
遊べない子どもが遊べる力を引き出すには

〜遊びを通して「子ども理解」を深める〜
百町森はこれまで一貫して遊びが子どもの学習する力や忍耐

力、協調性を育てるという立場をとってきました。そして、

徐々に遊ぶ環境への関心も高まりつつある昨今、さらに具体

的な遊びと子どもへの支援に対しての知識を要望する人も増

えてきたように思います。今回、そうした状況の中で、学習

支援という仕事に関わっている高橋智子さんを講師にお招き

し、遊びの力を引き出す方法や、子どもを理解する楽しみな

どについて話していただきます。高橋さんは、子どもの認知

構造や遊び支援への理解を深めると、子どもについて以下の

３つの見通しが持てるようになると言います。

１）子どもが今自力でできること

２）自力ではできないが、大人の支援があればできること

３）今は支援があってもできないこと

支援者としての大人の役割は、その子どもにとっての１と２

の境界線を見極め、遊べる環境を用意してやること。そうす

れば、子どもは遊べるということです。今回は、遊べない子

どものおもちゃに対する反応や、その反応に対しての解決策

を紹介しながら、この 3つの見通しを持つための具体的な

方策について理解を深めていきます。

開催日 2018. 7.14（土）

会場 静岡県総合研修所 もくせい会館 １階和室
静岡市葵区葵区鷹匠３丁目６−１

講師 高橋智子
子どもの学びと生活デザイン舎 ななつ星代表、元小学校教諭

参加費 税込 3,500 円（会員税込 3,000 円）
宿泊費・食事代は含みません。託児はありません。

定員 70 名（先着順）
予約制です。FAX、E メール、電話でお申し込み下さい。

主催 百町森（ひゃくちょうもり）

14 日夜：番外編１
15 日：番外編２,3（ （

百町森 保育 ･ 家庭教育セミナー
2018 年

高橋智子
（たかはし

さとこ）
子どもの学
びと生活デ
ザイン舎 な
なつ星代表
大学を卒業した後、会社員を経て、
小学校の教員を約 10 年勤める。
その間、通常学級の担任、特別支援
学級の担任、教科担当など様々な立
場で子どもたちと関わる。
数年前に教員を辞め現職。発達障害
児、不登校児などの課題のある子ど
もの学習支援に携わる。一児の母。

小島範子（こじまのりこ）
徳間書店児童書編集部編集
長。千葉大学文学部卒。損
害保険会社勤務、児童書専
門出版社の佑学社などを経
て、2007 年より徳間書店
児童書編集部にて子どもの
本の編集に携わっている。

13:00 受付　

13:30 子どもの認知構造からみる遊び支援　高橋智子

初めて担任をしたクラスに、育ちの凸凹の子どもがいましたが、知識もなくなす術がありませ
んでした。どうやったらあの子どもたちに学ぶ楽しさを伝えることができただろうかと、模索す
る中で、今の仕事にたどりつきました。日々の主な仕事は学習支援ですが、遊びこそが子ども
を育てると分かってからは、学びと遊びの橋渡しをどうやったらできるか、そんなことを考えて
仕事をしています。

学習支援という仕事を通して見えてきたのは、子どもの育ちの土台は「遊びにこそある」とい
うこと。ところが、育ちに凸凹のある多くの子どもは遊びたいのに遊べないのです。ルールが
理解できない、順番を待てない、負けるのが嫌、手先がうまく使えないなど、遊びについての
困難さはみんなそれぞれです。でも、本当はみんな遊びが大好き。遊びたいのです。遊んで自
信をつけたいのです。そんな「遊びたいのに遊べない」子どもへの遊び支援について、子ども
の認知構造（どのように物事を認識していくか）を手がかりに詳しくお話します。おもちゃを
分析的に捉え、おもちゃの持つ要素と子どもの育ちとのかかわりについて考える力を養います。

