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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）
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2015年度（第１回）日本保育士協会・研修会
日時：平成27年11月７日（土）13：00～17：00

会場：ヒルトン東京ベイ
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（１）子どもの発達を支える保育者の専門性とは
　今年度から新制度がスタートし、「保育の質」が重要な課
題とされています。保育者は毎日子どもたちと過ごし、一
人ひとりに合わせた保育を行っています。今回は髙嶋先生
に一人ひとりに合わせた保育の考え方について学びました。
　子どもひとつの行動に対して、保育士の捉え方はたくさ
んあります。保育の中で子どもたちの会話で「貸して」と
いうのは当たり前にある光景です。貸してほしい子どもは
貸して欲しいから「貸して」と言い、使っている子どもた
ちはまだ使いたいから「いや」と言います。そのような時はどちらかの子どもの考えを促してしまいが
ちになってしまいますが、どちらの考えも受け入れ、理解することが保育士の役目だと思います。髙嶋
先生の講演をお聞きし、子どもたちの行動を受け入れ、それを理解して保育をすることが大切なんだと
改めて考えさせられた研修会となりました。

講師　高嶋 景子

（２）エプロンシアター

＜先生によるエプロンシアター
　　　　「ねずみの嫁入り」の実演＞

　エプロンシアター考案者 中谷真弓先生による実技講習が
行われました。まず、「さあ みんなで」の歌から始まり、「一
丁目のドラ猫」「パンやさんにお買い物」の手遊びを楽しく
行いました。その後、エプロンシアターの実演を学びました。

　演じ手の豊かな表情や動作が人形劇を支えます。物語をエプロン上の小さな世界から、臨場感あふれ
る等身大の表現をすることで、子どもたちの想像力を高めます。

　≪上手な演じ方ポイント≫
　　① 表情豊か＆大きな動作

　　② 子どもの反応を引き出す

　　③ 子どもに合わせてアレンジする

先生ご指導のもと、ポイントを練習し、子ども達の前で演

じる自信がつきました。

講師　中谷 真弓
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2015年度（第２回）日本保育士協会・研修会
日時：平成28年１月23日（土）13：00～17：00

会場：砂防会館

（１）保育者の専門性に基づく環境構成
　「乳幼児期の教育と環境構成・子どもからはじめる環境構
成・環境の質を高めるヒント」の３つのポイントを中心に
お話しいただきました。応答性、多様性、見立てやすさ、挑戦、
適度な刺激がある環境構成をすることによって子どもの主
体性を活かした保育が出来るようになり、遊びが豊かにな
ることや発達段階による挑戦が行われることを学び、自園
での環境構成の見直しを考える機会になりました。他の参
加している先生方との意見交換もあり、より学びが深まり
ました。
　この研修を通して、保育士が保育のプロとして創っていく時間や空間の環境構成をする大切さが理解
でき、その子どもに合った環境構成を用意できることが専門性の一つなのではないかと思いました。今
後の保育園の環境を変えてみる一歩を踏み出してみようと思え、大いに学ぶ研修になりました。

講師　高山 静子

（２）「晴れの日も雨の日も親子で!保育で！まいにちあそび隊!!」

　2 年前、浅草での研修で大好評だった「ロケットくれよ
ん」が再び登場！
　♪ロケットペンギン ♪どろぼうネコとネズミけいぶ ♪
ヘンシンベルト ♪ガタンゴトンれっしゃなど、またまた
うたって・おどって・ふれあって、笑顔いっぱいの楽しい
ステージをくりひろげてくれました！

　楽しいだけ
でなく、歌声
はとてもきれ
いでした。

講師　ロケットくれよん

Blog : わ・ワ・ＷＡ! ！
http://hoick.jp/biog/rocketcrayo
Twitter : rocketcrayonman

ロケットペンギン

どろぼうネコとネズミけいぶ
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　現在の国の施策を説明があり、今後の国の
動向についての講演でした。

　昨今ニュース等のメディアに取り上げられる子どもの貧困問題について、内閣府青
少年担当兼子どもの貧困対策担当小山浩紀氏と、子どもの貧困対策センターあすの
ば代表理事 小河光治氏に子どもの貧困の現状と政府の取り組み、支援団体の取り組
みを鑑みた上で保育の現場で何が出来るのか、どう問題と向き合っていかなくてはな
らないのかを考える内容の研修でした。

