
保育・家庭教育
セミナー
2016 in 静岡

子どもが育つ遊びと環境

認定こども園が増える中、今、乳幼児期の教育

とは何かが問い直されています。

その視点からもう一度、育児や遊び、環境を見

直してみようというのが、今回のセミナーの狙

いです。

遊びや環境構成、アフォーダンス理論など第一

線で活躍する人気の先生方をお招きしての、こ

れからの保育、教育についてのお話は、すぐに

皆さんのお役に立つと思います。

多くの方の参加をお待ちしています。

百町森代表　柿田友広

開催日 2016.9.18（日）19（月・祝）
会場 静岡県総合研修所もくせい会館

講師 高山静子
東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科准教授

細田直哉
聖隷クリストファー大学社会福祉学部こども教育福祉学科助教

畑直樹
クレーブラット代表取締役

鈴木知佐子
株式会社おもちゃ箱

椎名章雄
株式会社おもちゃ箱

さとうゆきこ
布育普及協会代表　布おもちゃ作家　通称「ゆっこ先生」

相沢康夫
おもちゃデザイナー

三野友子
ライアー奏者

参加費 税込 7,000 円（会員税込 6,500 円）
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

例年と違う日程です。
ご注意下さい。



タイムスケジュール

＋
プラスアルファ
α のお楽しみ

9:30 受付　

10:00 ごあいさつ・事務連絡など
10:15 全体会「アフォーダンスに気づけば、保育が変わる

　　　―認知心理学のアフォーダンス理論で保育環境を見直す―」細田直哉
「え？アフォーダンスって何？」という方でもご心配なく！
細田先生のお話はとても解りやすく
多くの ( 心ある ) 保育者の共感を得ることでしょう。

子どもたちの今の遊びを、より豊かな深いものにしようと
いろんな方法を模索している皆さん
アフォーダンスという見方を勉強してみませんか？
目から鱗、道が開けるかもしれませんよ。

皆さんの質問や相談にも、たっぷり答えていただきます。

11:45 昼食（お弁当／要予約）・フリー　 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。

13:15 全体会「保育の環境構成―教育的意図を どう埋め込むか？―」高山静子
幼児期に質の高い教育を行うことが
その後の人生や社会的な成果に良い影響を与える、という研究が注目されています。

乳幼児期の子どもは、遊びを通して学習しています。
では、子どもたちの質の高い学習を促す環境とは
どのような環境なのでしょうか？

幼児期の教育についてもっと詳しくなりたいと思っている
熱心な皆さんのご参加をお待ちしています。

14:45 休憩

15:15 相沢康夫の積み木ショー

15:45 全体会「遊びと環境の質」対談：高山静子 × 細田直哉
今保育を考える時、「質」という言葉もまたトレンドと言えるのかもしれません。
要領や指針には「質の高い教育」なんて文言が登場します。

この時間は両先生に、さらに突っ込んで、
遊びのこと、保育環境のこと、教育のことを、
とことん語り合っていただきます。
明日からの保育の「質」を高める為に、
今保育者が知っておきたい事とは？はたして・・・。

17:15 夕食（お弁当／要予約）・フリー　 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。

18:30 「ライアーコンサート」演奏：三野友子
～19:30 百町森でゲーム会もやります。

（19時～ 21時半・何時からでも参加できます）

10:00 分科会（ワークショップ）　　

Aゲーム Bライアー C トランスパレント Dだるまさん人形
12:00 解散　お帰りの際は、ぜひ百町森にもお寄りください♪ 12時 15分から 18時まで、営業しています。

　　　

