九州保育研究会

第７回大会

ご 案 内
保育の質を高めよう
子ども子育て新システムなど保育をとりまく状況が大きく変動する中で

保育の質が問われています
保育を高めたい こどもに寄りそった保育を創りたい
そんな保育関係者なら必ず参加したくなる大会です
九州保育研究会会長

田中 敏明

九州保育研究会第７回大会実行委員一同

201３年 11 月 16 日（土） 11 月１７日（日）
会場：福岡教育大学
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記 念 講 演

11 月 16 日（土） 13：30～15：00

（大Ⅰ教室）

「韓国幼児教育の取り組み」
韓国モックウォン大学助教授
幼児教育学博士

姜 旼晶（カン ミンジャン）

韓国では、韓国の文化や伝統、現状に合った幼児教育を作るため国を挙げて
研究に取り組んできました。その結果独自の幼児教育が展開されています。
ともすれば欧米だけに目を向けがちな日本の幼児教育に大きな示唆を与えて
くれます。子どもの学力世界一の韓国幼児教育を知る貴重な機会です。

みんなで語る保育の課題

11 月 16 日（土） 15：20～17：20

① 保護者への対応 こうすれば心がかよい、信頼が得られる

（共通講義棟 101）

：精華女子短期大学

司会

話題提供・助言 ：西新保育園

田尻由美子
浦谷富士子

② 地域の子育て支援―「赤ちゃんから就園までの居心地のいい場として」
（共通講義棟 102）
司会

： 福岡女子短期大学

話題提供・助言

： 赤間第二保育園

③ 気になる子ども、発達障害児の理解と支援
司会

川俣美佐子
小方信二

（共通講義棟 201）
： 九州女子短期大学

話題提供・助言 ： みずほ幼稚園

④ 幼児の規範意識を育てる

矢野洋子
城戸庄司

（共通講義棟 202）
司会

： 真生幼稚園

副島正幸

話題提供・助言 ： 西南女学院大学短期大学部 清水陽子

⑤ 幼児の好奇心、科学心を育てる

（共通講義棟 203）
司会

： 玄海ゆりの樹幼稚園

高杉洋史

話題提供

： 韓国モックウォン大学

姜旼晶

懇 親 会
11 月 16 日（土） 18：00～20：30
＊＊交渉中のところは決定次第ホームページに掲示します
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保育シンポジウム

11 月 17 日（日） 9：30～12：00 （大Ⅰ教室）

「子ども・子育て支援」新制度をめぐって
司会

： きらきら星幼稚園

黒田秀樹

シンポジスト： 福岡女子短期大学

尾花雄路

東筑紫短期大学

永濱初子

安藤ゆり

緑ヶ丘第三幼稚園

船津正行

筑紫ヶ丘保育園

この新制度は、平成 24 年８月に成立した子ども・子育て関連３法に基づく制度で、平成 27 年
４月から本格的に実施されます。この制度の主なポイントは
①

幼稚園と保育所の機能を併せ持つ認定こども園の普及のため認可監督の一本化などの制度の改善

②

認定こども園、幼稚園、保育所などの給付制度の統一

③

地域の子ども、子育て支援の充実のための新規事業の創設、既存の事業の拡大

この秋から、各市町村で具体的な実施方法が検討され始めています。
この制度の実施によって、これまでの保育は大きく変わることが予想され、とくに
保育の質の低下が懸念されます。この制度にどのように対応し、質の高い保育者を確
保しながら保育の質を高めていくことについて検討し、各市町村にも提言していきます。

シンポジウムの内容
・保育現場での優れた人材確保 学生にアピールする方法 学生の採用方法
・幼稚園の保育時間をどうすればいいのか
・いろいろな保育を受ける子どもがいる中での保育の在り方
・いま本当に必要な子育て支援
シンポジウムに先立ち「新制度と幼稚園教諭、保育士資格取得のための特例制度」説明会
解説

