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会員募集中：入会資格・会費・会員期間
−低廉で安心の賠償責任保険付−

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。
保育士資格所有者…原則として、（社
入

会

資

格

福）日本保育協会の会員保育園に勤務

補償限度額

補償内容

補償限度額
（保険金額）

されている方
年
会

会
員

費
期

間

2,000円
（保育士賠償責任保険の保険料を含む）

賠償責任

１事故 １億円

（人格権侵害を含みます。
）

自己負担額 1,000円

事故対応特別費用

期間中 500万円

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

被害者対応費用
（お見舞金）

お見舞金は…
死亡時
50万円
死亡以外 3万円
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日本保育士協会

会長退任のご挨拶

この度、
任期により日本保育士協会会長を退任することとなりました。
在任中は会員の皆様の温かいご理解、ご協力をいただきながら務めさせていただきましたこ
とを心より感謝申し上げます。
また、各関係者の皆様の温かいご支援を賜りましたこと、厚く御
礼申し上げます。
平成 15 年の保育士の国家資格化に伴い、保育士の資質向上を目指してこの会は発足されまし
た。
その後、時代の変化とともに会の活動内容に幅を広げ、研修会等にも多数の皆様に参加してい
ただけるようになり、広報、調査研究も充実した活動内容を会員の皆様にお届けできるようにな
りました。
子どもたちを囲む環境はまだまだ厳しいものがありますが、
その環境をより良くしていくため
にも、子どもたちの健やかな成長に携わる保育士は、これから益々向上していかなければなりま
せん。
保育士の仕事は難しく、
奥が深く、
でも楽しさにあふれている仕事です。
保育士さんがいつも元気で楽しく保育に向き合えるよう、引き続き日本保育士協会が保育士
の皆様の心のより所の会でありますことを願っております。
日本保育士協会の益々の発展と、
会員の保育士の皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
日本保育士協会 前会長 栃木県 ひまわり保育園 飯村 智佳子

会

長

挨

拶

暑い真夏の水遊びや少しだけ涼しくなってくると草の中や園庭の木立の中での虫探し、子
どもたちは四季折々に楽しい遊びを発見するのが得意です。
泣き声・笑い声・元気なうた声、
そういう子どもたちの声に日々元気をもらいながら保育士の仕事が出来ることに感謝です。
さて、
この度、
日本保育士協会の会長に就任することになりました。
平成 15 年に日本保育士協会が発足いたしまして、多くの園長先生方のご理解そして会員の
皆さまのご尽力のもと現在 33,000 人の会員数となりました。
今年度の研修会も６月 17 〜 18
日横浜で実践研修会を、11 月５日には、岩手ホテルグランシェール花巻において中川 信子氏・
ケロポンズを招いての研修会、そして、明けて平成 29 年１月 21 日には、都市センターホテル
にて猪熊 浩子氏・小沢かづと氏による研修会を計画しております。
日本保育士協会当初からの事業である保育の専門性の向上・研修会の実施・研究活動の支
援・各種情報提供、そして保育の普及活動（機関紙「日本保育士協会ニュース」の発行）
・各種
広報活動・保育士が安心して働ける環境の整備（保育士賠償責任保険制度）
、これらのものを
より一層良いものに、
そして今後も保育士のための保育士協会でありたいと考えています。
保育現場で働く私たちにとって 子ども・子育て支援制度への期待が高まる中、保育士不
足、
保育士離れ、
そして保護者との関係や気になる子どもへの対応など、
問題は山積みです。
多様な保育ニーズの中で同じ仕事をしている仲間として、より良い方向へ行けるよう一緒
に考え、また会員のみなさまのご意見やご指導をいただきながら邁進してまいりたいと思い
ます。
今後とも日本保育士協会に会員の皆さまのお力添えを宜しくお願いいたします。
日本保育士協会 会長 宮崎県 下長飯保育園 池脇 きん子
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新
理事

野村

役

員

美和子

紹

栃木

介

やわらぎ保育園

この度、理事に就任させていただくことになりました野村美和子と申します。
子どもたちの一生の中で、特に大切な時期に保育士として携われることの幸せと
責任をかみしめる毎日です。
日本保育士協会の活動を通して様々な保育の現状や課題を学び、より良い保育に
繋がるよう勉強していきたいと思います。
そして、保育士の一員としての感謝を胸に心の通った組織運営に努めていきたい
と思います。
どうぞよろしくお願い致します。

