平成 26 年度「子ども・若者育成支援強調月間」
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共同参画社会推進課

容

【各市町村】
○仙台市児童・青少年健全育成大会（仙台市）
・開催日：１１月２０日（木）
・場所：日立システムズホール仙台
（仙台市青年文化センター）
・出席者：仙台市副市長、子供未来局長、社会を明るくする
運動仙台市推進協議会、青少年健全育成協議会等、
青少年健全育成関係者 計３０６名
・内容：①功労者表彰式及び各団体の紹介・活動報告
②健全育成に係る講演
講師：日本駆け込み寺 代表 玄 秀盛 氏
内容：
「大人も子ども本気になれ！
～子どもの非行の芽を摘む大人としての関
わり方・目のむけ方～
○青少年健全育成塩竃市民のつどい（塩竈市）
主催：青少年育成塩竃市民会議・事務局：塩竈市青少年相談
センター）
・開催日：１１月１４日（金）
・出席者：市長・市議会議長等来賓、塩竈市民会議加盟団体、
一般等 １１６人
・内容：少年の主張＜塩竈市大会最優秀賞者発表＞
・その他：薬物乱用撲滅募金
○第９回気仙沼市家庭教育大会［人権啓発地方委託事業］
（気仙沼市教育委員会、気仙沼市青少年育成協議会）
・開催日：１１月２９日（土）
・場所：はなますホール
・出席者：市長、市議会議員、警察関係者、一般市民等
280 名
・内容：青少年健全育成文集「燈火」第３０号
入選者代表表彰（小学生３名、中学生３名）
入選者代表朗読、記念講演
講師：元大阪府警少年補導職員 野澤征子氏
演題：
「いじめのない学校と地域から新しいまちづく
り」～スマホ・携帯によるいじめのかたち～
○モデル地区訪問（気仙沼市教育委員会）
熊谷育美さんの歌とお話しの会（条南中学校区青少年育成協
議会
・開催日：１１月１１日（火）
・場所：条南中学校体育館
・出席者：条南中生徒、保護者、教職員、地区育成協関係者
等
・内容：気仙沼在住のシンガーソングライター熊谷育美さん
のライブとトーク
○白石市青少年健全育成市民のつどい（白石市）
・開催日：１１月１６日（日）１３：００～
・場所：白石市中央公民館 大ホール
・内容：
「家庭の日」絵画ポスターの表彰、わが家の「家庭の
日」実践発表（小学生親子２組）
、高等学校の活動の
紹介（マンドリン部の演奏）
、私の主張（６校の中学
生の意見発表）
、大会宣言採択
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・参加者：３０５名＜加盟８８団体の会員、市民、来賓（県
議、市議、教育委員、社会教育委員、学校長）
、市
民会議役員等＞
○なとり市民のつどい（名取市）
開催日：１１月２９日
主 催：青少年健全育成名取市民会議、翔け！名取の女（ひ
と）と男（ひと）実行委員会、名取市生涯学習推進
本部の三者合同開催
内 容：
「少年の主張」名取市大会最優秀賞、優秀者２名の発
表、井上きみどり氏の講演
出席者：青少年育成関係者等約２５０人
○健全育成講演会（岩沼市：市教育委員会・健やかな子どもを
育てる岩沼市民会議）
○青少年育成支援の講演会（東松島市：青少年健全育成市民会
議）
開催日：２月開催予定
○青少年健全育成古川大会（大崎市：大崎市民会議）
開催日：１０月１８日（土）
内 容：標語入賞者表彰
小・中・高・保護者代表による意見発表
講 演：松崎運之助氏
○明日青のつどい（大河原町）
開催日：１１月１６日（日）
場 所：大河原町中央公民館
○職業人に聞く会（大河原町）
開催日：１１月１３日（木）
場 所：大河原町中学校
○青少年育成利府町民会議（利府町）
開催日：７月４日（金）
会 場：十符の里プラザ 文化ホール
出席者：町長、議会議長、教育長、行政区長会会長、教育委
員長、青少年育成関係者等 約１４０人
内 容：①議事 事業報告、事業計画（案）
②研修会 講演「青少年をネット犯罪から守るため」
○子ども・若者育成支援強調月間ポスターコンクール及び展示
会（大和町）
○週ないし１０日に１日の家族の日推進月間とし、ノーメディ
アタイムを増やし、家族のコミュニケーションを深め、生活
習慣の見直しを推進（大郷町）
○第１５回地域福祉フォーラム２０１４（富谷町：長寿福祉課）
基調講演：
「あした笑顔になあれ・・・～夜回り先生 いのち
の授業」
講師：水谷 修氏
開催日：１２月１３日（土）午後１時３０分～午後３時
会 場：富谷中央公民館大ホール
○青少年のための涌谷町民会議総会（涌谷町）
開催日：６月２４日
講演会１２５名参加
○青少年健全育成「町民のつどい」
（涌谷町）
