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保育セミナー
in 静岡 2010

「子どもの視点」
から学ぶこと
「保育セミナー 2010 in 静岡」へのお誘い
昨今、
「落ち着きがない」
「不器用」
「ひとの話
が聞けない」
「友だちと関わりをうまく作れな
い」…といった子どもが増えていると言われて

開催日
会場
講師

2010 年 7 月 18 日（日）19 日（月・祝）
静岡県総合研修所もくせい会館
高山静子

います。こうした子どもたちは大人の視点から

浜松学院大学専任講師

は「育てにくい子ども」ということになります

中島澄枝

名古屋コダーイセンター理事

が、子どもの視点に立ってその原因を探り、子

としくらえみ

どもとの関わり方を見直すことで、解決の糸口

キンダーライム主宰

がつかめるように思います。また、昔はそんな

大西宏幸

子どもたちも自然に成長できる程の豊かな「遊

柳町園（大阪府）園長

びの環境」があったと考えられます。その意味

志賀口大輔

で、今できる限りの「遊びの環境」を具現化し

なごみ保育園（静岡県）園長

ていく方法を考える必要があります。このセミ

浅香聡彦

ナーが、そんなことを学べる場になればと思い

大徳保育園（石川県）副園長

ます。
百町森代表

清水千秋

柿田友広

東京子ども図書館

寺田信太郎

川和保育園（神奈川県）園長

ジャグリングパフォーマンス KURO
2007 年芸王グランプリ全国大会優勝

参加費

グランド芸王

10,000 円（税込）
宿泊費・食事代は含みません。

定員

250 名（先着順）
お申し込みはご入金順に確定されます。

主催

百町森

１日目 ）
日
7/18（
9:30

タイムスケジュール
参加証をお忘れなく！

受付

10:15

ごあいさつ・事務連絡など

浜松学院大学現代コミュニケーション学部子

10:30

全体会「子どもの育ちと遊び」高山静子

どもコミュニケーション学科

子どもは、遊びの中でさまざまな能力を獲得していきます。
遊びによって子どもの発達を支援する保育者には、
子どもの発達段階に合わせて、おもちゃや絵本を選び
適切な環境をつくる力が求められています。

職。保育士を退職後、保護者とともに地域子
育て支援に 10 年間携わる。中村学園大学非
常勤講師を経て平成 20 年より現職。赴任後、
「浜松の未来を育てる会」を結成し、子育て
支援者の育成を支援している。研究テーマは、

子どもの遊びを見る目を持ちたい！
その子に合わせておもちゃを選べるようになりたい！
プロとして保護者に説明できるようになりたい！
という保育者の皆さんのために、
と〜ってもわかりやすく、子どもの発達と遊びについてお話します。

専門職養成、保育所と幼稚園に共通する保育
内容等。子育て支援者コンピテンシー研究会
代表。著書：「育つ・つながる子育て支援 具体的な態度・技術を見につける 32 のリス
ト -」チャイルド本社（共著）ほか

会場は飲食持込み禁止です。周辺に飲食店が
少ないため、お弁当のご予約をお薦めします。

12:30

昼食（お弁当／要予約）
・フリー

13:30

全体会「子どもの『困った行動』への対応」中島澄枝

現 NPO 名古屋コダーイセンター理事・体育
担当。1971 年愛知県立女子短期大学卒・37
年間名古屋市公立保育園保育士として働く。

大人が困ってしまうような子どもの行為、
そのどんな行為も、その子自身の発達にとっては意味があります。

故中川弘一郎氏、及び羽仁協子氏にコダーイ
システムを師事する。ハンガリーの故ルイザ・
オセッキー氏に幼児体育を師事する。以来保

脊椎動物は約４億年をかけて人類に進化しました。
子どものすることを、生物の進化に沿いながら、
感覚統合理論を通して理解してみましょう。

育園の体育を実践している。著書：「いきい
き幼児体育」ほか

15:30

休憩

16:00

全体会「やりたい気持ちを育て、想像力をふくらませる保育」としくらえみ
「遊びたい気持ち」を育ててあげると、
子どもたちはいっぱい遊 びを創りだしていきます。
まわりにいるわたしたち大人は、
子どもたちとどんな風にかかわっていったらいいのでしょう？
子ども時代ならではの遊びや生活をご紹介しながら
いっしょに考えていきましょう。

18:00

夕食（お弁当／要予約）
・フリー

19:15

恒例♪お楽しみタイム♪

〜 20:45

専任講師

子育て中に保育士の資格をとり保育士に転

絵と手仕事のクラス「キンダーライム」主宰。
東洋英和女学院短期大学、保育科卒業。幼稚
園教諭をへて、ドイツのシュタイナー幼稚園
で研修。スイス「ゲーテアヌム絵画学校」で
水彩画を、ドイツ「マルガレーテ・ハウシュ
カシューレ」にて「芸術療法」を学ぶ。著書

