
 

 

  
主 催 ： 子 ど も と 保 育 総 合 研 究 所 

後援：（学）クラーク学園和泉短期大学 

【はじめに】 

 今、幼児期の教育・保育が揺れています。今までの長い歴史を持つ保育制度が、「子ども・子育て新システム」という急激な制度

改革で大きく変わろうとしています。 

 改革の理念として、チルドレン・ファーストというスローガンが出されていますが、実際には待機児童対策が優先され、「保育サ

ービス」の量的拡大が進む中で、幼児期の教育や保育の質が低下していく危険性さえでてきています。 

 その一方で、幼児期の子どもの育ちを小学校にどうつなげていくか、いままでのような交流中心の連携だけではなく、アプローチ

カリキュラムやスタートカリキュラムといった保育や教育の内容や方法にも踏み込んだ連携も行われようとしています。 

これまでの制度が大きく変わろうとする時こそ、「子どもにとって」という幼児教育や保育の原則は大事にされなければなりませ

ん。幼児期の「学び」や「教育」、「保育」等について、制度改革も視野に入れながら、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

多くのみなさんの参加をお待ちしています。 

【日 程・会 場】 

●日時：2011年1月8日（土）14:30～17:30（14:00受付開始） 

         2011年1月9日（日） 9:30～14:00（9:00受付開始） 

●会場：和泉短期大学 〒229-8522 神奈川県相模原市青葉2-2-1  Tel：042-754-1133 

●和泉短期大学へのアクセス 

   ○小田急線相模大野駅（北口）からバス20分 

   ○ＪＲ横浜線淵野辺駅（南口）からバス10分 

    ※相模大野駅・淵野辺駅から、開催時刻に合わせてスクールバスを運行いたします。 

     時間詳細は別紙をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

【タイムスケジュール】 

○1月8日（土） 

14:00 受付開始 

14:30 開催挨拶 

14:40 対談 

16:10 講演Ⅰ 

17:40 終了 

○1月9日（日） 

9:00 受付開始 

9:30 分科会 

11:30 昼休み 

12:30 講演Ⅱ 

13:40 シンポジウム 

15:30 終了 



 

 

子どもと保育総合研究所 冬季セミナー2011 

「保育実践を深めるために PARTⅡ」 

日 時 

 

１月 ８日(土) 14:30～17:40（14:00 受付開始） 

９日(日)  9:30～15:30（ 9:00 受付開始） 

場 所 （学）クラーク学園 和泉短期大学 

 

参加費 

 

一般 両日 9,000円 1日のみ 5,000円 

会員 両日 6,000円 1日のみ 3,000円 

学生 両日 2,000円 1日のみ 1,000円 

タイムテーブル 

【第1 日目】（1 月8 日） 

14:30～14:40 開催挨拶               森上史朗（子どもと保育総合研究所） 

 

14:40～16:00 対談 「新システムと『こども園』構想でこれからの保育はどうなる？」 

渡辺英則（港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園） 

                             × 大豆生田啓友（玉川大学） 

 

16:10～17:40 講演Ⅰ 「保育における『教える』ということの意味」 佐伯胖（青山学院大学） 

【第2 日目】（1 月9 日） 

9:30～11:30 分科会 

         ●第１分科会 「『気になる子』が気にならなくなる時」 

事例提案：提案者未定 

コーディネーター：若月芳浩（玉川大学） 

         宮崎豊（玉川大学） 

            

●第２分科会 「遊びの中の学びを読み取ろう！」 

事例提案：古金悦子（帝京平成大学）小久保麻里（青柳幼稚園） 

コーディネーター：小林紀子（青山学院大学） 

松浦浩樹（和泉短期大学） 

          ●第３分科会 

              事例提案：提案者未定 

              コーディネーター：高杉展（松山東雲女子大学） 

                      佐藤暁子（東京家政大学） 

11:30～12:30 昼休み 

 

12:30～13:30 講演Ⅱ 「幼児教育・保育のゆくえ 

～子ども･子育て新システムや幼小接続期の教育をふまえて～」 

   無藤隆（白梅学園大学） 

 

13:40～15:30 シンポジウム「改めて幼児期の教育・保育とは何かを探る」 

シンポジスト：無藤隆（白梅学園大学）・佐伯胖（青山学院大学） 

       小林紀子（青山学院大学）・高杉展（松山東雲大学） 

司 会：若月芳浩（玉川大学） 
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第1日目  1月8日（土） 

 

