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Nippon Childcare professional Association

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

会福祉法人が運営する保育所等に勤

補償限度額

補償内容

補償限度額
（保険金額）

務されている方（平成29年度より）
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

日本保育士協会ニュース NO.25

2016年度（第１回）日本保育士協会研修会
日時 ：平成28年11月５日（土）13：00〜16：30
会場 ： ホテルグランシュール花巻（岩手県）

（１）子どものこころとことばの育ち〜周りの大人にできること 講師 中川 信子
今、発語の遅れなど言葉の問題を抱える子どもが増え、支援の
仕方に悩む保護者や保育者も多く、日々努力していると思います。
今回の研修では、中川信子先生に、
「子どものこころと言葉の育
ち〜周りの大人にできること」の演題でご講演いただきました。
言葉は、言葉だけを言えるようにするのではなく、
「わかる事柄・
わかる言葉」を育てる暮らしをすることで、
大人（他者）
・子ども（自
分）
・物の三項関係が成り立ちます。言葉を伸ばす話し掛けをし
ていくことで、
「言える言葉」が生まれてきます。また、脳の感覚統合を進める抱っこや高い高い
などの親（保育者）子のふれあい遊び、滑り台やトランポリンやマットなどの運動も、言葉の発達
に有効だと学べました。
保育者ですと、毎日当たり前のように子どもと目線を合わせ、触れ合い語りかけて、沢山の言葉
の刺激を与えていますが、母子だけの環境で、言葉の働きかけの少ない場合も多く、発語を促す
環境や働きかけが乏しいこともあります。言葉の発達のためには、子どもと親の両方の援助が大
切ですね。

（２）ケロポンズのあそびうた大作戦

講師

ケロポンズ

「ケロポンズのケロちゃんです。ポンちゃんです」と元気の良
い挨拶から始まったケロポンズのお二人。耳に残る歌詞や、子ど
もたちの喜ぶ顔が目に浮かぶようなダンス、歌に合わせて色々な
妖怪が出てくるパネルシアターなど、盛りだくさん披露してくだ
さいました。
パネルシアターは、作り方やポイントを丁寧に、さらに面白く
教えていただき、明日の保育でもすぐに実践出来る内容となって
いました。お二人と親しい、
新沢としひこさん作曲の
「にじ」
を歌ってくださったり、
ポンちゃんこと、
平田明子さんが翻訳した絵本
「ベティー」
を読んでくださったりもしました。代表曲
「エビカニクス」
がかかると、会場は大盛り上がりでした。
また、平田明子さんが、過去に保育園に勤めていた時のお
話をしてくださいました。子どもが靴を履いて戸外に出る際
に、保育士として働き始めたばかりだったこともあり、何も
考えずに靴を履かせてあげたそうです。すると、先輩保育士
に「子どものチャンスを奪わないように」と言われ、
そこで八ッ
と気付いた、というお話でした。歌やダンスだけではなく、
保育士としての子どもへの関わり方までも教えて下さり、と
ても充実した研修内容でした。
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2016年度（第２回）日本保育士協会研修会
日時 ：平成29年１月21日（土）13：00〜16：30
会場 ： 都市センターホテル（東京都）

（１）こどもの「いのち」を守る保育〜愛情深く豊かな保育実践のために〜 講師 猪熊 弘子

「死を招いた保育」などの著書を持つ、ジャーナリ
ストの猪熊弘子先生に保育園で起こった様々な事件の
具体的な実例を踏まえて話して頂き、とてもわかりや
すく身に沁みながら聞くことが出来ました。
保育で一番大切なことは、子どもの命を守ること。
毎日の保育は「繰り返し」と「積み重ね」の日々だが、
「まぁ、いいか」と思う瞬間や怠慢、思い込み、慣れ合
いが “ 命 ” に関わる危険の芽になっている。また、保育
は一人ではできないもの。保育をする「仲間」同士の連携が大切であり、語り合い、支
え合い、仲間といかに共有するかが重要である。保育士だけでなく、園長、主任、看護師、
栄養士、保護者など、違う立場の人同士が子どもへの愛情を共通点にチームとなって
繋がっていくことが重要であると学びました。
保育中に最も気をつけたいのが、睡眠中、食事中、水の事故（くうねるみずあそび）
が一日のうちで、一番危険な時間であること。事故は起こるものではなく、起こさない
ようにするもの。大切な子どもたちを守るということは保育士の人生を守ることでも
あるという言葉が印象的でした。
改めて子どもの命の大切さや子どもたちの大切な命をお預かりする事の責任を感じ、
日々の保育を振り返る良い機会になりました。