開催日：１１月５日
意見発表：町内中高生３名
講演会１１０名参加
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２ 広報啓発活動
【警察関係】
（宮城県、警察本部少 ○非行防止キャンペーン（警察本部少年課）
４（１）ア、
年課、銃器薬物対策課、 ・仙台市ＰＴＡフェスティバルにおける薬物乱用防止及び非 ウ、エ
県内各警察署、
）
行防止キャンペーン（警察本部少年課、仙台市内５警察署）
・
「仙台市薬剤師会主催の薬物乱用防止・防煙キャンペーン」
における広報啓発（警察本部少年課、銃器薬物対策課）
・大型ショッピングセンターにおける非行防止キャンペーン
（岩沼署）
・大規模催事会場（互市）における非行防止キャンペーン
（古川署）
・金融機関における少年を特殊詐欺に加担させないための
キャンペーン（気仙沼署）
・大型スーパーマーケットにおける児童虐待防止キャンペー
ン（気仙沼署）
・大型スーパーマーケットにおける非行防止キャンペーン
（築館署）
・宮城野区児童館フェスタにおける健全育成コーナーの設置、
非行防止広報（仙台東署）
・栗原こども健全育成フェスタにおける非行防止キャンペー
ン（若柳署）
・公民館前における児童虐待防止キャンペーン（大河原署）
○非行防止教室等の開催～２５回（各警察署）
・保育園、幼稚園～７回 ・小学校～７回
・中学校～９回
・高校～２回
○広報誌、啓発パンフレットの配布（各警察署、交番、駐在所）
○児童虐待防止ポスター等の掲出（各警察署、交番、駐在所）
○その他
・店舗電光掲示板を活用した児童虐待防止広報（気仙沼署）
・地元ＦＭ放送（ｆｍいずみ）を活用した児童虐待防止広報
（泉署）
・地元有線放送を活用したフィルタリング普及広報（加美署）
【各教育事務所・各地方振興事務所】
○生徒指導だより「くりはら」の発行（北部教育事務所栗原地
域事務所）
配布先：栗原市内小・中学校
○平成２６年度第３５回少年の主張気仙沼・本吉地区大会の発
表文集の発行（気仙沼地方振興事務所）
・管内各中学校や関係機関に配布
【各市町村】
○子供相談支援センター機関紙「銀杏タイム」及び大会チラシ・
ポスターによる広報（仙台市内小・中学校・高等学校、児童
館等 約５００箇所）
（仙台市）
各区民生委員児童委員協議会に参加しての広報（約２００枚）
○青少年健全育成啓発活動（塩竈市：青少年育成塩竃市民会議）
・活動内容：標語入りのポケットティッシュ配布
「考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心」
・活動日：１１月５日（水）
・場所：ＪＲ本塩釜駅、イオンタウン塩釜
・参加者：役員、加盟団体の会員 １１名
・その他：のぼり旗の掲出「地域の子は地域で育てよう」
市広報誌や各小・中学校の学校だよりへの掲載
○広報「しろいし」による広報（白石市）
○チラシによる各戸回覧、加盟団体及び各種会議での配布
（白石市）
○会報「こころ」発行（多賀城市・青少年健全育成多賀城市民
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会議）
１１月１日、市内全家庭配布（２６，１００部）
○一斉街頭指導においてチラシ（子どもを地域で守ろう/家庭の
日等）とタネ配布（１，０００セット）
（多賀城市青少年育成
センター）
○定例巡回指導時、車載マイクでの呼び掛け（多賀城市青少年
育成センター）
○広報誌による広報（岩沼市広報）
○児童虐待防止（横断幕の掲示）
○「子ども・若者育成支援強調月間ポスター」掲示（大崎市）
○蔵王町ふるさと文化会館内へ横断幕の掲出（蔵王町）
⇒蔵王町は「子ども・若者育成支援強調月間」実施中
○明日青ニュースの地区内回覧（大河原町）
日 時：１２月１日号の配布
○川崎町「健全育成啓発標語」募集と結果発表（川崎町：小中
高健全育成協議会）
○「家族の週間」の普及啓発活動（川崎町）
○啓発ポスター掲示（亘理町、大郷町）
○大和町民会議会報の発行（大和町）
○町有線放送による広報（加美町：加美警察署）
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○役場玄関に横断幕掲示（涌谷町）
７月１日～７月３１日、社明運動と共催
４（１）ウ
○広報活動（女川町）
①広報誌による広報
②災害エフエムによる広報
③オレンジリボン教室
日時：１１月２６日（水）
内容：県内の虐待の現状、オレンジリボンについて、自己
尊重トレーニング
対象：育児中の保護者
講師：町保健師

