
 県北域内 公民館・学習センターが実施している『家庭教育事業』紹介 

学習内容 対象 講師（学習支援者） 

お部屋での事故＆虫歯を防ごう ０歳児とその親 歯科衛生士 

離乳食ってこれでいいの？ ０歳児とその親 栄養士 

家族みんなで楽しく遊ぼう ０・１歳児とその親 保育士・学童クラブ指導員 

育児相談 ０・１歳児とその親 保健師 

絵本を選ぼう！読み聞かせのコツ ０・１歳児とその親 市立図書館司書 

お口の話と歯の手入れ ０・１歳児とその親 保健師 

手遊びを楽しもう ０・１歳児とその親 保健師 

幼児の救急救命 １歳児とその親 消防署職員 

安心おやつのつくり方 １歳児とその親 栄養士 

音楽と遊ぼう（リトミック） １・２歳児とその親 リトミック講師 

子どもの健康管理 １・２歳児とその親 保健師 

すくすく座談会（子どものほめ方・しかり方） １・２歳児とその親 家庭教育インストラクター 

すくすく座談会（子どもと絵本のかかわり） １・２歳児とその親 家庭教育インストラクター 

親子体操 １・２歳児とその親 市体育指導員 

紙をつかった遊び １・２歳児とその親 家庭教育インストラクター 

幼児の応急手当  ２・３歳児とその親 消防署職員 

リズム遊び ２・３歳児とその親 元小学校長 

おやつあれこれ～かんたんクッキング～ ２・３歳児とその親 栄養士 

子どもの生活習慣～生活リズムと歯の健康～ ２・３歳児とその親 保健師・歯科衛生士 

読み聞かせと絵本の選び方 ２・３歳児とその親 図書ボランティア 

子育てあれこれ～しつけ・遊びを通して～ ２・３歳児とその親 発達支援センター職員 

幼児の健康～幼児と病気～ ２～４歳児とその親 保健師・歯科衛生士 

幼児の健康～幼児食と子育て～ ２～４歳児とその親 料理研究家 

親子ハイキング ２～４歳児とその親 元保育士 

親子体操 ２～４歳児とその親 元保育士 

交通安全教室 ２～４歳児とその親 交通安全母の会 

講話「家庭教育」 ２～４歳児とその親 市学校教育課指導主事 

親子製作～クラフト工芸～ ２～４歳児とその親 クラフト工芸愛好家 

親子製作～陶芸～ ２～４歳児とその親 陶芸研究家 

親子製作～凧作り～ ２～４歳児とその親 青尐年指導員 

体の発育と言葉の発達 ２～４歳児をもつ親 健康体操指導士 

聞く力をつける ２～４歳児をもつ親 健康体操指導士 

自立心を育てる～すべり台・逆さ感覚～ ２～４歳児をもつ親 健康体操指導士 

上手なしかり方・ほめ方 ２～４歳児をもつ親 健康体操指導士 

健康な体をつくる～体力テスト～ ２～４歳児をもつ親 健康体操指導士 

子どもの成長・発達を知る ２～４歳児をもつ親 健康体操指導士 

リトミック ２～４歳児をもつ親 音楽療法士 

反抗期の対応方法と個性を伸ばす ２～４歳児をもつ親 生涯学習指導員 

読み聞かせと工作 ２～４歳児をもつ親 元幼稚園教諭 



学習内容 対象 講師（学習支援者） 

親子の交通安全 ２～４歳児とその親 交通安全指導員 

歯みがきの仕方 ２～４歳児とその親 歯科衛生士 

リース作り ２～４歳児とその親 手芸愛好家 

だんごさし ２～４歳児とその親 地域の高齢者 

小麦粉粘土で遊ぼう ２～４歳児とその親 図書ボランティア 

さかなつりごっこ遊び ２～４歳児とその親 図書ボランティア 

運動会 ２～４歳児とその親 図書ボランティア 

芋煮会と秋の散歩 ２～４歳児とその親 市体育指導員 

クリスマス会 ２～４歳児とその親 図書ボランティア 

新聞紙で遊ぼう ２～４歳児とその親 図書ボランティア 

読み聞かせ（エプロンシアター） ２～４歳児とその親 元教員 

おやつ作り ２～４歳児とその親 ヘルスメイト 

