
開催日

会場 サールナートホール
静岡駅より徒歩５分

講師 池田香代子
ドイツ文学翻訳家

木村昭仁
龍雲寺保育園（石川県）園長

参加費 5,000 円（税込）
宿泊費・食事代は含みません。

定員 200 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

9:20 受付　

9:45 ごあいさつ・事務連絡など

10:00 講演会「小さな『私』が今できることは」池田香代子

　10年以上前、ラジオで池田先生の「グリム童話」のお話を大変楽しく聞きました。
とりわけ「ブレーメンの音楽隊」には深い愛を感じました。2001 年には、『世界が
もし 100 人の村だったら』という本がベストセラーになりました。ドイツ文学の
先生がなぜ？と思っていたのですが、実は「世界の平和」のためにできることは何
かないだろうか、というご自分への問いかけから生まれた本なのだそうです。
　ここでは、グリム童話などの絵本や子どもの本について、『100 人の村』について、
そして自分の生き方や子どもの未来について、お話していただきます。（柿田友広）

12:00 昼食（お弁当／要予約）・フリータイム　 会場は飲食持込み禁止です。ご希望の方には近くの
「マイホテル竜宮」でのお食事を手配します。

13:30 講演会「こどもとであう」木村昭仁

　子どもの方が大人よりも優れている能力が幾つもあることを、皆さんよくご存じ
だと思います。神経衰弱ゲームで５才児が大人に勝ったり、大人の絵本の文章の読
み間違いに３才児が気付いたり…。子どもの想像力や創造力、イメージ記憶力には、
いつも感心させられます。
　この時期だからこそ持っている力を最大限引き出してあげることが、乳幼児教育
の役割だと思います。保育所は小学校をレベルダウンしたものでも予備校でもあり
ません。子どもの自己肯定感や相互信頼感を阻害する大人中心の一斉的な指示命令、
マニュアル化、結果主義的行動分析ではなく、「遊び」によって構成された０才か
ら修学前までの教育と保育について考えたいと思います。（木村昭仁）

15:15 休憩

15:30 公開インタビュー「こどもが育つ」　木村昭仁 × 聞き手  相沢康夫

　相沢がアクの強い木村園長に突っ込みを入れつつ、他では聞けない木村節を引き
出したいと思っています。特に保育における「遊び」の意味を、鋭く解きあかしたい。
　保育の中心に「遊び」を据え置く、その環境の整え方など、基本的な方法論から、
ステップアップの知恵まで、具体的に “ 龍雲寺流 ” を学ぶことで、明日からの保育
に少しでも役立てて頂ければうれしいです。（相沢康夫）

16:45 まとめ・抽選会

17:15 フリータイム　

18:30 ドイツ・フレーベルツアー報告　柿田友広　

19:00 相沢康夫の積み木ショー
19:40 終了（予定）

参加証をお忘れなく！
7/20 夜 臨時営業します

池田香代子
ドイツ文学翻訳家
口承文芸研究家。
世界平和アピール
七人委員会メン
バー。グリム童話やケストナーの翻
訳で知られる。ベストセラー『世界
がもし 100 人の村だったら』シリー
ズの作家としても有名。『100 人の
村』の印税で「100 人村基金」を
設立し、世界中の人たちに支援活動
を行うなど平和運動家としても知ら
れている。

木村昭仁
金沢市にある、社
会福祉法人龍樹会
龍雲寺保育園園
長。NPO 法 人 子
どもの発達支援センター理事長。全
昌寺住職。ボランティアNPO幹事。
大学及び保育養成校講師。ラジオ育
児相談のコメンテーターも務める。
著書：「家族援助論」「保育所・幼稚
園トラブル対応解決事例集」「保育
界」「現代のエスプリ」（いずれも共
著）、その他保育雑誌等に連載執筆
中

