部 不登校相談窓口案内 

 永松相談課・ふれあいの杜・児童相談所・青葉寮・

桃陽養護学校・南青少年活動ｾﾝﾀ ・ー少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ・

子どもの人権 110 番・子ども支援ｾﾝ ﾀｰ・

子どもの人権専門委員会・こころの健康増進ｾﾝﾀｰ 

第2部 シンポジウム 

コーディネーター 藤原 勝紀 

 パネリスト 安原 俊介（元ふれあいの杜 

アシスタント） 

        松木  繁(松木心理研究所所長) 

        太田  勝（桃山中教諭） 

第4回 
「～届けよう，未来へのメ

ッセージ～」 

H15.10.2(木) 

14時00分～ 
こどもパトナ

シンポジウム 

コーディネーター 藤原 勝紀（京都大学大学院教授） 

 パネリスト 宇都宮 誠（生野学園 学園長） 

        竹村 洋子（スクールカウンセラー） 

        山口 幸子（保護者） 

第5回 
「不登校はいけないことで

すか？」 

H17.2.5(土) 

14時00分～ 
こどもパトナ

講演会  講師 藤原 勝紀（京都大学大学院教授） 

グループ討論会 

第6回 

「不登校のこどもたちを

“まなざす” ～私たちの

見方・考え方の再点検～」

H17.7.19(火) 

13時30分～ 
こどもパトナ

グループ討論会 

パネルディスカッション 

コーディネーター 藤原 勝紀（京都大学大学院教授） 

 パネリスト 中村 道彦（京都教育大学保健管理

センター所長） 

        内田 利広（京都府臨床心理士会

SC部担当理事） 

        河内 正明（京都市立洛風中学校長） 

        矢崎 夏枝（「ふれあいの杜」アシ

スタント） 



第7回 
「登校へのシグナル ～新

たな視点でまなざす～」 

H18.12.23(土)

13時30分～ 
こどもパトナ

講演会  講師 藤原 勝紀（京都大学大学院教授） 

グループ討論会 

第8回 

「不登校子どもたちの『登

校ごころ』VS『不登校ごこ

ろ』 ～子どもたちの登校

しようとする気持ちに寄り

添う～」 

H19.12.16(土)

13時30分～ 
こどもパトナ

講演会  講師 藤原 勝紀（京都大学大学院教授） 

グループ討論会＜１＞＜２＞ 

第9回 

「『登校ごころを育むため

に』 ～『不登校ごころ』

に負けるな～」 

H21.1.18(日) 

13時30分～ 
こどもパトナ

講演会  講師 藤原 勝紀（京都大学名誉教授） 

シンポジウム 

コーディネーター 藤原 勝紀 

 パネリスト 四方 有紀（京都市小学校PTA連絡

協議会） 

        鷹羽 良男（ﾌﾘｰｽｸｰﾙ ほっと 

ハウス） 

      徳田 仁子（スクールカウンセラー） 

        小田 正明（京都市立洛風中学校長） 

第10回

「『登校ごころ』を育むつな

がり ～子どもとつなが

り，社会とつながる～」 

H22.1.24(日) 

10時00分～ 
こどもパトナ

第1部 講演会 

 講師 藤原 勝紀（京都大学名誉教授） 

第2部 内容別分科会 

 第1分科会  

講師 中村 道彦(京都教育大学保健管理センター) 

 第2分科会 

  講師 濱野 清志（京都文教大学心理臨床センター） 

 第3分科会 

  講師 鷹羽 良男（ﾌﾘｰｽｸｰﾙ ほっとハウス） 

 第4分科会 

  講師 幸田 有史（京都市発達障害者支援センター） 

 第5分科会 

  講師 徳田 仁子（スクールカウンセラー） 

 第6分科会 

  講師 坂野 晴男（教育支援センター ふれあいの杜） 

 第7分科会 

  講師 藤本 範子（こどもパトナｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ） 

第11回

「つないでいく『登校ごこ

ろ』 ～登校支援のこれま

で，これから～」 

H23.1.23(日) 

10時00分～ 
こどもパトナ

第1部 講演会・フロアとの対話 

 講師 藤原 勝紀（京都大学名誉教授） 

    桶谷  守（教育相談総合センター所長） 

第2部 内容別分科会 

 第1分科会  

講師 中村 道彦(京都教育大学保健管理センター) 