ダンス ２～４歳児とその親 県レクダンス協会 

親子でりんご狩り ２～４歳児とその親 地域りんご農園主 

子どもの食事とおやつ ２～４歳児とその親 菓子職人 

お正月を祝う花寿司 ２～４歳児とその親 在宅栄養士 

お父さんの料理 ２～４歳児とその親 食生活改善推進員 

わらべうたを歌おう ２～４歳児とその親 読み聞かせサークル 

マカロニリース作り ２～４歳児とその親 受講者リーダー 

チョコレートフォンデュ作り ２～４歳児とその親 受講者リーダー 

いちご大福作り ２～４歳児とその親 受講者リーダー 

ヨーガに挑戦 幼稚園児とその親 ヨーガインストラクター 

救急救命講習 幼稚園児とその親 消防署職員 

昔話 幼稚園児とその親 昔話の会 

上手なほめ方・しかり方 小学校低学年をもつ親 カウンセラー 

おやつ作りに挑戦 小学校低学年をもつ親 栄養士 

家庭教育の役割 小学校低学年をもつ親 市教育実践センター 

親子で科学遊び 小学校低学年をもつ親 市小学校長 

子育てとは？親のあり方 小学校低学年をもつ親 福島大学教授 

知っておきたい食品の表示 小学校低学年をもつ親 福島農政事務所 

思春期の子どもの心とは？ 小学校高学年・中学生をもつ親 福島大学教授 

思春期の親のかかわり方 小学校高学年・中学生をもつ親 カウンセラー 

デジカメの使い方 小学校高学年・中学生をもつ親 写真店 

思春期の心や体の変化 小学校高学年・中学生をもつ親 小学校養護教諭 

夏休みの勉強 小学校高学年・中学生をもつ親 進学塾講師 

市の主な史跡の探訪 小学校高学年・中学生をもつ親 元高校教員 

携帯電話の安全な使い方 小学校高学年・中学生をもつ親 ＮＴＴドコモ東北支社 

家庭で学ぶ生き方働き方 小学校高学年・中学生をもつ親 福島大学教授 

生き方を問う 小学校高学年・中学生をもつ親 中学校長 

 



学習内容 対象 講師（学習支援者） 

進路を考える 小学校高学年・中学生をもつ親 進学塾講師 

子どもの健全な心身の発達をねがって 小学校高学年・中学生をもつ親 桜の聖母大学講師 

ＩＴＣ時代に生きる子どもへのかかわり 小学校高学年・中学生をもつ親 県教育センター指導主事 

学校の保健室から 小学校高学年・中学生をもつ親 元中学校養護教諭 

子どもたちに性と生を伝えるために 小学校高学年・中学生をもつ親 ふくしま思春期サポーターの会 

思春期の子どもの身体とおやつ 小学校高学年・中学生をもつ親 栄養士 

思春期の子どもをもつ親とのかかわり 小学校高学年・中学生をもつ親 県教育センター学校教育相談員 

障がいの理解と共生について 小学校高学年・中学生をもつ親 障がい者施設長 

子どもを輝かせる親のかかわり方を学ぶ 思春期の子をもつ親 小学校長・専門尐年警察補導員 

行政講話（食の安全） 子どもをもつ親 給食センター所長 

行政講座（市の教育費） 子どもをもつ親 財政課長 

家庭教育講話 子どもをもつ親 県北教育事務所社会教育主事 

お弁当のおかずづくり 子どもをもつ親 お弁当製造業者 

子どもの手作りおやつ（米粉パン・ピザ） 子どもをもつ親 ＪＡみちのく安達 

お母さん健康作り（３Ｂ体操） 子どもをもつ親 ３Ｂ体操協会 

子育て講話 子どもをもつ親 スクールソーシャルワーカー 

子育て応援講座「親子３Ｂ体操教室」 未就学児とその親 ３Ｂ体操協会 

子育て応援講座「親子料理教室」キャラクター弁当作り 未就学児とその親 食生活改善推進員 

親子ふれあい講演会 子どもをもつ親 福島大学教授 

子育て交流支援事業「人形劇講演」 幼児・児童とその保護者 劇団 

親子運動教室 幼児とその保護者 町体育指導員等 

親子折り紙教室 児童とその保護者 折り紙サークル 

 