理事

岡田

真奈

茨城

見和めぐみ保育園

この度、理事に就任させていただくことになりました。まだまだ保育士歴が浅く、
現場にて失敗と反省の繰り返しで、理事としても未熟な点が多いかと思いますが、
保育現場の問題や課題を共有したり、解決の糸口をみつけたりしながら、少しでも
より良い保育の現場となるように勉強させていただきたいと思います。先輩先生方
のご指導のもと、頑張っていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いし
ます。

◆ 会 長 池脇 きん子

宮﨑 下長飯保育園

◆ 副会長 小野田 晴世

東京 さゆり保育園

◆ 理 事 廣田 智子

埼玉 みつばさ愛育園

◆ 理 事 中島 好美

大阪 天宗瓜破東園

◆ 理 事 河上 ひろみ

広島 春日保育所

◆ 理 事 杉山 実佳子

静岡 杉の子保育園

◆ 理 事 栗原 亜佐子

静岡 くりのみ保育園

◆ 理 事 小嶋 知美

東京（多摩）小山保育園

◆ 理 事 佐藤 駿

東京（多摩）貫井保育園

◆ 理 事 後藤 貴哉

茨城 大宮聖愛保育園

◆ 監 事 小浦 久美子

東京（多摩）こころ保育園 ◆ 監 事 青木 恵里佳

3

東京 子供の家愛育保育園
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第12回

日本保育士協会

実践研修会

〜子ども本来の発達に資する乳幼児保育の充実と新制度における保育士の役割〜
平成28年６月17日（金）〜18日（土） ホテル メルパルク横浜

▼１日目▼
☆乳幼児期におけるアタッチメントと社会性の発達☆
講師：遠藤

利彦

今回は遠藤先生をお招きして、「乳幼児期におけるアタッチメント
と社会性の発達」について学びました。子どもは怖がったり、不安がり、
泣いて身近な人にくっついて安心を得ようとします。これがアタッチ
メント＝愛着と言うことです。これを繰り返し行うことで、感情を調
節したり、安全の感覚を体験し、信頼感や自律性が芽生え他者と共感
できるようになり、子どもの社会性が完成します。乳幼児期からの積
み重ねにより、大人になったときでも、人との関わり方が分かるよう
になります。しかし、子どもでも愛着関係を築けている子や愛着関係が確立されていない子などさまざ
まです。
愛着関係が確立されていない子どもは、自分の感情を抑えたり、安心できる環境を作ることが不器用
であり、そのために、社会性が欠けてしまい、やがて大人になったときに人と関わることが苦手になっ
てしまうのではないかという危惧があります。私たち保育士は親と同様な愛着関係を築くことはできな
いが、子ども一人ひとりに対して、個々の愛着を考えることは出来るのではないかと思いました。子ど
もの心が寄り添える場所はどこにあるのかを考る機会となった研修会でした。

☆保育がますます楽しくなる うた遊び☆

講師：新沢

としひこ

「今日はコンサートではありません。実践研修会です。知っている
歌があったら大きな声で歌ってくださいね！」元気なギター演奏で『世
界中のこどもたちが』で始まったシンガーソングライターの新沢とし
ひこ先生の研修。素敵な歌声で楽しい歌や手遊びをたくさん教えてく
ださいました。
「手遊びやゲームなど、人が何か活動する時、10 の力を持っている
人が、11、12 のことに挑戦すると面白く感じます。５の力を持って
いる人にとっては、11、12 のことがとても難しく感じます。その子に応じて、ちょっとだけ難しいこ
とに挑戦すると子どもたちは面白くてどんどん挑戦していくけれど、逆に簡単すぎたり、難しすぎてし
まうと面白くなくなってしまいます。一人一人のハードルに合わせて遊んでいけるよう、保育士のみな
さんはいろんな引き出しを持っていてくださいね。」
新沢先生の手遊びは、二人組になったり、複数で遊べる楽しいものばかりです。歌や手遊びはふれあ
い遊び。
「今、ふれあいが苦手なお母さんもいると聞いています。言葉だけじゃなく、ただただ寄り添
うことってとても大切。歌や手遊びを通すと、自然に遊びながらふれ合うことができますよ。」言葉以
外のコミュニケーションを遊びながら学ぶ、まさに実践的な内容でした。
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◆２日目◆
☆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⁉〜☆
講師：吉岡