（２）実技「小沢かづとのあそびの引き出し増やしまshow！」 講師 小沢かづと

シンガーソングあそびライター小沢かづとさんによる実技講演。オリジナルのあ
そび歌や体操・触れ合いあそびなどを体験しました。保育の現場に持ち帰り、すぐ
に実践したくなる楽しいものばかりでした。

☆ゲーム「ナイスコップ」
☆体操メドレー
紙コップを重ね入れるだけの ぶろっこり体操→もろこーし
簡単なゲームですが、白熱し →かぼちゃパンプキング
ました！
→パイナポー体操
「ゆびにんじゃ」 ( 作れます )
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つくってみよう 〜リース〜
色々な木の実、どれもかわいく趣きがあり、装飾にぴったりですね。珍しい木の
実を集めて、子ども達とリースを作ってみました。

木の枝を二重にして、四角に組む

後ろの枝に麻ひもを」巻きつける

色々な木の実をボンドで付ける

いろいろな種類の木の実があります。

子ども達の作品

素敵なリースが出来上がりました！

リボンなどで、
クリスマス仕様に
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HUG.プロジェクト

第４回お外に飛び出せ in いわき
協賛

開催報告

HUG.プロジェクトリーダー

松野

日本保育士協会

敬

平成 28 年度より HUG. プロジェクトは、全国青年部長懇談会の活動の一
つとして位置づけられ、各支部青年部長の協力をいただきながら、本年度の開
催準備を進めて参りました。
第４回目となる今年度は、過去３回と同様に、東日本大震災・福島第一原発
事故の影響で、屋外活動が制限されていた福島の子どもたちに対しての支援イ
ベントをいわき市において 10 月 13 日（木）に開催しました。
当日は、福島県内 13 の保育所から過去最大となる 298 名の園児が、会場
となったいわき海浜自然の家に集まりました。
天候にも恵まれ、大型遊具やストライダー体験、サッカーやしゃぼん玉など
を通して、思い切り戸外で遊んでもらうことができました。また、製作活動や手
遊びコンサートなどのプログラムも実施し、子どもたちはたくさんのことを経
験できた一日になりました。
全国から青年保育者が 80 名集い、スタッフとして運営のバックアップを
行っていただきました。前日に行われたスタッフミーティングの中では、研修
会として福島県支部の伊藤裕敬支部長から災害に備える保育所運営について
のご講演もいただき、スタッフの学びを高める機会も提供できたのではないか
と思います。
今年も全国の青年保育者の仲間と一緒に力を合わせてイベントを開催し、福
島の子どもたちの笑顔をたくさん見ることができたのは、とても大きな喜びで
した。お力添えをいただいた皆さま、誠にありがとうございました。
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保育士の仕事ってどんなの？
〜保育のお仕事ひな壇トーーク！！ ＩＮ 淑徳祭〜
11 月 19 日、20 日に東京都板橋区にある
淑徳大学短期大学部の学園祭の「保育のお仕事
ひな壇トーーク！！」を取材させていただきま
した。
今回は、保育士としてこれから働く学生さん
の「保育士として実際に働くことはどうなんだ
ろう？」
「仕事は大変だろうか？」などの疑問や
不安に答える場として、現役の保育士の先生に、ひな壇トークの形式で話
を聞くという試みを淑徳祭で行いました。
実際働いてみて、辛いことや大変なことは誰でもが感じていて、どう乗
り越えていったか、何に遣り甲斐を感じていき、今も保育士として活躍し
ているのかを伝え、参加して下さった学生の方々も真剣に聞いてくれてい
ました。
また、特技を披露する場面もあり、ピアノと
ヴァイオリンで「情熱大陸」のオープニング
テーマ曲を演奏して下さいました。
保育や工作だけでなく、保育士のマルチな才
能を発揮し、改めて保育士の幅の広さを感じま
した。
保育の現場で働く保育士は、色々な特技や技
術を持っていることを、保育士を目指す学生や子どもを持つ親や社会の
人々にもっと知ってもらうことで保育士の地位が向上し、憧れを抱く人が
増えればと思います。
保育士の保育離れが進んでいく現状を打開する為にも、保育の大変さ、
辛さだけをクローズアップするのではなく、ど
うして保育士になりたいのか、保育の楽しさや
遣り甲斐とは何かを忘れず、保育士という仕事
がもっともっと大切に扱われるよう、共に保育
の現場で活躍してくれる仲間が一人でも多く
増えてくれるように、日本保育士協会も頑張っ
ていきたいです。
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集まれ〜！保育園！！
〜保育園訪問 つくしんぼ保育園（東京都 日野市）〜
つくしんぼ保育園の前身は、
昭和 20 年助産師だっ
た故秋山とめよ名誉園長が、東京都中野区に開いた
助産院です。
当時、その助産院で乳幼児も預かること
になった事から保育園が始まり、
昭和 46 年日野市高
幡不動の近くに保育園を開園し、今に至ります。
平成
26 年３月に２回目の園舎建て替えを完了し、現在は
定員 100 名の保育園になりました。
園庭にある畑の野菜を育てたり、
近くの土手を富士
山に向かってマラソンをしたり、お習字やリトミック
や英会話を習ったりして過ごしています。
園庭や２階
の窓からは、すぐ近くを走る京王線の電車も見えま
す。毎日手作りの給食やおやつも好評です。広い園庭
では、子供たち自ら遊びを展開していく力を育めるよ
うにと、
大型遊具の設置は最低限に抑えました。
職員の園内研修では、子供の深刻な事故を防ぐ対策
やコミュニケーションに焦点を当て、外部の講師を招
き、日々の保育に役立てる内容のものを開催しています。
産休育休を取得した職員が
復帰後無理なく働けるような環境も職員皆で話し合い整えています。
地域との連携も大切と考え、子育て情報の発信を始めとし、地域のお祭りへの参加
や、学生の保育体験受け入れや、地域の社協と連携の基、老人会の方やボランティア
の受け入れも積極的に行っております。
また、園の行事にはご近所の方にも声を掛け
て参加して頂いております。
老人会の方は月１回見え、南京玉すだれやアコーディオ
ン演奏を披露して下さったり、けん玉や草笛の指導をして下さるので、子供たちは毎
月
「今日はどのクラス？」
と心待ちにしています。
こちらの『つくしんぼ保育園』さんをお借りして研修会を行います。
〜〜〜 日本保育士協会 2017年度（第２回）研修会 〜〜〜