16:30 解散・夕食・フリー

18:00 番外編１：質問コーナー　高橋智子

　   〜

19:30
講師に直接質問できます。
セミナー参加者は無料です。

9:00 番外編２：保育の中のおもちゃ　柿田友広（百町森）　　

　   〜

10:30
セミナー参加者は無料です。
お帰りの際は、ぜひ百町森にもお寄りください♪

13:30 番外編３：絵本の話　小島範子（徳間書店児童書編集長）　　

　   〜

15:00
セミナー参加者は無料です。
お帰りの際は、ぜひ百町森にもお寄りください♪

7/14（土）

7/15（日）
宿泊が必要な方は、各自でご手配下さい（裏面参照）。

番外編１のみの参加もできます。要予約
税込 600 円（会員税込 500 円）

番外編２のみの参加もできます。要予約
税込 600 円（会員税込 500 円）

番外編３のみの参加もできます。要予約
税込 600 円（会員税込 500 円）

場所：百町森プレイオン

場所：百町森プレイオン

場所：百町森あそび村

子どもの認知構造からみる遊び支援！

夕方、LaQ ハカセが
百町森でワークショップ
をやる予定です。



お食事について
・各自でお願いします。

・もくせい会館は、飲食物の持ち込みが禁止されています。

宿泊について
・宿泊は各自でご予約ください。お早めにどうぞ。

・もくせい会館にも宿泊施設があります。百町森までお問い合

わせください。

キャンセルについて
・ご都合が悪くなった場合、代理の方が参加することもできま

すので、キャンセルはご遠慮ください。

服装について
・空調が強い場合があります。上着などをご持参下さい。

そのほか
・託児はありません。

・番外編のみ参加の場合、１つ 600 円（会員 500 円）です。

・定員になり次第、締め切らせていただきます。

・詳しい情報をホームページに掲載します。

お申し込み方法

ご注意

会場案内図

 054-254-9173

参加される企画にチェックを入れて、合計金額をご記入ください。

セミナーに参加される方 番外編のみに参加される方

百町森会員 一般 百町森会員 一般

参加費 □ 3,000 円 □ 3,500 円 

番外編 １  質問コーナー 14 日夜 □ 無料 □ 無料 □ 500 円 □ 600 円 

番外編 2  保育の中のおもちゃ 15 日朝 □ 無料 □ 無料 □ 500 円 □ 600 円 

番外編 3 絵本の話 15 日午後 □ 無料 □ 無料 □ 500 円 □ 600 円 

合計金額 3,000 円 3,500 円    円 円    

百町森使用欄

No.

顧客
コード

受付

返信

入金

保育・家庭教育セミナー 2018　参加申込書
ふりがな 電話

勤務先
電話

お名前 FAX FAX

自宅住所　〒 勤務先住所　〒

ご連絡先 左の欄で「勤務先」をお選びの方は、

ご自宅の住所・電話・ＦＡＸの記入は

不要です。

＊お預かりした個人情報は、当セミナーに関する連絡などの目的に使用させ
ていただきます。また、次回以降のご案内をお送りすることをご了承下さ
い。その他の目的で使用することはございません。

□ご自宅　□勤務先

〒 420-0839　静岡市葵区鷹匠 1-14-12
http://www.hyakuchomori.co.jp

ウインドリッヂ鷹匠１F
shop@hyakuchomori.co.jp

このチラシや、園用の一括申込用紙
は百町森ホームページから
ダウンロードできます。

お申し込み・お問い合わせ先　百町森（担当：留
とめ

野
の

） TEL 054-251-8700

静岡県総合研修所
もくせい会館
TEL 054-245-1595

JR 静岡駅より約 1.3km
・徒歩約 20 分
・バス約 5 分
  （20 番のりば）

・タクシー約 5 分
百町森より徒歩 15 分

FAX

１. FAX・郵便：下の参加申込書に必要事項をご記入の上、
FAXまたは郵便にてお申し込みください。郵便でお申し込み

の場合は、お手元に控えを残してください。

２. ホームページ：お申込みフォームをご利用ください。
３. お電話・メール：下の申込書の内容を全てお伝えください。
４. 店頭：申込書にご記入の上、参加費をお支払いください

・お申し込み確認後、予約受付票をファックス（またはメール）

しますので、それに従って参加費をお振込みください（店頭

の場合、その場で受付票をお渡しします）。

・受講票（参加証）はありません。