伸太郎

今回の研修では、私たちとは密接な関わりを持つのに、なかなか触
れる事の出来ない新制度について、日本保育協会 青年部前部長 吉岡
伸太郎先生にお越し頂き、分かり易く解説していただきました。
実際に保育園で働いている私たちの中で、新制度を受けて、実践す
る保育が明らかに変わった、保育制度が変わりつつあると実感した人
はどの程度いるのでしょうか？そもそも新制度と現行の制度で何が変
わったのか、新制度に移行する事によって私たちの環境がどう変わっ
ていくのかを、意識して保育に臨んでいる方はそんなに多くはないと思いますが、保育の制度としては
大幅にかわり、これからその影響がますます大きなものとなっていくと予想されます。
新制度の前提条件であった、消費税の使い道は私たちのどの部分に使われているのか、そして、これ
からの保育園が担う役割として、社会福祉という役割を非常に意識した施設になっていく事が望まれて
います。子どもを預かり、保育を行うだけではなく、子ども・保護者・地域を結びつける役割が強く求
められています。当然、私たち現場の保育士にもその期待が掛かる事になります。
また、現在の保護者たちの現状として、子育てや生活の悩みを相談する場がないと感じられており、
保育士たちは今後その場を提供すること、そしてその対応にも役割を強めていく事が期待されているの
ではないでしょうか。

☆アンケートより（２日間を通して）☆
・乳幼児期のアタッチメントの重要性を感じました。普段の保育で何気なくやっているアタッ
チメントが子どもにとって大きな安心感を与えられる場所だということなど、とてもわかり
やすく教えていただきました。
・実際に体を動かすなど、参加型の研修で楽しく参加する事ができました。すぐに実践できる
ようなものばかりだったので、子どもたちにもこの楽しさを早速伝えていきたいです。手遊
びは普段よく使うので、いろいろ教えていただいて嬉しい気持ちになりました。
・今までは正直、保育士は日々現場で精一杯できることをやるのみだと考えていたが、私たち
一人ひとりが制度を理解して、その上で日々の保育を行うことが必要不可欠あると考えが改
まった。
・今回、全国から来られていて、みなさんとても熱心でした。自分の気持ちも新たに頑張ろう
と思える研修でした。このような場をもう一度行えたら嬉しいなと思いました。
・研修がとても有意義なものになって、
とても勉強になった。お土産も嬉しい内容で、
来て良かっ
た！と思った。時間帯も丁度良く、無理なく学ぶことができた。
・うた遊びは今後の保育に実践しやすく、今回は勉強した曲も入っているＣＤもいただいて保
育に生かせるのでとても良いと思いました。ありがとうございました。
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簡単手作りおもちゃ
身近な物や、素材を利用した簡単な手作りおもちゃをご紹介します。
＜材料＞
・板 ・押しピン
・カラー輪ゴム（太くてしっかりした物）
※ピンは抜けないように、ボンドをつけて金づちで打ち付けま
す。（すき間は作る）
板は紙やすり等で角をとり、表面にボンドをぬって乾かして
います。

ゴムを伸ばして、
引っかけたり、
形をつくることを楽しんでいます。

＜材料＞
・カラーストロー・とじひも
・合皮素材のバンド
※バンドは穴があいた状態で手芸店で売っていたものです。小
さい穴にはひも、大きい穴にはストローを通したりできます。

ストローを飾りにしたり、
通したひもを結んで輪にして、
いろいろ身に着けて遊んでます。
制作協力

みつばさ愛育園保育士

笠井

美樹子

大 募 集！
あなたの園の『手作りおもちゃ・お菓子の家・園紹介・自慢話・自慢作品・自慢給食（おやつ）…』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。
※ご応募いただいた方には粗品をお送りします。
6
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お 菓 子 の 家を作ってみました！
想像力を働かせたり協調性を養ったりする活動として、５歳児で「お菓子の家」を作りました。
お菓子の家作りの導入として、まず子どもたちが「どんなお菓子の家を作りたいか」を画用紙
に描いていき、その会話の中から、子どもたちが作りたい家を把握していって材料を揃えました。