平成29年11月８日（水）10：30〜
☆午前…〇つくしんぼ保育園
☆午後…〇講 演 ≪講師≫

視察 （東京都日野市南平５−８−２）
保育の安全研究・教育センター 掛札 逸美

＊次回の研修のお知らせ＊
・2017年度（第１回）研修会 平成29年６月３日（土）
会 場 : 東京都 千代田放送会館
講 師 : 成田 豊子・高崎 真
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会員の皆さまへ
日本保育士協会 会長 池脇きん子
平素より日本保育士協会事業にご協力いただきありがとうございます。
私共、日本保育士協会は、保育士の保育士による保育士のための組織として
平成 15 年 12 月に設立し、
皆さまのおかげをもちまして、
14 年目を迎えました。
これまで任意団体として、研修会の企画実施、広報誌の発行、調査研究活動や
保険制度を通して、保育士の職場環境整備の充実など、幅広く活動をしてまい
りました。
これもひとえに皆さま方のご支援の賜物と大変感謝しております。
保育をめぐる環境が激変する中で、当協会は、更なる保育士の質の向上と働
きやすい環境づくりを目指して、平成 29 年４月１日より、新しい組織 “ 一般社
団法人 日本保育士協会 ” としてスタートすることとなりました。
活動内容は、これまで同様に実施していく所存ですが、会員の募集につきま
しては、より多くの皆さまにご加入して頂けるよう、少し間口を広げて募りた
いと考えております。
これにより、多くの保育士の皆さまに会員になっていた
だければ幸いでございます。
詳しくは、別途送付いたしました来年度の継続入会と新規入会のご案内で改
めてご確認いただければと存じます。
これからも日本保育士協会は、子ども、そして保育士ファーストのもと、皆さ
ま方のご指導・ご協力を賜りながら全力で精進してまいります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

年間４回
別冊付録

保育の計画

4 月号発売中
年間購読

本誌 1,000 円× 12 冊
12,000 円＋税

年間購読特典
ポータブル

パネルシアター

ケイタイで
遊び方動画も
要チェック！

AB 判 112 頁
（カラー 8 頁＋ 2 色 104 頁
＋とじ込み付録）
本体：1,800 円＋税
61172

著

国立特別支援
教育総合研究所
総括研究員

久保山 茂樹

人形」を
新しい「絵
できる！
ド
ダウンロー
！
隔月連載も

【ご注文・お問い合わせ】（株）
メイト特約代理店または、
http://www.meito.jp/hirobanet.html
TEL：03-5974-1700 FAX：03-5974-1708
〒 114-0023 東京都北区滝野川 7-46-1 明治図書滝野川ビル

8階

収納バック付

〒103-0003

日本保育士協会

とじ込み付録
すぐに使える！

コミュニケーション
絵カード付

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