 保育園・幼稚園・小学校・中学校においての家庭教育支援事業 

講座名 学校 講師 

子育て講座「子どもの心のＳＯＳと親（大人）の対応」  小 家族カウンセリング研究所 

子育て講座「子どもの心の成長と家庭の教育力」  小 家族カウンセリング研究所 

入学児童保護者説明会「子どもの健やかな成長を願って」  小 元学校長 

就学時健診における子育て健康講座「幼児期におけるむし歯の大切さ」  小 歯科医院 歯科医 

親子食育料理講座  小 クッキングアカデミー 

教育講演会「昔話を聴こう」  小 語り部 横山幸子氏 

子育て講座  小 人権擁護員 

ＰＴＡ家庭教育学級「救急救命法」  小 伊達地方消防組合 

 

子育て講座 

 

 小 

保育園長 

スポーツ尐年団指導者 

レクリエーション協会 

子育て講座「わくわく子育て、ドキドキ親育ち」  小 県北の会 大友靖子氏 

「子どものためのコーチング・子どものほめ方、よりよい関わり方」  小 （財）生涯学習開発財団認定コーチ 

小学校入学前の子育て講座「大事な子どもを立派に育て上げる親の責任」  小 元中学校長・市社会教育委員 

ＰＴＡ教養講演会「音楽が果たす心の安らぎ～自分の心が見えてくる～」  小 音楽療法士 



講座名 学校 講師 

思春期の子どもへ親の関わり方を学ぶ～子どもの心身の健全な発達を願って～  小 臨床心理士 

就学時健康診断「就学を前にしたお子さんへ家庭教育のあり方」  小 元小学校長・児童館館長 

入学説明会  小 県北の会 大友靖子氏 

就学時健康診断「幼児期から小学校期における子育てについて」  小 家庭児童相談員 

学校へ行こう週間記念講演「地域における健康づくり」  小 大原総合病院 看護部長 

就学時健康診断「家庭教育のあり方・子育てについて」  小 元教員 

ＰＴＡ教養講座「ケータイ安全教室」  小 ＮＴＴドコモインストラクター 

ＰＴＡ家庭教育セミナー「子どもの育ちと親（家族）のかかわり方」  小 元小学校長 

第２回ＰＴＡ親子活動「親子のふれあい手品教室」  小 高校教諭・カウンセラー 

「障がいスポーツを通して」  中 （財）県障がい者スポーツ協会 

「親子で聞く講演会」  中 教育相談研究所長 

思春期講座「思春期の心」  中 スクールカウンセラー 

子育て講座「子どもの心のサインを見逃さないために」  幼 桜の聖母短大教授 

教育講演会「家庭の役割や親として大切にしていきたいことと絵本の与え方について」 幼 人権擁護員 

教育講演会「私の子育てとこれからの子育てとは・・・」 幼 ロータリークラブ 

家庭教育講演会「子育てに絵本を」 幼 福音館絵本研究室 

教育講演会「幼児期における家庭での性教育について」 幼 かたくりの会 

ＰＴＡ家庭教育講座「心豊かに、お話しある子育て」 幼 語り部 横山幸子氏 

祖父母参観 昔話の会 幼 語り部 横山幸子氏 

家庭教育講座「食を通じた子育て 子どもの成長と親のかかわり」 幼 助産院 

モンテッソーリ教育講演会 

「モンテッソーリ教育と脳科学に学ぶ食のあり方、玩具の選び方、男の子と女の子の違い」 

保 子どもの家 

「自閉性障害の問題行動について」 保健センター 臨床心理士 

「ピアカウンセリングを学ぶ」 保健センター スクールカウンセラー 

救命救急講習会  幼 伊達地方消防組合 

家庭教育学級  幼 小学校校長 

サイエンスショー「科学は感動あってこそ楽しい」  小 元小学校長 

「絵本を通じて親子で触れ合う」  保 児童図書グループトトロ 

「子育てって楽しい」  保 劇団赤いトマト 

食育について「大切な幼児期の食生活」   幼 安達学校給食センター栄養士 

絵本の読み聞かせと折り紙で楽しむ  幼 読書ボランティア 

 