土台は丸いバウムクーヘンやカステ

ラ、100 円で購入出来るクッキーな
どを使いました。クリスマスのお家
の中と屋根は食パンです！
トッピングにはマーブルチョコ、チ
ロルチョコのほか、金平糖やポイフ

ルなどが軽くてカラフルでオススメ
です！

※かかった費用は４グループで約 4,000 円です。時間は１時間程度で出来ました。

ドーナ ツ の 家

ヘンゼルとグレーテルの家

不思議な森 の 家

クリスマスのレンガの家

グループごとに相談し、先に屋根を作っているグループもありました。そうすることで冷蔵
庫ですぐに冷やすことが出来、固まった屋根は子どもたちでも簡単に重ねることが出来ました。
お菓子はチョコを湯煎で溶かしたり、マシュマロを溶かしたりしてつけました。子どもたち
制作 見和めぐみ保育園
が楽しみにしているクリスマスの活動としてもオススメです。
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平成27年度決算報告
決算報告書

事業報告書
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）
年月日

内

（単位：円）

容

第１３期
科目

【理事会】
平成２７年
５月８日（金）

第１回理事会

平成２７年
７月２日（木）

第２回理事会

平成２７年
９月１１日（金）

第３回理事会

（平成２７年４月１日～
平成２８年３月３１日）

【収入の部】
会費収入
研修会参加費
集金事務費収入等

67,448,040
1,221,000
1,739,406
70,408,446

当期収入合計

1,237,842

前期繰越収支差額

675

受取利息

平成２７年
１１月６日（金）

第４回理事会

平成２８年
１月２３日（土）

第５回理事会

平成２８年
３月４日（金）

第６回理事会

平成２８年
３月２７日（日）

第７回理事会

収入合計

監事監査

【研修会】
平成２７年７月
３日(金)、４日（土）

第１１回日本保育士協会・実践研修会
新潟市 ANAクラウンプラザホテル新潟

平成２７年１１月
７日（土）

平成２７年度(第１回)研修会

平成２８年１月
２３日（土）

平成２７年度(第２回)研修会

浦安市 ヒルトン東京ベイ

東京都 砂防会館

【部会】
・広報部会

平成2７年 ６/５．８/２１．１２/１１

・調査研究部会

平成2７年 ８/３１．１１/６

・事務所移転

平成２７年１１月１４日（土）

平成28年度
平成２８年度（第1回）

第 30 回

10,000,000

収入合計

81,646,963

【支出の部】
管理事務費
人件費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗品費
リース料
家賃
会員登録費
支払手数料
什器備品費
報酬他
事業費
謝金
通信運搬費
印刷製本費
会場経費等
業務委託費
教材費
保険料
広告料他

【監事会】
平成２８年
５月２６日（木）

運営充実積立金

当期支出合計額

25,289,277
7,268,151
6,778,298
1,765,539
99,728
891,071
850,665
3,319,125
1,699,412
748,062
967,241
901,985
50,058,358
1,862,988
2,934,149
2,590,844
7,347,239
824,238
420,128
33,551,390
527,382
75,347,635

当期収支差額

-4,939,189
6,299,328

次期繰越収支差額

日本保育士協会研修会予定表

開催場所

花巻市：グランシェール花巻

開催日

平成２８年１１月５日（土）
講演と実技（言語聴覚士・中川信子/ケロポンズ）
保育の

東京成徳短期大学 保育研修会
おしごと
開催場所
東京都：都市センターホテル
『どう変わる？
どう変える？開催日
保育・幼児教育の未来』
平成２８年度（第2回）
平成２９年１月２１日（土） 保育のおしごとって！
内容

こんなにおもしろい
2016
保育の未来はどう変わろうとしているのでしょうか？ どう変えていくべき
内容
講演と実技（ジャーナリスト・猪熊弘子/小沢かづと)
なのでしょうか？ 日本の保育は転換のときを迎えようとしています。今後の
( 受付開始 9:45)
保育の施策についての講演と 3 つの分科会で理解を深めてみませんか。