保育セミナー
2013 in 静岡

来年もあります！
海外版保育セミナー（予定）
♪ 2014 年２月 2 日〜 10 日
♪ドイツ・ニュルンベルクの国際玩

具見本市とフレーベル・センター
（ドレスデン）での研修、ザイフェ

ン玩具博物館見学など
♪資料請求受付中

店内でゆっくりお買いもの ＆
19:00 からゲーム体験会♪

「人として育つために」
子どもの成長を助ける豊かな環境作りにむけて
幼児教育の創始者フリードリヒ・フレーベルは『人間の教育』という本の中で
「遊びは幼児の最も純粋な精神的なあらわれ」と言い、「幼児教育の根本は幼児
を遊ばせながら導くこと」と説いています。その理由は、幼児期は子どもが人
間として育つために大切な時期だからとしています。私たちは、この幼児教育
の原点ともいえる思想に立ち返りたいと思います。　　百町森代表　柿田友広

例年と違う会場です。
ご注意下さい。

2013.7.21（日）

百町森は 21 時まで営業



お食事について
・駅の近くなので、食事のできる所は色々ありますが、お時間

がかかることも予想されます。主催者側で、近くのホテル「マ

イホテル竜宮」でのお弁当（税込 1,050 円）をご用意しま

すので、ご希望の方は申込書にご記入下さい。

・研修会場は、飲食物の持ち込みが禁止されています。

前日の臨時営業について
・7/20（土）夜は 21:00 まで臨時営業します。また、ゲーム

体験会も行いますので、ご希望の方は申込書にご記入下さい。

（当日も 21:00 まで臨時営業します）

宿泊について
・今回のセミナーは１日だけの開催ですが、ご遠方からのご参

加で、前泊・後泊をお考えの方は、各自でご予約ください。

早めのご予約をおすすめいたします。

・前泊の 7/20 は、百町森でも会場近くに宿泊場所を確保しま

したので、お問い合わせください。先着順です。

　※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。

・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。

そのほか
・託児はありません。

・詳しい情報をホームページの保育コーナーに掲載します。

・領収書が必要な方は、当日受付にてお申し出下さい。

お申し込み方法

ご注意

会場案内図

 054-254-9173

アンケート

子どもと関わるお仕事ですか？ □ いいえ □ 保育士 □ 幼稚園教諭 □ そのほか（　　　　　）

　　　　　　　　　経験年数 □  １年未満 □  １〜５年 □  ６〜１０年 □  11 年以上

　　　　　　　　　役職 □  なし □  主任 □  園長 □  そのほか（　　　　　）

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　〒

参加証郵送先 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。

お振込合計金額　（参加費 5,000 円、昼食お弁当代 1,050 円）

□ご自宅　□勤務先 　□ 5,000 円　□ 6,050 円　□その他　　　　　　　　円　

昼食のお弁当 1,050 円（税込）　
□希望する

前日のゲーム体験会への参加
□希望する

＊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。

〒 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/hoiku

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。

受付番号

サールナートホール
静岡市葵区御幸町
11-14
TEL 054-273-7450
駐車場はありません

JR 静岡駅北口より
徒歩約５分
百町森より徒歩 10 分

FAX

上記のお答えが「いいえ」

の方は回答不要です。

保育セミナー 2013 in 静岡　参加申込書

郵便振替　00180-4-253739

加入者名　百町森

通信欄に「保育セミナー 2013　受付番号　　　 」

とご記入下さい。

お申し込み・お問い合わせ先　　（有）百町森（担当：川島・山崎） TEL 054-251-8700

申込書に必要事項を
ご記入の上、FAXか

郵便でお申し込みく

ださい。郵便の場合

は、お手元に控えを

残してください。

まずはお電話に

てお申し込み下

さい。受付番号
と振込金額をお
知らせします

（仮予約）。

７月上旬に参
加証を郵送い
たします。参

加証は当日必

ずご持参下さ

い。

参加費をお支払いください（手数料はご負担願

います）。ご入金確認時点で、予約完了となり
ます。お申し込みは入金順に確定されます。


