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入　会　資　格
保育士資格所有者…原則として、（社
福）日本保育協会の会員保育園に勤務
されている方

年　　会　　費
2,000円
（保育士賠償責任保険の保険料を含む）

会　員　期　間
毎年４月１日から１年間
（翌年３月31日まで）

入会手続締切日 毎月20日まで

入会開始日 手続きした月の、翌月１日

－低廉で安心の賠償責任保険付－

会員募集中：入会資格・会費・会員期間

この保険は保育士さんが保育業務に起因した事故により、保育士個人に損害賠償請求された場合に補償される保険制度です。

補償限度額

賠償責任

事故対応特別費用

被害者対応費用
（お見舞金）

（人格権侵害を含みます。）

１事故 １億円
自己負担額 1,000円

期間中 500万円
お見舞金は…
死亡時　  50万円
死亡以外　 3万円

補償内容 補償限度額（保険金額）



2014年度（第１回）日本保育士協会研修会
日時 ：平成26年11月８日（土）13：00～17：00

会場 ： アークホテルロイヤル福岡天神

（１）保育実践の向上のために　　　　　　　　　　　　　　講師　井上　眞理子

日本保育士協会ニュース NO.21

　日常の保育の振り返りや反省点を個人やグループでディスカッションをして見つ
め直しました。グループディスカッションでは、相手の話をよく聴き、理解しよう
とすることで、自分自身や他者の課題に気付き、
理解を深める取り組みを行いました。
　初めての方同士でしたが、皆さん緊張するこ
となく打ち解けてディスカッションを行ってい
ました。
　グループで様々な事を話し合うことで、普段
の保育の課題に気付き、良い変化をもたらすこ
とが出来たと思います。

（２）保育いきいき！ふれあいタオル遊びとパネルシアター　講師　松家　まきこ
　タオルを使い、歌に合わせて踊ったり、ボールやマントや人形を作ったりと簡単
に覚えられ、明日からでもすぐに保育園で実践できる楽しい遊びがたくさんありま
した。また、演じ方のヒントがいっぱい詰まった、かわいいパネルシアターもご披
露下さいました。
　最後に『花は咲く』をブラックライトシアターで披露していただきましたが、歌
のもつ雰囲気と幻想的なブラックライトが合って、とても感動的な作品でした。
　笑顔が溢れるかわいい松家先生の講演はあっという間に時間が経ち、本当に楽し
い実技研修でした。
　今回の研修会もパネルシアターのお土産があり、豪華で充実した研修会となりま
した。
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日本保育士協会ニュース NO.21

（１）「保育の面白さと保育者の専門性」　　　　　　　　　　講師　井桁　容子
　日常の保育の中で起こる子どもたちの様々な場面
を写真を使って分かりやすく説明して下さいました。
参加している先生方も共感して頷かれている姿が多
く見られたように思います。
　一例として、子どもたちと一緒に過ごす中、「かし
て」「いいよ」という会話は日常の保育の中でよく耳
にします。一見、何事もない会話のように思えます
が「いいよ」と言った子どもは、もしかしたらまだ使いたかったかもしれません。
しかし、保育者は「いいよ」と言うように促してしまいがちです。子ども一人一人
を尊重していくためには、保育者の固定観念を崩していかなければならないと感じ
ました。井桁先生のお話は、保育の基本を改めて考え直す良い機会になりました。

（２）「遊び方いろいろ～さんかくボールを作ろう！～」　講師　さとう　ゆきこ
　布で手作りおもちゃ「さんかくボール」をみんなで作りました。
　手作りおもちゃは「作れる！」「洗える！」「癒される！」３つの効果があります！
是非活用してみてください。

♪布おもちゃの良いところ♪
安心～肌触りが好く、心が安らぐ
清潔～洗うことができ、清潔に保つことができる
長持ち～ほつれたりしても、清潔に保つことができる

ゆっこ先生の手作りキット
＜さんかくボール＞
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2014年度（第２回）日本保育士協会研修会
日時 ：平成27年１月24日（土）13：00～17：00

会場 ： 都市センターホテル

みんなでお裁縫！
男性保育士の皆さんの
腕前もなかなかでした！

●ホームページ　http://yukkotoy.com/
●ショップ【ゆっこ・とい】http://yukkotoy.net/

さんかくボールのできあがり～！
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　まず、園舎の全景を見て目を引くのが、その窓です。日照を取り入れた明る
い雰囲気と開放的な園生活がテーマとなっています。入ると、送迎時には門
扉を開放してドライブスルーとなる園庭が姿を表します。ドライブスルーに
する事により、送迎時の渋滞が緩和され、近隣住宅への迷惑をかなり減らす
事ができたようです。
　１階のエントランスは大きな窓が開放的な雰囲気を出しています。子育て
支援の部屋としても使われ、壁面には本棚が併設してあり、まるで図書館の
絵本スペースのよう。奥へと続く保育室は乳幼児クラスになっており、保育士
の動線、使いやすさを考えて保育士がクラス設計に参加しています。廊下は
理事長のこだわりで間接照明となっており、柔らか
で暖かみのある雰囲気に包まれています。
　２階に行くとまずホールがあり、ホールから３歳
児、４歳児、５歳児クラスへと繋がっています。５歳