【開催挨拶＆基調講演】（14:30 ~14:40） 

 森上史朗（子どもと保育総合研究所） 

 

 

【対談】（14:40～16:00） 

 

「新システムと「こども園」構想でこれからの保育はどうなる？」 

 

 渡辺英則（港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園）× 大豆生田啓友（玉川大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政府は「子ども・子育て新システム」の実現に向けて検討を進めている。子ども・子育て新シス

テムとは、子育て関係の推進体制や財源を一本化し、社会全体で子育てを支えようとするシステム

である。 

この社会の実現のためには、待機児童対策が大きな課題となる。そのため、政府は幼稚園と保育

所を一体化し、「こども園」とすることを打ち出している。単純に言ってしまえば、保育所は数が足

りなくて、幼稚園は定員に満たない現状があるので、保育所と幼稚園を一体化して待機児童解消に

つなげようということである。そうすれば、仕事と子育ての両立支援につながり、女性の就労が促

進され、さらに新しい雇用の場も生まれるということになる、ということらしい。保護者にとって

も多様な保育サービスを自由に選択できるようになるなど、理想的なプランというわけだ。 

 しかしながら、そうした中で誕生する「こども園」はそれほど理想的なものだろうか。民主党は

チルドレンファーストを掲げていたが、この新システムは本当に子どもが第一で進められてきたも

のとは思えない。乳幼児期の子どもの育ちを保障するための保育の質を保つことには大きな課題が

あるのではないだろうか。 

 この対談では、こども指針ＷＴ委員でもある渡辺英則氏と保育所・幼稚園双方からこの問題を捉

えている大豆生田啓友により、新システムおよびこども園の課題とこれからの展望について語り合

う。 
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【講演Ⅰ】（16:10～17:40） 

「保育における『教える』ということの意味」 

 

佐伯胖（青山学院大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倉橋惣三はいう。「周到なる教育者は、まず環境－場所と物とを予め支配することによって、

幼児を、その自発を失わせずして、意のままに支配する。」さらに、「楽しく踊ることで踊らせ、

熱心に制作することで制作させ、幼児をその生活の方へ引き入れてくる。」 このことから、倉

橋は、保育の基本は「誘導保育」であるとしている。 

これは、ルソーが著書『エミール』の中で述べているつぎの言葉に呼応している。「・・・子

どもには自分が主人だと思いこませておいて、じつはあなたが主人であるようにするがいい。

見かけはあくまで自由に見える隷属状態ほど完全な隷属状態はない。こうすれば、意志そのも

のさえとりこにすることができる。（中略）仕事も遊びも、楽しみも苦しみも、すべてあなたの

手に握られていながら、かれはそれに気がつかないでいるのではないか。もちろん、からは自

分がしたいと思うことしかしないだろう。しかしかれはあなたがさせたいと思うことしかしよ

うと思わないだろう。」このルソーの言葉を引用して、宮澤康人は、近代は教育を「誘惑術」に

したのだと述べている。 

しかし、「教育」とは所詮、「誘惑術」なのだろうか。保育は本当に「見事に誘導（誘惑）す

る」ことなのだろうか。講演ではこのことを、徹底的に吟味して、保育における「教える」こ

との意味を、あらためて考えることとしたい。 
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第2日目  1月9日（日） 

 

【分科会】（9:30～11:30） 

 

●第１分科会  「『気になる子』が気にならなくなる時」 

           事例提案：提案者未定 

         コーディネーター：若月芳浩（玉川大学）・宮崎豊（玉川大学）                      

 

●第２分科会  「遊びの中の学びを読み取ろう！」 

事例提案：古金悦子（帝京平成大学）・小久保麻里（青柳幼稚園） 

コーディネーター：小林紀子（青山学院大学） 

・松浦浩樹（和泉短期大学） 

 