【警察関係】
３ 研修会等
４（１）ア、
（各警察署、各県教育 ○研修会、各種会議等（各警察署）
・学校警察連絡協議会（仙台北地区、仙台東地区、岩沼地区、
ウ、エ
事務所、各市町村）
黒川地区、佐沼地区、大崎東部地区、加美地区、白石地区、
角田地区）
・中央、仙南ブロック少年補導員カンファレンス（中央ブロ
ック警察署、仙南ブロック警察署）
・沿岸ブロック少年警察ボランティア実践塾（沿岸ブロック
警察署）
・仙北ブロック地域カンファレンス（仙北ブロック警察署）
・少年補導員研修会（仙台南署、仙台東署、泉署、岩沼署、
大和署、古川署、加美署）
・黒川地区万引き・自転車盗難防止対策協議会（大和署）
・気仙沼地区万引き防止対策協議会（泉署）
・石巻地区万引き防止対策協議会（石巻署）
【各教育事務所】
○教育事務所専門カウンセラー相談（北部教育事務所）
○不登校懇談会（北部教育事務所）
○防災主任総合研修会（北部教育事務所）
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○問題行動等対策推進協議会（北部教育事務所栗原地域事務所） ４（１）ア、

イ、エ
・開催日：平成２６年１０月２０日（月）
・出席者：生徒指導支援事業対策推進校担当教員、市教育委
員会と事務所の生徒指導担当者
・内 容：児童生徒の問題行動の未然防止・早期発見等に関
する取組や成果の情報交換及び協議
○登校支援ネットワーク事業（北部教育事務所栗原地域事務所） ４（１）ア、
児童生徒登校支援研修会
イ
・開催日：平成２６年１０月２２日（水）
・出席者：小・中学校教職員（担任・教育相談相談・養護教
諭）、適応指導教室指導員、教育事務所相談員等
・内 容：講義「不登校の理解と組織的対応」
講師：さくら教育研究所長 小澤美代子氏
【各市町村】
○平成２６年度気仙沼地区万引き防止対策協議会総会及び万引
き防止対策研修会（気仙沼市：気仙沼地区万引き防止対策協
議会）
・開催日：１１月１８日（火）
・場所：気仙沼警察署 大会議室
・出席者：万引き防止対策協議会会員１７名
・内容：総会、研修講話、情報交換
・講師：東洋セキュリティ株式会社社長 山内浩司氏
・演題：
「今の万引き犯の手口とその予防策について」
○青少年相談センターが委嘱した相談員による巡回活動
（白石市）
後期(１０月～３月)延べ７２回実施予定(１１月は１０日間)
○有害広告物撤去活動・公園点検（白石市）
・開催日：平成２５年１０月２２日（金）１５：００～
・場所：市街地、駅周辺、バイパス方面
・実施方法：５コースに分かれて撤去活動
・参加者：相談員、市民会議役員、少年補導員、育成指導員、
白石警察署、県土木事務所 ２０名出席
※環境浄化が浸透し、夏(第１回)に続いて今回も無い。
○岩沼地区少年補導員研修会（名取市）
開催日：１１月上旬
出席者：岩沼警察署委嘱少年補導員
○名取市生徒指導問題対策委員会（名取市）
開催日：１１月２６日
出席者：教育長、市内小中学校生徒指導担当者、ＰＴＡ，岩
沼警察署、民生委員、主任児童委員、市民会議会長、
家庭児童相談員、健康福祉部・教育委員会職員
○ＤＶ被害者等サポート講座（多賀城市：こども福祉課）
「児童虐待問題を考える」 講師：小幡弁護士
○市生徒指導者担当者会（多賀城市：市校長会）
○要保護児童対策地域協議会実務者会議（岩沼市）
○大崎市いじめ問題対策連絡協議会（大崎市）
開催日：１１月１４日（金）
内 容：今年度、新たに組織を改編し、生徒指導全体に係る
問題提起と今後の取り組み
出席者：市長、副市長、教育長、教育部長、参事、校長会代
表者、古川・鳴子警察署、法務局、児童相談所、Ｐ
ＴＡ連合会、青少年センター
○青少年指導員研修会（大崎市）
開催日：１１月１４日（金）
内 容：講演「悪徳商法の実態と対策」
最近の子どもたちの様子から（古川・鳴子警察署）
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○大崎市中学校生徒指導主事連絡会（大崎市）
開催日：１１月２６日
内 容：市内各中学校の生徒指導に関する情報交換
出席者：生徒指導主事、担当校長、古川・鳴子警察署、教育
委員会、青少年センター
○蔵王町教育講演会の開催（食育関係）
（蔵王町）
開催日：１１月２９日（土）午後２時～
場 所：蔵王町ふるさと文化会館多目的ホール
演 題：知っておきたい身体と頭脳と食事の関係
○明日青のつどい内の研修（大河原町）
テーマ：ゲーム・携帯・スマホのより良い使い方
参加者：小学生
○柴田郡ＰＴＡ「地区セミナー」講演会（川崎町）
「復元内棺の現場から」
○児童生徒の冬休み対策及び申し合わせ内容の確認（小中高健