11 20（日）10:00〜12:00

主催：東京成徳短期大学

保育の●日程・プログラム
おしごと

11 月 19 日（土）
12：45 受付開始
13：00
開会式
保育のおしごとって！
こんなにおもしろい
観覧
2016 13：15 〜 14：45
講演会 「今後の保育施策の動向について」
無料
厚生労働省東京キャンパス：5-1
雇用均等・児童家庭局保育課
企画官 楠目 聖
淑徳大学
大講義室
15：00 〜 17：00
〒 174-0063
東京都板橋区前野町 6-36-4
第 1 分科会「保育者として育つ」
お申し込み
品川区立 御殿山すこやか園
園長 大澤洋美
●ファシリテーター
以下のフォームからお申込みください。
第
2
分科会
「保育現場で
『気になる』
子ども
-就学以降の成長の事例から-」
https://ws.formzu.net/
西川 正（ハンズオン！ 埼玉）
教授 田村節子
f g e n / S 5 3 3 9 2 6 8 9東京成徳大学大学院
/
今井 豊彦（日本保育協会）
お問い合わせ
第 3 分科会「子どもの造形表現 - その役割と新たな展開
-」
青砥路地裏で保育を語る会
東京造形大学 准教授 石賀直之
マメトーーク準備委員会／今井・小林
主催：青砥路地裏で保育を語る会
E-mail:hikotoyo101@gmail.com
●会場 東京成徳短期大学 十条台キャンパス
協賛：日本保育士協会・
（株）メイト
東京都北区十条台 1-7-13 協力：淑徳大学
●参加費 無料
●お申し込み・問い合わせ先 ※ お申込み締切 11月 5 日（土）
東京成徳短期大学 学修支援課
専用 TEL 03-3908-3530 専用 FAX 03-5948-4466
受付時間 月〜金 9:00 〜 17:00、土 9:00 〜 14:00
Web http://www.tsu.ac.jp
詳細について、上記ホームページに掲載いたします。

10:00 〜12:00
11 20（日）

日本保育士協会

淑徳大学 東京キャンパス：5-1 大講義室
〒 174-0063 東京都板橋区前野町 6-36-4

観覧
無料

ひな壇トークセッション
ひな壇トークセッション

これが私の生きる道！
これが私の生きる道！

保育の仕事は低賃金？ 重労働？ 人手不足？ それはそうかもしれな
保育の仕事は低賃金？ 重労働？ 人手不足？ それはそうかもしれないけ
いけれど、それ以上に、子どもって、保育って、おもしろい！ このトー
れど、それ以上に、子どもって、保育って、おもしろい！ このトークセッ
クセッションでは様々な世代の保育者をひな壇にお招きし、どんなこ
ションでは様々な世代の保育者をひな壇にお招きし、どんなことに
とに喜び、頭を悩ませ、やりがいを感じているのかを語ってもらいま
喜び、頭を悩ませ、やりがいを感じているのかを語ってもらいます。保育
す。保育中のエピソードだけでなく、私のこだわり、お仕事ファッショ
中のエピソードだけでなく、
私のこだわり、お仕事ファッション、
ン、私生活まで、さまざまな角度から
“保育の仕事” を掘り下げます。
私生活
まで、さまざまな角度から
“保育のおしごと”
を掘り下げます。・
“保育の仕事” に対するイメージが変わるかも
?! ファシリテーター
保育に対するイメージが変わるかも
?!
マメ先生の、ためになって、おもしろいアシスト・トークもお楽しみに。

お申し込み

●ファシリテーター

以下のフォームからお申し込みください。
西川 正
〒103-0003
東京都中央区日本橋横山町3-8
https://ws.formzu.net/
（ハンズオン！ 埼玉常務理事）
U・Mビル３F
fgen/S53392689/
TEL 03-6825-8803
FAX 今井豊彦（日本保育協会）
03-6825-8802
お問い合わせ
ホームページアドレス http://www.hoikushi-kyo.jp/
青砥路地裏保育を語る会／今井・小林
Eメールアドレス
hoikushi-kyo@hbvw.ftbb.net
主催：青砥路地裏保育を語る会
E-mail:hikotoyo101@gmail.com

協賛：日本保育士協会・（株）メイト
協力：淑徳大学