●第３分科会  「保幼小の連携」 

事例提案：提案者未定 

コーディネーター：高杉展（松山東雲女子大学） 

                            ・ 佐藤暁子（東京家政大学） 

保育の中で、入園当初に出会った子どもの中には「気になる子」が存在します。そのような子ども

に出会った時に、日々の保育のあり方によっては気にならなくなる時があります。逆に、日々気にな

ることが増加する場合もあります。この違いはどこから生まれてくるのでしょうか。  

第 1分科会では、多くの先生方にとって感心の高くなっている、気になる子、かかわりの難しい子、

障がいのある子どものことを中心に検討します。中でも、保育園での巡回相談の中で出会った事例や、

幼稚園の園内研修や研究会の中から見えてきた子どもとの具体的なかかわりなどを取り上げます。 

また、保護者の対応や就学、専門機関との連携にも難しさが伴うことが多々あります。この点につ

いては会場の皆様と共に考える時間を持ち、今後の特別支援教育の方向性を検討したいと思います。 

 2009 冬季セミナーでは秋田先生をお招きし、保育過程（プロセス）の質を長期・短期を視野に捉

えることの重要性を課題としました。2010 夏季セミナーでは、大宮先生をお招きして学びのストー

リーについて参加者の方々とご一緒に考えることが出来ました。遊びに於いて、一人ひとりの子ども

の立場に立って学びのストーリーを読み取ることは大変意義深いことです。その際、「関心を持つ」

「熱中している」「困難に立ち向かう」「考えや気持ちを表現する」「責任ある行動」という視点で遊

びを記録することが示されました。これらを視野に、どのようにプロセスを踏まえて記録し、学びの

ストーリーを読み取るかが重要だと思います。一見、熱中していない、遊んでいない場面を、プロセ

スを踏まえてどう読み取り援助していくのか。このことは、意外と難しいことですが、保育者の専門

性につながる重要なポイントだと思うからです。保育の場を、互いの学び（プロセス）を支える場に

するためにも、これらのことを具体的な事例から、考えていきたいと思います。 

本年１１月に「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続期の在り方について」という報告書がま

とめられました。幼小接続について、重要性を認識しているものの、その取り組みは十分に実施さ

れてはいないとし、①両者の関係を「連続性・一貫性」で捉える考え方、②幼児期と児童期の教育

活動をつながりで捉える工夫、③そのための方策を示しました。特に②では、幼児期にける遊びの

中での学びを「学びの芽生え」とし、児童期の学びを「自覚的な学び」とし、その円滑な移行を図

ることが重要と述べられています。さらにはそのための指導計画作成上の留意点として、両者共通

して重視する直接的・具体的な対象とのかかわりとして「人とのかかわり」「ものとのかかわり」、

それらを支えるための「言葉や表現の関係」をあげています。 

さて本分科会は、同書の解説、説明会ではありませんが、これら「人」「もの」「言葉と表現」と

いう 3 つの視点から、子どもの遊び、保育実践をとらえ、その接続期の在り方を考え、話し合って

みたいと思います。 
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【講演Ⅱ＋シンポジウム】（12:30～15:30） 

●講演Ⅱ 

「幼児教育・保育のゆくえ～子ども・子育て新システムや幼小接続期をふまえて～」 

                                  無藤隆（白梅学園大学） 

 

●シンポジウム 

「改めて幼児期の教育・保育とは何かを探る」 

              シンポジスト：無藤隆（白梅学園大学）・佐伯胖（青山学院大学） 

                     小林紀子（青山学院大学）・高杉展（松山東雲大学） 

                 司 会：若月芳浩（玉川大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣府が取り組んでいる「子ども・子育て新システム」の全体像が徐々に見えてきました。平成

25 年を目指して、財源の一元化、こども園、こども指針の創設、免許・資格の一本化など、大きな

制度改革が行われようとしています。 

その改革がどのようなものになるか、その詳細を知ることはもちろん重要なことなのですが、そ

の一方で、乳幼児期の子どもにとって本当に大事にされなければならないことは何なのか、また多

様な形で使われている「子育て支援」「保育」「幼児教育」という言葉は、本来どのようなことな

のかを、保育関係者一人ひとりが考え共通理解し、社会に訴えていくことが求められていると思え

てなりません。 

そこで、今回は「子ども・子育て新システム」のワーキングチームで、中心的な役割を担ってお

られる白梅学園大学の無藤隆先生をお招きし、「幼児教育・保育のゆくえ」というテーマに基づい

て、新しいシステムの現状を伺うとともに、小学校との接続についても、お話を伺いたいと思いま

す。 

講演の後には、無藤先生のお話を受けてシンポジウムを行います。シンポジウムでは、いま子ど

も達のために大事にしたい幼児教育や保育について、シンポジストの先生方に語り合っていただき

ます。「子ども・子育て新システム」を子どもと保育実践研究会として検証する場になることを試

みたいと思います。 
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【申し込み方法】 

 