全育成協議会）
（川崎町）
○キャリアセミナー（亘理町）
出席者：亘理町２年生１３９人、講師１７人
内 容：町内の中学校を対象とした学校教育支援事業として、
様々な職業で活躍されている方々から職業の内容や社会人と
しての生き方を聞き、職業を学ぶとともに自己の進路学習に
活かし、これからの亘理町を支える若い世代のリーダー育成
に資する。
○平成２６年度家庭教育支援事業「学社融合講座」
“親の学び支
援セミナー”セミナー１「早寝早起き朝ごはん等の子どもの
生活習慣づくりを学ぶ」（亘理町）
開催日：１１月１３日（木）
会 場：亘理町立吉田小学校
出席者：５年生の児童・保護者、校長等、亘理町家庭教育支
援チーム ４３人
内 容：子どもの生活習慣づくりのアドバイス。栄養士によ
る食生活に関する講話。
○「子どもをみまもり隊」合同研修会（亘理町：青少年育成推
進協議会）
開催日：１１月２６日（水）
会 場：亘理町中央公民館
出席者：
「子どもをみまもり隊」登録者、亘理町青少年育成推
進協議会会長、亘理町青少年育成推進指導員、町内
小学校担当職員 ９１人
内 容：町内６小学校において、児童生徒の登下校時の合同
研修会。一般社団法人宮城県警備業協会の講演。
○青少年育成利府町民会議講演会（利府町）
開催日：１１月２８日（金）
会 場：十符の里プラザ 文化ホール
出席者：副町長、議会議長、行政区長会会長、青少年育成関
係者等
約８０人
内 容：意見発表・講演会
意見発表：
「同じ命」
（町内中学３年生）
講演会：
「利府高校における甲子園出場までの準備過程～子ど
もたちがみいだしてくれたもの～」
（利府高等学校 公式野球部監督）
○子育て支援・児童虐待防止対策連絡協議会研修会（加美町）
※参考１０月２０日に講演会を開催、出席者は民生委員、児
童虐待防止対策連絡協議会委員、青少年育成関係者
５５人
○青少年のための涌谷町民常任委員会（涌谷町）
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開催日：１０月９日
内 容：「町民のつどい」の役割分担の確認
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４ 青少年保護育成巡 【警察関係】
回活動、環境浄化活 ○街頭補導活動（各警察署で随時実施）
４（１）ア、
動等
エ
・少年警察ボランティア等との合同補導
（各警察署、各教育事
・関係機関との合同補導
務所、各地方振興事務 ○有害環境実態調査（各警察署が各地方振興事務所と合同で実
所、各市町村）
施）
【各教育事務所・各地方振興事務所】
○若柳地区学校警察連絡協議会（北部教育事務所栗原地域事務 ４（１）エ
所）
・開催日：平成２６年１２月２日（火）
・出席者：若柳地区小・中・高校の生徒指導担当、若柳警察
署員、青少年育成関係者
・内 容：青少年の健全育成に関する講話、情報交換
講話：携帯教室・安心安全講座
情報交換：管内の様子について
４（１）エ
○有害環境実態調査の実施（各地方振興事務所）
【各市町村】
○宮城県青少年補導センター連絡協議会による「県下一斉街頭
補導」を実施（１日分）（仙台市）
仙台市内指導人数 １３人
○街頭補導（石巻市）
○塩竈市青少年指導員・所員による街頭指導活動（塩竈市：塩
竈市青少年相談センター）
・実施日：１１月６日（木）
・巡回場所：ＪＲ本塩釜駅・西塩釜駅・塩釜駅周辺、イオン
タウン塩釜、ヨークベニマル、生協等
・参加者：１９名
○県下一斉街頭巡回指導（気仙沼市青少年育成支援センター）
開催日：１１月４日（火）
・内容：街頭巡回活動、啓発パンフレット等の配布
・参加者：青少年指導員、センター職員など３６名
○大規模小売店舗巡回活動（名取市）
開催日：通年実施
内 容：大型ショッピングセンター「イオンモール名取」店
舗巡回活動。１１月中は２回実施。
○街頭巡回指導の実施（名取市）
開催日：１１月４日
場 所：ゲームセンター、ショッピングセンター等
内 容：県下一斉巡回指導日に併せて実施。
出席者：青少年健全育成推進指導員４名、職員１名
○一斉街頭指導（多賀城市青少年育成センター）
日程：１１月６日
場所：ＪＲ多賀城駅前、イオン多賀城店、みやぎ生協大代前
店、ヨークベニマル多賀城店
○定例巡回指導（多賀城市青少年育成センター）
時間：１４：００～１７：００
日程：１１/４、１１，１２，１４，１８，１９，２１，２６，
２８の９回（２人１組）
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○街頭巡回指導（岩沼市：市教育委員会・健やかな子どもを育 ４（１）エ