会場は飲食持込み禁止です。周辺に飲食店が
少ないため、お弁当のご予約をお薦めします。

『キンダーライムなひととき』（クレヨンハウ
ス）『魂の幼児教育』『子ども・絵・色』『ち
いさな子のいる場所』（以上イザラ書房）

KURO の華麗なジャグリング ＆ 相沢康夫の積み木ショー
百町森は 22 時まで営業

２日目 ）
月
7/19（
9:30

分科会１

宿泊が必要な方は、各自でご手配下さい。

４つの中から１つお選び下さい。詳細は右ページをご覧下さい。

A 室内遊び

B 幼児の運動遊び

11:30

まとめ・抽選会

12:00

昼食（お弁当／要予約）
・フリー

13:00

分科会２

〜 15:00

プラスアルファ

E 外遊び

＋α の
お楽しみ

C にじみ絵

D 絵本とお話

会場は飲食持込み禁止です。周辺に飲食店が
少ないため、お弁当のご予約をお薦めします。

４つの中から１つお選び下さい。詳細は右ページをご覧下さい。

F 乳児の運動遊び
役割遊びコーナーの展示
会場の一角で、保育室の「役割遊び」
コーナーを、実際の家具とおもちゃを
使って再現します。子どもの目線で眺
めたり、手に取って遊んでいただき、
コーナーづくりの参考にしてもらえれ
ば・・・と思っています。

G 手仕事

H バルーンアート

♪お楽しみタイム♪
毎年恒例の相沢による BIG ネフ積
み木ショーに加え、今年は北海道
から、ジャグリングパフォーマン
ス KURO さんをお招きして、超
ミラクルなジャグリングショーを
お楽しみいただきます。

百町森は 17 時まで営業

そのほかいろいろ予定してます
♪今年もやります！抽選会。何
が当たるかはお楽しみ。
♪講師の著書を中心に、講演で
ご紹介した書籍などの販売
（サインしてもらえるかも？）

分科会
A

毎年好評の分科会。今年は２コマです。楽しみながら学んでくださいね。
同行の方と別々の分科会に参加して、後で情報交換するのも楽しいかも。

B

室内遊び
講師：大西宏幸

講師：中島澄枝

脳を育てる運動遊び

志賀口大輔、浅香聡彦

ビデオを観ながら
役割遊びについて学ぶ

前「保育環境委員会」（日
本保
育協会青年部）のメン
バーの皆
さんの作成したビデオ
を観なが
ら、遊びのこと、遊べ
る環境の
こと、いろいろ学びま
しょう。
今回は特に「役割遊び
」を取り
上げます。なお、高山
静子先生
にも解説やアドバイス
等してい
ただきます。会場から
の質疑応
答の時間もあります。
コメンテーター：高山
静子
進行：柿田友広

E

C

幼児の運動遊び

外遊び

講師：寺田信太郎

目から鱗が落ちること
間違いなし
子ども達の保育室内での遊びを
たくさん勉強した方、ちょっと
外の遊びにも目を向けてみませ
んか？川和保育園は他に類のな
い素晴らしい園庭を持ち、子ど
も達のダイナミックな外遊び
に、訪れた人はみな驚くそうで
す。ビデオを観ながら外遊びに
ついて、いっしょに考えましょ
う。
聞き手：相沢康夫

お持

にじみ絵

ち帰

材料

り

費 90

D 楽し

い絵本とお話

0円

講師：としくらえみ

講師：清水千秋

「子ども」と「本の世界」
をつなぐプロになろう

絵の具を混ぜて遊ぼう
ぬらした紙に赤、青、黄色の絵
の具で絵を描いてみましょう。
色 が混ざって新しい色がうま
れたり、偶然できた形に想像力
がふくら んできます。楽しく
描いているうちに心の中が生き
生きしてくるでしょう。
材料費：900 円（当日集金）

昔のような運動的な遊びが不足
する今、毎日の運動遊びがどう
しても必要です。創造的で柔ら
かい、集団の遊びの指導法を実
践体験します。運動遊びの前の
「体操練習」もやります。

F

作品

G

作品

手仕事

お持

材料

の基本を紹介します。

ち帰

費2

講師：としくらえみ

幼い子が楽しみのうちに本の世
界に入るには、読み聞かせやお
話（ストーリーテリング）がお
すすめです。保育に携わる方々
を対象に、実演を交えつつ、そ

50

り

円

フェルトニードルで
ハリネズミを作ろう

乳児の運動遊び
講師：中島澄枝

発達は表
体の動きの発達と脳の
→動き→
がけ
言葉
す。
裏一体で
つながっ
びが
動遊
と運
う、
うた
乳児の運
ているわらべうたは、
す。それ
要で
動遊びとしても重
体育的な
切な
に適
以外にも乳児
す。
しま
紹介
遊びをご
プロフィール
神奈川県横浜市川和保
育園園
長。1944 年生。明治学
院大学
中退。27 歳の時、母から継
いで、
２代目園長になる。「自
分が行
きたい保育園」をモッ
トーに園
の改革を始める。行動
派園長。

ふわふわの羊毛を
フェルトニードルで
ツンツンと刺していく
と、フェ
ルト化して思いの形が
出来上が
ります。そうやって小
さなハリ
ネズミを作ってみまし
ょう。そ
のほか、おままごとの
道具に使
えるように、お野菜と
かハン
バーグなどをつくるヒ
ントもお
伝えしたいと思います
。
材料費：250 円（当日
集金）