　笠坊美紀氏(東レ株式会社 環境・エネルギー開発センター主任部員)、高木早智子
氏(花園第二保育園園長)、岩井沙弥花氏(みやこばるこども園園長)、ラッドキ岸本妃
咲氏（日本保育協会青年部副部長）による、一般企業と保育園との女性の働き方と子
育ての違いについてのパネルディスカッションでした。

　平成28年１月12日（火）、13日（水）に日本保育協会青年部 第21回青年部セミナー
が開催されました。このセミナーには日本保育士協会が協賛し、保育士の皆さんも参
加しました。日本保育協会青年部が国の保育施策や新制度後の保育の現状を私達保
育士に理解しやすいような現場の目線内容の研修でした。
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日本保育協会 第21回青年部セミナー
テーマ「福祉の役割」～豊かな未来を願って～

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課課長 岩井勝弘氏講演　　　　　　　　

研修１

研修２

研修１：テーマ「行政説明」

研修２：「ＳＯＳ！！子どもの
　　　　　　　　　貧困問題をみつめる」

研修３：「保育者の目線で考える 『これからの女性の働き方と子育て』」
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　日本保育協会青年部では様々な委員会活動をしており、今期はテーマが《選ばれる
保育園になるために》でした。各委員会のテーマに沿った研究や実践の報告がなさ
れ、保護者や自治体に選ばれる保育園の要素、そして、保育園の情報発信の大切さに
ついてのパネルディスカッションでした。

　日本保育協会青年部長 吉岡伸太郎氏に　
よる保育士に向けての講演でした。難しい新
制度をどの部分から見ていけば良いのか、ど
のポイントが大事なのかなど分かりやすく、保
育士としての理解を深めるための講演でし
た。

　日本保育協会青年部保育セミナーに始めて参加しました。テーマが難しいので
は？と思っていましたが、現場の保育士として「保育とは？」を改めて考えさせら
れるセミナーでした。選ばれる保育園であるためには、私たち保育士が大きく関
わっていること、そして、選ばれる保育園になるための努力こそ、子ども達により
良い保育環境を提供できるのだと感じました。また、新制度をわからないままに
してはおけないのだと実感いたしました。新制度において保育の内容なども含め
て、保育士としてもっと深く学ばなければと痛感した研修会でした。

広島県 保育士

研修３ 研修４

研修５

研修４：「保育という専門性が未来に果たすべき役割と約束」

研修５：「新しい制度で変わる保育と変わらない保育
　　　　　　　　　　　　　　　～新制度で保育士がどう変わる…!?～」

保育士としてセミナーに参加して
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【問題例】 あなたも考えてみよう！

〖 CROSSROAD 〗 ～ゲームで訓練しよう！～〖 CROSSROAD 〗 ～ゲームで訓練しよう！～
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　6月に行った岩手県視察において、提供して頂いた災害時想定ゲーム「CROSSROAD」というゲー
ムを行ってみました。このゲームは、実際の被災経験と、避難時の生活の経験を元に製作された物で、
普段の避難想定からでは想定のし難い、「生活」に重点を置いた物となっています。

というシンプルなゲームではあったが、実際に読み上げられる問題から考えられる事は多く、自分が常
識だと思っていた事でも、実際に経験してみると違うんじゃないか？という意見があったり、自分でも
驚く様な意見が飛び出して来たり、マニュアルではカバーしきれない部分、目には見えにくい部分に対
して、我々はどう動くのか、どう考えるのか、という事をあらためて考えさせてくれるゲームになってい
ました。絶対に正しいという答えはなく、このゲームをきっかけに、様々な目に見えない問題点の意識
共有になるのではないでしょうか。

【ゲームのルール】
１．じゃんけんで順番を決める。
２．決めた順番通りに、それぞれ用意された問題カードを読み
上げる。

３．読み上げられた問題に、メンバー自分なりの考えで問題の
「多数派」を予想してイエス・ノーのいずれかのカードを場に
出す。

４．場にオープンされたカードで、自分の出したカードが多数派
だった場合は、青い座布団カードを１枚取る。少数派は座布団を取れない。

５．少数派であっても自分の出した意見が自分１人であった場合、金の座布団を1枚取る。
６．順番通りに問題を読み上げ、最終的に座布団の多いメンバーの勝利となる。

１．防災の為に、残り湯を浴槽にためておくといいと言われる。
しかし、浴室がカビるかもしれないし、湯あかがつくと掃除が面
倒。それに滅多に災害なんてこない。それでも残り湯をためてお
きますか？ Yes or No