１．別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは郵送のいずれかで、お申し込み下 

さい。 

２．セミナー会場周辺には飲食店はございませんので、2日目（9日）の午後まで参加される方 

は、各自でご持参いただくか、学食をご利用下さい。（休日につき、学食のメニューには限

りがございますので、ご注意下さい。） 

３．大会参加費は、申込用紙を送られた日に、下記の郵便貯金口座にお振り込み下さい。 

４．申し込み締切日は、2010年12月24日（金）です。 

それ以降は、当日受付となります。受付にて参加申込書をご記入の上、参加費をお支払い下 

さい。 

 

郵便貯金 記号 １０１００ 番号 ４１４８７９２１ 

名義   子どもと保育実践研究会 代表 森上史朗 

 

※振込人名は、参加者氏名でお願いします。 

※現金での郵送（現金書留等）は、ご遠慮下さい。 

※参加証の発行はいたしませんが、当日受付にて参加者名簿をご用意しています。 

※領収書がご入り用の方は、当日受付にてお申し付け下さい。 

※地区、ご友人同士でとりまとめて入金される場合は、お手数ですが内訳をＦＡＸ等でお知らせ下

さい。 

 

参 加 費 

一般 両日 9,000 円 
１日目のみ5,000円 

２日目のみ5,000円 

会員 両日 6,000 円 
１日目のみ3,000円 

２日目のみ3,000円 

学生 両日 2,000 円 
１日目のみ1,000円 

２日目のみ1,000円 
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【宿泊施設について】 

お手数をおかけしますが、宿泊を希望される方は、各自でご予約をお願い致します。なお、和泉短

期大学に比較的近いと考えられる町田駅、相模大野駅、新百合ヶ丘駅周辺のホテルと、航空券とパッ

クが可能と考えられるホテルを下記にあげておきます（料金等は各ホテルのホームページ等から得た

情報であり、あくまで目安ですので、各自でご確認ください）。 

 

＜町田・相模大野・新百合ヶ丘＞・・・和泉短期大学に近い駅周辺のホテル 

○町田セントラルホテル（TEL.042-720-3011）  

小田急町田駅西口徒歩２分・ＪＲ町田駅徒歩４分 （Ｓ）6,500 ～ 8,000 （Ｔ）12,000 

○ホテル町田ヴィラ（TEL.042-724-0840）  

小田急町田駅北口徒歩３分・ＪＲ町田駅徒歩５分 （Ｓ）7,150 （Ｔ）12,650 ～ 13,650 

○ホテル新宿屋（TEL.042-722-3112）  

    小田急町田駅東口徒歩１分・ＪＲ町田駅中央口徒歩５分 （Ｓ）5,900 （Ｔ）10,500 

○ホテル・ザ・エルシィ町田（TEL.042-724-3111） 

小田急町田駅西口徒歩５分・ＪＲ町田駅徒歩１分 （Ｓ）10,000 （Ｔ）18,000 ~ 30,000 

○小田急ホテルセンチュリー相模大野（TEL. 042-767-1111） 

小田急相模大野駅に直結、玉川学園より５分 （Ｓ）8,500 （Ｔ）15,800 

○ホテルモリノ新百合ヶ丘（TEL.044-953-5111） 

小田急新百合ヶ丘駅南口徒歩１分   （Ｓ）10,000   （Ｔ）18,000 

 

次にあげるホテルは航空券とパックにすると安価に入手できる可能性があります。 

＜新宿地区＞ 

○京王プラザホテル（03-5322-8000） 

   新宿西口徒歩５分 （Ｓ）18,500～24,000 （Ｔ）26,000～39,000 

○小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（03-5354-0111） 

      新宿駅南口徒歩３分 （Ｓ）16,000 （Ｔ）22,000 

○新宿ワシントンホテル（03-3343-3111） 

        新宿駅南口徒歩10分 （Ｓ）9,400～（Ｔ）16,000～ 

 ＜新横浜地区＞ 

 ○新横浜プリンスホテル（045-471-1111） 

        新横浜駅徒歩２分（新横浜‐町田間ＪＲ横浜線で約22分）（Ｓ）11,500～（Ｔ）13,000～ 

 

 

□お問い合わせ 

  子どもと保育総合研究所 

〒150-0002 渋谷区渋谷 1－3－18－C200 TEL & FAX 03-3406-1488 

MAIL： educator@par.odn.ne.jp  BLOG： http://kodomotohoiku.cocolog-nifty.com/blog/ 

※ お問い合わせは、メール・ＦＡＸまたは留守番電話でお願い致します。 

お名前とご用件、連絡先をお知らせいただければ、後日折り返しご連絡させていただきますので、

宜しくお願い致します。 

http://kodomotohoiku.cocolog-nifty.com/blog/