てる岩沼市民会議）
○有害広告撤去作業（
〃
）
○子ども１１０番の家実態調査（
〃
）
○子ども１１０番の家タウンミーティング（
〃
）
○青少年相談センター相談活動（
〃
）
○有害図書医環境パトロール（東松島市：青少年健全育成市民
会議）
開催日：１２月６日開催予定
○県下一斉街頭巡回指導の実施（大崎市）
実施日：１１月１２日（水）
○定期街頭巡回指導の実施（大崎市）
実施日：毎週 月、水、金
○防犯指導隊によるパトロール（大河原町）
日 時：毎週日曜日 午後４時から
場 所：町内全域
○防犯実働隊によるパトロール（村田町）
○コンビニ店内等の巡回活動（川崎町）
○子どもの安全守ろうデー（七ヶ浜町：町内小中学校 PTA 他）
内 容：児童生徒の登校の安全を確保するための交通整理と
街頭指導
○青少年育成推進指導員会議（利府町）
開催日：７月１０日（木）
会 場：生涯学習センターミーティングルーム４
出席者：青少年育成推進本部指導員
内 容：巡回報告、不審者情報について
○青少年育成推進指導員による巡回活動（利府町）
町内ショッピングセンター、ゲームセンター、公園、不審者
情報のあった箇所等への巡回活動
○防犯ウォーキングパトロール隊による巡回活動（町内の小中
学校並びにその周辺における登校、下校時の児童への声かけ
及び見回り運動）
○広報車による町内巡回パトロール（涌谷町）
毎月２回、４月～１１月まで１１回、延べ４０名
○南三陸町地域安全指導員防犯パトロール（南三陸町）