プロフィール
大学図書館勤務後、2002
年よ
り（財）東京子ども図書館
職員。
児童室やかつら文庫を
担当。

H

作品

お持

バルーンアート

ち帰

講師：ジャグリング KURO

初歩から実践まで
細長い風船を
ひねって動物
を作るバルー
ンアート。結
び方からひね
り方まで、基本を楽しく習得し
ます。また、子どもたちと楽し
める簡単なレクリエーション
や、丸い風船を使ったトンネル
作りなど、実践に役立つものも。
全国でパフォーマンス・指導を
行っている Kuro さんがわかり
やすく丁寧に教えてくれます。

プロフィール
現在北海道小樽市在住。ラス
ベガスのジャグラー、グレゴ
リーポポビッチの演技を見て感
動し、ジャグリングを始める。
2007 年芸王グランプリ 全国
大会優勝グランド芸王。

昨年の参加者の感想です

体育あそびについて知りたかったので、ちょうどよかった

先生方のお話を聞いて、「早く保育園に戻って、子どもたちに会いたい」と思いま

です。（中島先生の分科会に参加）

した。元気とパワーをいっぱいもらいました。

「遊び」を今まで以上に

（分科会で）その分野を楽しんでいる先生たちの姿が印象的でした。

もっと真剣に取り組みたいと思いました。

先生が楽しそうだと、一緒にいる人も（子も！）楽しい！を実感。

（分科会で）たくさん体験できて、楽しみながら学べました。

「積み木ショー」が面白く、私も練習しようと思いました！

他にも参加したい分科会があったので、来年もまた来たいと思います。

よくない・他 3%

全体会

無回答 4%

わからない・無回答 4%

まあまあ
6%
全体会

まあまあ
19%

参加者アンケートより。
参加者 240 人中 113 人が回答。

来年のセミナーは？

よかった

よかった

78%

89%

全体会の満足度
全体会

分科会の満足度
分科会

必ず参加
したい
25%

都合が合えば
参加したい 71%
来年も参加したいですか？
来年のセミナーは？

り

ご注意
お食事について

そのほか

・会館内のレストランのほか、近辺にも食事のできる所が多少

・託児はありません。

ありますが、混雑が予想されます。主催者側でお弁当をご

・一日のみ参加の料金設定はありません。

用意いたしますので、ご希望の方は申込書にご記入下さい。

・分科会は定員になり次第、締め切らせていただきます。

・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。つま恋で開かれる「ap bank
fes」と日程が重なるため、早めのご予約をお薦めします。
・百町森でも会場近くに宿泊場所を確保しています。ご希望の
方はお問い合わせください。先着順とさせていただきます。
※シングル 1 泊 6,300 円位〜（朝食別）
キャンセルについて
・ご入金後のキャンセルはできません。
（気象状況によるアク
シデント等につきましては都度対応）

会場案内図
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 15 分
・タクシー約 5 分
百町森より徒歩 10 分

・代理の方が参加することもできますので、ご一報ください。

お申し込み方法
申込書に必要事項をご記入

参加費および受

参加費を郵便振替にてお支

参加証はご入金

の上、FAX または郵便にて

付番号を記した

払いください（手数料はご

確認後、順次郵

お申し込みください。仮予

仮予約受付票を

負担願います）。ご入金を

送いたします。

約となります。郵便でお申

FAX でお送りし

確認した時点で、予約完了

参加証は当日必

し込みの場合は、お手元に

ます。

となります。お申し込みは

ずご持参下さい。

控えを残してください。

入金順に確定されます。


FAX

保育セミナー 2010 in 静岡
ふりがな

電話
勤務先

FAX

自宅住所 〒

FAX

勤務先住所 〒

仮予約受付票 FAX 先／参加証郵送先

□ご自宅 □勤務先

参加申込書

電話

お名前

054-254-9173

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、ご入金の確認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。

分科会１、分科会２からそれぞれ１つずつご希望のものをお選び下さい。

お弁当のお申し込み

分科会１ □ Ａ室内遊び

□ B 幼児の運動遊び

□ C にじみ絵

□ D 楽しい絵本とお話

１日目昼 □ カレー（中辛）600 円

分科会２ □ E 外遊び

□ F 乳児の運動遊び

□ G 手仕事

□ H バルーンアート

１日目夜 □ 幕の内弁当 800 円

＊分科会は先着順のため、お申し込みが遅い場合はご希望に添えないことがあります。ご了承下さい（その場合はご連絡いたします）
。

２日目昼 □ 鳥そぼろ弁当 650 円

アンケート

保育セミナー参加経験

□ はじめて

□（

保育経験

□ １年未満

□ １〜５年

お申し込み・お問い合わせ先

）回目
□ ６〜１０年 □ 11 年以上

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。

（有）百町森（担当：川島・山崎）TEL 054-251-8700

〒 420-0839

静岡市葵区鷹匠 1-14-12

TEL：054-251-8700 FAX：054-254-9173

http://www.hyakuchomori.co.jp/
shop@hyakuchomori.co.jp