児、４歳児クラスにも大きな窓があり、丸見えになっているのでは？と不安に
思うくらい開放的ですが、地域の人からは好評のようです。
　民間移管の際、地域住民の結束が強く、保育所と保育所保育への理解を得
るのに苦労し、話し合いや説明を重ね、その甲斐あってか、地域の住民から大
きな理解と協力が得られました。保育所は子どもと地域の交流点としての役
割を持っており、これからその役割はますます強くなっていくことでしょう。
子どもは社会で育てようという流れが戻りつつある昨今、我々と地域は協同
して保育を行っていける、地域との関係を今まで以上に強固に構築していか
なければならないと感じさせられました。
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～保育園訪問　港町保育所（広島県福山市）～

集まれ～！保育園！！
～鏡しらぬい保育園さん（熊本県八代市）から嬉しいお便りをいただきました！～

『うなぎとのふれあいの会』　この夏の貴重な体験の様子です　

＜うなぎのお話を聞きました＞

＜うなぎのつかみどり＞ ♪さわってみよう♪

＜ひつまぶし試食会＞

♪おいしいね～！♪

 大募集！
あなたの園の

「自慢話・自慢作品」
など何でも募集中！
日本保育士協会まで
郵送・FAX・メール
でお送りください

♪まて！まて～！♪
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　2014年11月８日（土）栃木県栃木市永野川緑
地公園にて「おそとにとびだせ！in栃木」が開催
されました。
　このプロジェクトは、東日本大震災以降の放
射能汚染問題により園外で遊べなくなった福島
県内の保育園児を対象に開催されています。
　今年で２回目の開催となり、今回は福島県い
わき市より３ヶ園、栃木県内の保育園から２ヶ
園、のべ160人の園児が参加し、バスで栃木県栃
木市の永野川緑地公園に遊びに来てくれまし
た。
　当日の天候は曇りで、風が強く、やや肌寒く感
じる気温で、参加してくれた子ども達が元気に遊
べるのか、心配されていましたが、子ども達は終
始笑顔でアクティビティを楽しみ、当日参加した
60名のスタッフにも明るい笑顔を振りまいてい
ました。
　当日のアクティビティは、子ども達に大ウケ

だった健康筋肉体操から始まり、運動遊び、アスレチック、サッカー、風船づくり、マーブリングによる絵
はがき作成、暗室を使用したカメラ体験など、運動、芸術に分かれたアクティビティがあり、各分野の専
門的な講師が子ども達と活動すると共に、参加したスタッフにも実践を交えた講習を行う等、子ども達
だけではなく、参加したスタッフにとっても実りのある一日となったようです。
　昼食時には沖縄から参加したスタッフがサーターアンダギーを、地元スタッフから温かい豚汁が配ら
れ、おかわり分もあっという間になくなってしまうほどの盛況ぶりでした。
　帰り際には「うちの保育園に来てよ～！！」と、子ども達から腕や裾にしがみつかれてせがまれ、嬉しい
悲鳴を上げている保育スタッフの姿も印象的でした。このエピソードを筆頭に、５時間ほどの短い時間
でありながら、やり取りを交えながら交流を深め、有意義な時間になったのではないでしょうか。
　東日本大震災から４年という月日が経とうとしています。あの時の記憶や傷跡は徐々に薄れて来ては
いますが、未だに震災の影響を受け続けている人たちも数多くいます。この状況下において、保育を通
じて私たちに出来る事は何だろう？という問いかけに、このプロジェクトで、「私たちに出来る事の一つ
がこれだよ」と回答の一つを提示されている様な気がしました。

おそとにとびだせ！in栃木
主催：日本保育協会青年部HUG.プロジェクトチーム　協賛：日本保育士協会
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・鬼ごっこ　・ままごと　・砂遊び　・ふれあい遊び　・ごっこ遊び　・ブロック　・手遊び
・わらべうた　・運動遊び　・戸外遊び　・かくれんぼ　・ゲーム　・リズム遊び　・製作
・かけっこ　・追いかけっこ　・音楽遊び　・体操　・積木　・折り紙　など
…「会話を交わしジョークしている」というのも。あなたは子どもたちとどんな遊びをされていますか？

6

☆子どもとどんな遊びをしていますか？

・製作　・絵本の読み聞かせ　・ピアノ　・歌をうたう　・運動　・手遊び　・踊り　・絵
・体を動かして遊ぶ　・リズム遊び　・マジック　・子どもたちの笑いをつくる　など
…「子どものしている行為を待つこと」「保護者と話すこと」という答えもありました

☆あなたの保育技術で得意なことはなんですか？

・ピアノ　・絵　・製作　・合奏　・歌　・わらべうた　・読み聞かせ　
・手遊び　・造形　・運動　・あやとり　・折り紙　・劇遊び　・けんかの解決
・導入　・叱り方　など　
…「全部」「書類」「パソコン」「保護者とのコミュニケーション」という答えもありました