１日目

9/18（
日）

２日目

9/19（
月）

相沢康夫の積み木ショー ライアーコンサート ドイツの手織りマフラー展示予約会 動物パペットの展示予約会 蜜ろうクレヨンで溶かし絵（１日目）

宿泊が必要な方は、各自でご手配下さい。
百町森でも少し確保していますので、お問い合わせください。

コンサートのみの参加もできます。
税込 3,000 円（会員税込 2,500 円）

参加証をお忘れなく！

百町森は 22時まで営業

百町森は 12時 15 分～ 18 時まで営業

細田直哉（ほそだ・なおや）
聖隷クリストファー大学社
会福祉学部こども教育福祉
学科助教。1971 年山梨県
生まれ。東京大学文学部哲
学科卒業。東京大学大学院教育学研究科修了。
翻訳家、小中学校教師、農業研修生、森のよ
うちえんの理事長、短大講師などを経て、現
職。人が環境との相互作用によって人になる
過程を心理学的に解明し、人の育ちを支える
環境の条件を探求することが研究テーマ。専
門は教育人間学、生態心理学。◆主要訳書に
『アフォーダンスの心理学』（新曜社）など。

高山静子（たかやま・しずこ）
東洋大学ライフデザイン学
部生活支援学科准教授学
科准教授。子育て中に保育
士の資格をとり保育士に転
職。保育士を退職後、保護者とともに地域子
育て支援に携わる。中村学園大学非常勤講師、
浜松学院大学専任講師・准教授を経て、現在
東洋大学准教授。研究テーマは、保育者の専
門性を言語化し理論化すること。保育雑誌
「げ・ん・き」連載中。◆著書：「環境構成の
理論と実践」エイデル研究所、「子育て支援
ひだまり通信」チャイルド本社他。

三野友子（みの・ともこ）
８年半にわたるドイツ滞在中に、長
男の通っていたシュタイナー幼稚園
でライアーに出会い、奏法を学ぶ。
サロンコンサート、病院、老人ホー
ム、幼稚園などでの演奏など、さま
ざまな場所でやすらぎと癒しの空間
を提供する演奏活動をおこなう。

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。

お二人の対談
が掲載された
「げ・ん・き
No.143」

癒しの音色♪

作品お持ち帰り
材料費実費

幼児期の教育についてもっと詳しくなりたいと思っている



プロフィール
一般社団法人アウディオペーデ音楽療法士養成コース在籍 2期生。スイス、オランダのコロイ工房で楽器と音楽の短期研修を受ける。2016 年 4 月より介護施設での音楽の時間を担当。ライアー歴 15 年。

プロフィール
静岡市清水区在住。布育普及協会代表。布おもちゃ
作家。保育士として約 12 年間携わった後、オリ
ジナルの布おもちゃ・布絵本を企画・デザインす
る。保育誌に作品掲載や連載多数。市内で講師を
務める。手作りキットの製作・販売。共著書『赤
ちゃんの手づくりおもちゃ 50』（チャイルド本社）

B
講師：鈴木知佐子

ライアーを子ども
の前で弾くために

ライアーという穏やかに響く弦
楽器が注目されています。子ど
も用の7弦のライアーなら値段
も手頃で、大人が子どもの前で
弾いて見せるのも簡単です。
絵本を読む前に奏でたり、人形
劇の BGMにしたり、わらべう
たを弾いて見せたり…子どもの
前での使い方のアイデア、また
7弦のライアーの弾き方につい
ても学びます。

弾き方と使い方の例

2014 年の参加者の感想です

分科会（ワークショップ）

A 講師：畑直樹
言葉やコミュニケーション力を育むアナログゲーム

保育士を経て、幼児向けゲームの輸入会社クレーブラットを立ち上
げた畑さんと楽しく遊びつつ、ゲームの持つ力についても学びます。

「今の日本の幼児教育の中で、アナログゲームは絶対に必要」と言
い切る畑さんに、ゲームで遊ぶことがなぜ必要なのか、ゲームだか
らこそ育つ力、保育のねらいとのつながりなどについて話していた
だきます。
実際にゲームで遊ぶコーナーと講義を織り交ぜ、体験と笑いを交え
ながら学ぶ充実の２時間です。