尾花雄路（福岡女子短期大学）

同時開催「おもしろ保育大作戦」 11 月 17 日（日）9：30～12：00（共通講義棟

101）

保育実践に役立つ、とても楽しくてユニークな保育を紹介します
司会とまとめ
吉塚ゆりの樹幼稚園
・自発的に取り組みみんな乗れるようになる一輪車
★四分の一成人式
などなど

保育実践講習

高杉美稚子

11 月 17 日（日）13：00～15：00

小手先の保育実技ではなく保育の本質に沿った保育実技へのアプローチ
★ 園の生活環境構成につなげる造形活動・・・・・笠原広一（福岡教育大学講師）

幼 演

自然体験と自然物を生かした造形活動とそれを活用した環境の構成
★

心と体を育てるリトミック・・・

石川ますみ（西南女学院大学講師）

アカデミックホール

単なる身体能力やリズム感だけでなく、多様な育ちの基礎を作る本当のリトミック

★ 保育計画を確かなものに・・・・・田中敏明（福岡教育大学名誉教授）

101 教室

年間計画から日案まで、保育雑誌とは違う本来あるべき保育計画の作成法

保育井戸端会議

11 月 17 日（日） 15：00～16：30（共通講義棟 101）

学生が実習に行ってわからないこと、困ること
司会とまとめ
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純真短期大学

金丸智美

お問い合わせ・参加の申し込み
参 加 費
会員
臨時会員
学生

事前申し込み
3.000 円
4.000 円
1.000 円

当日
3.500 円
4.000 円
1.000 円

懇親会費
２,500 円

受付開始時間・場所
福岡教育大学教育実践センターロビー 12:30～

参加申し込み
参加申込み用紙に必要事項をご記入の上に、FAX、E-mail または郵送で研究会事務局にお申し込みください
E-mail の場合は、参加者名、所属、参加者数、連絡先をお書きください

FAX 0940-35-1492

E-Mail tanakato@fukuoka-edu.ac.jp

●参加費の払い込み
上記の参加費を同封の郵便振替で送金してください。
振込先 01710-8-65110（九州保育研究会）
●事前申し込み期限(当日参加もできます)
2012 年 11 月 1０日

実践講習には定員がありますので参加ご希望の方はお早めに申し込みください

●お問い合わせ 研究会事務局 〒811－4192 福岡県宗像市赤間文教町 1-1
郵送先
福岡教育大学田中敏明研究室内 九州保育研究会
TEL.FAX 0940-35-1492 E-Mail tanakato@fukuoka-edu.ac.jp
携帯電話 090-5734-0870
福岡教育大学への交通
JR 鹿児島本線「教育大前」下車（快速は停まりません） 西門まで徒歩３分
天神バスセンターから「赤間営業所行」教育大前下車
車でご来場の方は正門（東門）からお入りください。入構手続きが必要です。

九州保育研究会第７回大会実行委員会
実行委員（五十音順）
安藤ゆり（筑紫ヶ丘保育園）

案浦寿美代（香蘭女子短期大学）

小方信二（第二赤間保育園）

尾花雄路（福岡女子短期大学）

笠原広一（福岡教育大学）

金丸智美（純真短期大学）

川俣美砂子（福岡女子短期大学）

城戸庄治（みずほ幼稚園）

黒田秀樹（きらきら星幼稚園）

清水陽子（西南女学院大学短期大学部）

副島正幸（真生幼稚園）

高杉洋史（玄海ゆりの樹幼稚園）

高杉美稚子（吉塚ゆりの樹幼稚園）

田尻由美子（精華女子短期大学）

田中敏明（福岡教育大学）

永浜初子（東筑紫短期大学）

船津正行（緑ヶ丘第三幼稚園）

矢野洋子（九州女子短期大学）

九州保育研究会の内容や入金方法、過去の大会概要などは会のホームページをご覧ください
「九州保育研究会」 http://www.ecce.jp/
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