２．あなたは母親であり、小学校へ行っている我が子を迎えにいく
が、途中で倒壊した家屋の下敷きになっている人を発見。他に人
は見当たらないが、我が子も気になる。まず目の前の人を助け
る？ Yes or No

これは問題の一例ですが、実際に自分たちがその場にいた場合、どのような判断になるか、またこん
な状況であったら、と考えながらやってみると、災害時に関して用意されている課題はまだまだ多い
のではないか、と考えさせられました。
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集まれ～！ 保育園！！
～保育園訪問 くりのみ保育園（静岡県 島田市）～

　園訓の「大切にする心」をモットーに人・物・
環境全てを大切にして生活しています。
昭和50 年からこの園訓は受け継がれています。
　くりのみ保育園では生きる力の源の “ 食育 ” に
力を入れています。夏は口当たりの良い物、冬は
温かいものを取り入れ日本食中心メニューです。
和・洋・中のメニューに合った陶器の食器を使用し、
盛り付けは自分達で行っています。
０歳児から１週間に一度クッキング保育を取り入
れ、食に対する感心を持たせます。

子ども達は本物志向で、ダシが（いわし、鯖節など）かわった事もわかるのです。また、
加工食品と手づくりの違いもわかります。食事サイクル表があり、曜日毎に食事の環境を
かえています。
　私たちは子どもを一人の人間として尊重しています。
職員を先生と呼ばず、名前で呼んでもらい、全職員が全て
の子どもを担任しているという気持ちで保育しています。
　そして、“ 健康 ” にも力を入れており、日中はわら草履を
はいて生活しています。
一日の中で一番ほっこりする手湯や足湯の時間があります。
ひのきの足湯風呂に花壇のハーブや果物の皮、お茶の葉を
足湯に入れ、毎日楽しんでいます。新陳代謝や血行がよく
なり、免疫力も高まります。そしてぐっすりお昼寝できるの
です。
お近くにお越しの際は子ども達と一緒に足湯にどうぞ！！

☆☆☆ 【日本保育士協会】事務所移転のお知らせ ☆☆☆
日本保育士協会は、設立以来使用してきた麹町事務所を下記に移転しました。

住所・電話番号・FAX番号が変更となりますので、ご登録の変更などよろしくお願いします。

〒103－0003
　　東京都中央区日本橋横山町３－８ Ｕ・Ｍビル３階

電話 03－6825－8803
ＦＡＸ 03－6825－8802
E-mail hoikushi-kyo@hbvw.ftbb.net
URL:http//www.hoikushi-kyo.jp
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2016年度 日本保育士協会 研修会　ご案内

　2016年度　実践研修会
　　・第12回　実践研修会　平成28年６月17日（金）～18日（土）
  会場：ホテルメルパルク横浜　　〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町16

 　講師：6月17日（金） ○遠藤利彦（東京大学大学院教授）
    ・「乳幼児期におけるアタッチメントと社会性の発達」
   ○新沢としひこ（シンガーソングライター・元保育士）
    ・「保育がますます楽しくなる 歌遊び」

6月18日（土） ○吉岡伸太郎（社会福祉法人 おひさま会 おひさま保育園 園長）
    ・「新しい制度で変わる保育と変わらない保育」
    　～新制度で保育士がどう変わる…!? ～

 ・2016年度（第1回）研修会　平成28年11月5日（土）
  会場  ：  岩手県　ホテルグランシェール花巻　
  講師  ：  中川信子、ケロポンズ

 ・2016年度（第2回）研修会　平成29年1月21日（土）
  会場  ：  東京都　都市センターホテル
  講師  ：  小沢かづと、七役司

〒103-0003
東京都中央区日本橋横山町３-８　U・Mビル３F
TEL 03-6825-8803　  FAX 03-6825-8802
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

ホテルメルパルク 横浜赤レンガ倉庫 横浜中華街 ランドマークタワー