☆あなたの保育技術で苦手なことはなんですか？

・すぐ実践できるもの（エプロンシアター、ペープサート等）　・遊びの研修　・保護者支援
・気になる子について　・造形　・手遊び　・遊戯や劇　・体を使った体験型の研修　
・ゲーム遊び　・音楽リズム　・感染症や応急処置　・手作りおもちゃ　・保育技術の実践　
・保育環境　・絵画指導　・ふれあい遊び　・運動遊び　・子どもの発達について　など
…「男性保育士が主となる研修」「どんな研修でも」という答えもありました

☆どんな研修を受けたいですか？

・いつでも笑顔で楽しい保育　・のびのびとした保育　
・子ども一人ひとりと丁寧に関わる保育　・保育園が楽しみだなと思える保育　
・母親のように温かくてメリハリのある保育　・子どもに寄り添う保育　
・生きる力を身につける保育
・子どもにいろいろな体験をさせたり、やりたいことを踏まえた保育　・アットホームな保育
・ゆとりある保育　・子どもたちが考え自ら行動できる保育　・子どもの可能性や力を伸ばす保育
・子どもたちと楽しさ、悲しみを分け合える保育
・子どもの目線で一緒に考えたり作ったりする保育　・優しく温かく元気で明るい保育　など
…「子どもの心に１つでも残ることをしたい」という答えも　あなたはどんな保育をしていますか？

☆どんな保育をしたいですか？

保育士になって…
～今、どんなことを思っていますか？2014バージョン～ 
♪研修会参加者の皆さんにアンケートをいただきました♪

１年目保育士さん

５年目保育士さん

10年目保育士さん

アンケート
第二弾！
アンケート
第二弾！
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・子どもと話したり、一緒に遊ぶ時　・子どもと心の交流ができた時や成長を感じた時　
・子どもたちの笑顔が見れた時　・子どもたちと大きな行事や課題を乗り越えることができた時
・自分の名前を覚えて呼んでくれた時　・子ども同士の発想ややりとりを感じたり見れたりした時
・子ども、保育士、保護者と一体になって感動できた時　・子どもが頼りにしてくれた時
・子どもと楽しいという気持ちを共有できた時　・いろいろな年齢の子どもたちとふれ合える時
・行事を通して子どもたちと共有し合えること　など
…「保育士の仕事全部！」と答えてくれた方もいました

☆一番楽しいと思ったことはなんですか？

・子どもの成長が見えた時　・行事が無事終わった時　・子どもに「先生大好き！」と言われた時
・保護者との信頼関係が見られた時　・保護者から感謝された時　
・「先生！」と言って来てくれる時　・子どもの『できた！』が見られた時　
・子どもの方から元気や笑顔をもらった時　
・設定保育で子どもたちがおもしろい反応を見せた時　
・子どもの喜ぶ姿を見た時　など
…「楽しいと感じた時はいつでも」と答えてくれた方もいました

☆どんな時にやりがいを感じますか？

・子どもや保護者から信頼される保育士　・笑顔を絶やさない保育士　・子どもに好かれる保育士
・子どもの気持ちに寄り添えて、何でも反応できる保育士　・子どもが安心できる保育士
・子ども一人ひとりと丁寧に関わり共に成長していく保育士　・子どもの気持ちを代弁できる保育士
・常に目の前にいる子どものことを考えられる保育士　・子どもの成長を支えることができる保育士
・子どものよい理解者、第二のお母さん　・あたたかく優しい保育士　・メリハリのある保育士　　
・子どもの目線に立つことができる保育士　・明るく元気な保育士　・気配りができる保育士　など
…「オールマイティーに何でもそつなくこなせる保育士」という答えもありました

経験年数１年目～ 40年目の保育士さんにアンケートをいただきました。
経験年数は違っても、子どもたちと一緒に過ごす中で楽しいややりがいを感じるこ
とはみんな一緒。そして、目指す保育、保育士像も。みんな子どもたちがかわいい！
大好き！大切！いつも子どもたちのことを思っているんですね。
保育士さんって素敵です♡
これからもかわいい子どもたちのために、そして輝く子どもたちと一緒に
がんばれ！保育士さん‼

☆どんな保育士を目指していますか？ 30年目保育士さん

20年目保育士さん

40年目保育士さん
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日本保育士協会
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-1
  全共連ビル麹町館6Ｆ
TEL 03-5276-3851　  FAX 03-3265-8885
ホームページアドレス  http://www.hoikushi-kyo.jp/
Eメールアドレス hoikushi-kyo@hbvw.ftbb.net

 

平成２７年度 第１１回　日本保育士協会　実践研修会
日時 ： 平成２７年 ７月３日（金）～４日（土）

場所 ： ANAクラウンプラザホテル新潟

講師 : 室井　滋 ・ 長谷川　義史　他　

～研修の後は新潟を楽しもう～　　　

見所もあるよ！

安田ヨーグルトワッフル せんべいソフト

♪新潟限定スウィーツ♪

♪佐渡の名物料理♪

♪間違いない！海鮮丼♪

♪ばかうけで有名！
　新潟せんべい王国♪

美味しいものいっぱい！

 

♪新潟市アニメ博物館♪

♪綺麗！日本海の夕日♪