アナログゲームでなければ育たないものがある

よかった

73%

よかった

86%

よかった

77%

まあまあ
21%

まあまあ
11%

まあまあ 3%

よくない
無回答 6%

よくない
無回答 10%

よくない
無回答 12%

セミナー全体の満足度全体会の満足度 分科会の満足度

細田先生がわかりやすい言葉でお話しされたので、

理解しやすかったです。（細田先生の全体会）

とても充実していて参加した価値がありました。積み木

ショーすごく楽しかったです。子ども達に見せてあげたい。
大変参考になりました。

明日から活かしていきたい。

自分もやりたい。覚えたいと

思った。（積み木ショー）
遊びと教育の関係を整理して理解する

ことができました。（細田先生の全体会）

また参加させていただきたいです。

時間・物・場所・人を育てたいと思います。

参加者アンケートより。

参加者 154 人中 93人が回答。

プロフィール
幼稚園教諭時代にシュタ
イナー教育に出会い、お
もちゃ箱に入社。
株式会社おもちゃ箱
1987 年にシュタイナー
教育を学び実践する活動
の中から生まれた会社。
『子どもたちが健やかに
育つ環境づくり』がテー
マ。

プロフィール
Kleeblatt 株式会社代表取締役。
大阪で 20 年近く保育士をした後、単
身ドイツに渡り、色々な園で研修を積
む中で、アナログゲームと出会う。そ
の素晴らしさを伝えるために、帰国し
て子どものためのドイツゲームの輸入
会社を設立する。
保育・教育界で日本唯一のアナログ
ゲーム専門家として、全国各地でセミ
ナーやワークショップの講師を務め
る。子育て世代、父親、若者からお年
寄りまでのイベントも幅広くこなす。

毎年好評の分科会。今年は全てワークショップ形式。体験し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。

D
講師：ゆっこ先生

「だるまさん人形」
を作ろう

作品お持
ち帰り

材料費税
込 1,500

円

どっしり座っ
て、愛嬌のあ
る「だるまさ
ん」。
肌触りが良
く、手足のロープは赤ちゃんの
お気に入り。
絵本を読んだり、わらべうたで
遊ぶ時にも活躍します。
持ち物：縫針・マチ針・はさみ

現場でいろいろ使える

育つ環境づくり』がテー
マ。

C
講師：椎名章雄（おもちゃ箱）

トランスパレントペーパー
で作るちぎり絵

光が透ける薄い紙をちぎって貼る「ちぎ

り絵」は幼児でも集中して取り組める造

形遊びです。紙を重ねると、色が重なっ

て様々な色が生まれます。

光が透けてきれいな紙のクラフト

作品お持ち帰り
材料費税込 750 円

定員

人
24 定員

人
24

定員

人
30



お食事について
・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

ありますが、混雑が予想されます。主催者側でお弁当をご

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。

・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。早めのご予約をお薦めいたし

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 6,500 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その都度対応）

・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。

・一日のみ参加の料金設定はありません。

・分科会は定員になり次第、締め切らせていただきます。

・空調が強い場合があります。上着などをご持参下さい。

・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

ご希望の分科会（ワークショップ）をお選び下さい。
先着順のため、第１希望が満席の場合に備えて、第２希望もご記入願います。

第1希望 □A.ゲーム □B.ライアー □C.トランスパレントペーパー □D.だるまさん

第2希望  □A.ゲーム □B.ライアー □C.トランスパレントペーパー □D.だるまさん

＊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）。

お弁当のお申し込み（税込価格）

１日目昼 □ 助六寿司 700円

１日目夜 □ 幕の内弁当 800円

保育・家庭教育セミナー 2016 in 静岡　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　〒

仮予約受付票FAX先／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。

□ご自宅　□勤務先

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

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：山崎） 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 10 分

FAX

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。仮予
約となります。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。

参加費および受

付番号を記した

仮予約受付票を
FAXでお送りし

ます。

参加証は、９月
上旬に郵送いた

します。参加証

は当日必ずご持

参下さい。

参加費を郵便振替にてお支

払いください（手数料はご

負担願います）。ご入金を

確認した時点で、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。