 第2分科会 

  講師 濱野 清志（京都文教大学心理臨床センター） 

 第3分科会 

  講師 水野 篤夫（京都市ユースサービス協会） 

 第4分科会 

  講師 村松 陽子（京都市発達障害者支援センター） 

 第5分科会 

  講師 岩井 秀世（スクールカウンセラー） 

 第6分科会 

  講師 山谷 清志（洛風中学校卒業生保護者） 

     須﨑  貫（洛風中学校） 

第12回

「『登校ごころ』を語り合う

～それぞれの登校支援のか

さなり～」 

H24.1.22（日）

10時00分～ 
こどもパトナ 

第1部 シンポジウム 

 基調講演：藤原 勝紀（京都大学名誉教授） 

 パネリスト：野田 正人（立命館大学教授） 

山谷 清志（洛風中学校卒業生保護者） 

柴原 弘志（教育相談総合センター所長） 



第2部 内容別分科会 

 第1分科会  

  講師 森  孝宏 （京都教育大学保健管理センター）

 第2分科会 

  講師 濱野 清志 （京都文教大学心理臨床センター）

 第3分科会 

  講師 鷹羽 良男 （フリースクール ほっとハウス代表）

 第4分科会 

  講師 村松 陽子 （京都市発達障害者支援センター）

 第5分科会 

  講師 水野 篤夫 （京都市ユースサービス協会）

 第6分科会 

  講師 岩井 秀世 （スクールカウンセラー） 

第13回 『登校ごころ』を育む支援

～登校支援を受ける立場か

ら感じること～ 

H24.11.4（日）

10時00分～ 

こどもパトナ 第1部 パネルディスカッション 

コーディネーター：藤原 勝紀（京都大学名誉教授） 

 パネリスト：山本 輝栄（京都府臨床心理士会） 

久米 功一（京都市立中学校ＰＴＡ連絡協議会会長）

須﨑  貫（京都市立洛風中学校長） 

第2部 内容別分科会 

 第1分科会 

  講師 桶谷  守 （京都教育大学教授） 

     岩井 秀世 （京都市スクールカウンセラー スーパーバイザー）

 第2分科会 

  講師 森  孝宏 （京都教育大学保健管理センター）

 第3分科会 

  講師 濱野 清志 （京都文教大学心理臨床センター）

 第4分科会 

  講師 鷹羽 良男 （フリースクール ほっとハウス代表）

 第5分科会 

  講師 村松 陽子 （京都市発達障害者支援センター）

 第6分科会 

  講師 水野 篤夫 （京都市ユースサービス協会）

第14回 『登校ごころ』を紡ぐ 

～子どもたちの力を引き出

す登校支援～ 

H25.11.4（月）

10時00分～ 

こどもパトナ 第1部 内容別分科会 

 第1分科会 

  講師 桶谷  守 （京都教育大学教授） 

     岩井 秀世 （京都市スクールカウンセラー スーパーバイザー）

 第2分科会 

  講師 森  孝宏 （京都教育大学保健管理センター）

 第3分科会 

  講師 濱野 清志 （京都文教大学心理臨床センター）

 第4分科会 

  講師 鷹羽 良男 （フリースクール ほっとハウス代表）

 第5分科会 

  講師 村松 陽子 （京都市発達障害者支援センター）

 第6分科会 

  講師 須﨑  貫 （京都市立洛風中学校長） 

     岡田 敏之 （京都市立洛友中学校長） 

第2部 内容別分科会講師によるリレーコメント 

 基調講演：藤原 勝紀（京都大学名誉教授） 

第15回 登校ごころと子どもの対人

コミュニケーション 

H26.11.2（日）

10時00分～ 

こどもパトナ 第1部 パネルディスカッション 

コーディネーター：藤原 勝紀（京都大学名誉教授） 

 パネリスト：本間 友巳（京都教育大学教授） 

高石 浩一（京都文教大学教授） 

川上 貴由（京都市立梅津中学校教諭） 



第2部 内容別分科会 

 第1分科会 

  講師 桶谷  守 （京都教育大学教授） 

     岩井 秀世 （京都市スクールカウンセラー スーパーバイザー）

 第2分科会 

  講師 松宮  徹 （醍醐病院医師） 

 第3分科会 

  講師 濱野 清志 （京都文教大学心理臨床センター）

 第4分科会 

  講師 鷹羽 良男 （フリースクール ほっとハウス代表）

 第5分科会 

  講師 門 眞一郎 （京都市児童福祉センター）

 第6分科会 

  講師 水野 篤夫 （京都市ユースサービス協会）

     北川  恵 （京都市こころの健康増進センター）