５ 子供・若者の社会 【警察関係】
○キャンペーン（各警察署）
参加活動
・中学生ボランティアによる朝のあいさつ運動（泉署）
（○○県、市町村）
・高校生ボランティアによる朝のあいさつ運動（若柳署）
・中学生ボランティアの非行防止キャンペーン参加
（仙台東署、岩沼署、気仙沼署、築館署）
○少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動（各警察署）
・農業体験活動（塩釜署、岩沼署、気仙沼署、築館署）
○その他（各警察署）
・中学生の職場体験学習（遠田署）
・非行防止パイロット地区指定中学校と警察署員との健全育
成野球大会（石巻署）
○ＰＳＣいじめ撲滅活動（白石市）
市内６中学校による常時活動（登・下校時・市内イベントで）
○市環境美化デー（多賀城市：多賀城市地域ぐるみ生徒指導委
員会）
１１月４日、通学路清掃（市内小中学生 登校時一斉ゴミ拾
い活動）
○たがじょう市民市でのちびっこゲーム大会（多賀城市：ジュ
ニアリーダー・中央公民館）
場所：陸上自衛隊駐屯地
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○保育体験（大河原町）
日 時：１１月４／５／７／１０／１１／１２日
場 所：町内保育所
対象者：大河原中学校３年生
○人権フェスティバル（大河原町）
日 時：１２月６日（土）
場 所：フォルテ
参加者：中学生
○ジュニアリーダー（青少年ボランティア）
（村田町）
○秋季研修会（村田町）
○青根温泉感謝祭参加「前川よさこい」を披露等地域のフェス
ティバルに積極的に参加（川崎町）
○ふるさと子どもゆめ議会（町内５小中学校＝七ヶ浜ジョイン
ト５）
（七ヶ浜町）
開催日：１１月６日（木）
参加者：小中学生１６人
内 容：町議場において、子ども議員が町長に対し一般質問
や提案、児童会・生徒会活動の報告を行った。
○すばらしい涌谷をつくる協議会共催事業（涌谷町）
開催日：１１月８日
クリーンボランティア
町内清掃活動（涌谷町）
涌谷高校生 ９名参加（全体５０名）
○地方青年文化祭「わくわくキッズランド２０１４」
（南三陸町）
主催：実行委員会、宮城県南三陸教育事務所
○わらすこ探検隊への協力（南三陸町）

６ その他

【教育事務所】
○ほっと in くりはらの会（北部教育事務所栗原地域事務所）
・開催日：平成２６年１０月３０日（木）
・出席者：不登校児童生徒の保護者及び教員（担任）
・内 容
講話「子どもの心の発達～子どもの不安を考える～」
情報交換
【各市町村】
○青少年相談センターの相談活動（
「いじめ」を含む）
（白石市）
（月、火、木、金） 「いじめ」は常時・メール可
○定例青少年相談の実施（名取市）
開催日：通年実施（１１月は１２日、２６日に実施）
内 容：悩みを持つ児童、生徒、保護者などを対象に、問題
の解決と未然防止を図るため、年１８回の相談窓口
の設置。
○福島県二本松市青少年センター視察受け入れ（大崎市）
実施日：１１月１９日（水）
○大河原町教育事務所管内（大河原町）
ジュニアリーダー交流研修会
日 時：１１月１５日（土）
場 所：大河原町中央公民館
参加者：小・中・高校生１１名
○町内各小中学校でのスクールカウンセラーとの児童生徒の
「学び」と「育ち」に係る情報交換会

４（１）イ

４（１）ア
（２）ア

４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア
４（１）ア

４（１）ア

エ-(イ)①
エ-（イ）①

４（１）ア、
イ

４(１ )エ-エ
①②
４（１）ア①
エ（エ）②

４（１）ア

４（１）ウ

