幼児造形教育研究会 第45回夏の研修大会 申込書・方法
サクラクレパス HP(http://www.craypas.com) よりWEB でお申込みください。
※ＦＡＸでの申込みをご希望の方は、ＨＰよりＦＡＸ申込書を印刷してください。
①HPへアクセス

右記のアドレスにアクセス

https://www.craypas.com/event/detail/803.php

または下記の QR コードからアクセス
イベント紹介より 『美術研究会・ 研修会』 のページから

幼児造形教育研究会
第45回 夏の研修大会
会期 2019年8月9日(金)・10日(土)
会場 十文字学園女子大学

『第45回 幼児造形教育研究会』 をクリック

＜大会テーマ＞
②申し込み

申し込み方法よりＷＥＢお申し込みはコチラ

＊研修内容をご確認ください

③記入

記入欄に必要事項を記入

④確認

必要事項記入を確認

⑤登録

登録後、登録のメールアドレスに確認のメールが届きます。

感じて・考えて・行動する
子どもたちをめざして・・・
～子どもを感じる保育者が子どもを主体的に育てる～

＊以後、必要事項はメールでご連絡いたしますので、携帯電話のメールアドレスをご利用の
場合は、【 craypas.co.jp 】を受信できるようドメイン設定をお願い致します

※住所等は、 外部への持ち出し、 研究会との連絡以外には使用いたしません
●参加費
7,000円( 資料代 ・ 材料費を含む )
※学生の方は、 4,000 円と致します。
どちらか1 日だけの参加の場合は、
一般 4,500 円、 学生 2,000 円となります。
※参加費は、 事前 7/19(金) までに郵便振替で下記の
口座へお願い致します
＜郵便振替口座番号＞
００１５０－０－８４４００｢幼児造形教育研究会」
●持ち物
・筆記用具、ハサミ
・実技の出来る軽装でお越しください
・昼食
・子どもの絵( なるべく受け持ちクラス全員の絵 )

子どもたちの描いた絵をぜひ
お持ちください！
※昼食について
会場付近には至便のレストラン
などがありません。また会場で
のお弁当の販売はありません。
お弁当を会場に持ち込んでいた
だいて結構です。

●定員
240 名( 定員になり次第締め切らせていただきます)
●お問い合わせ
〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-20-16
サクラ東京ビル内
幼児造形教育研究会事務局
TEL.03(3862)3937･FAX.03(3862)3905
メール t-bijyutsu@craypas.co.jp
●会場へのアクセス 十文字学園女子大学
埼玉県新座市菅沢 2-1-28
TEL.048(477)0555
ＪＲ武蔵野線 「新座駅」 下車徒歩 8 分
「トマト畑」5歳児

主催： 幼児造形教育研究会
後援： ( 公益財団法人 ) 教育美術振興会
協賛： 株式会社サクラクレパス

幼児造形教育研究会 第45回夏の研修大会
< 大会テーマ >

第2日目 8月10日（土） 9:00～ 参加受付
※各講座･コースの場所は、当日場所をご確認の上、移動してください。

感じて ・ 考えて ・ 行動する子どもたちをめざして・・・
～子どもを感じる保育者が子どもを主体的に育てる～
いくら子ども達が自分の感覚で感じ、自分なりの考えで行動しても、
それに気づいてもらえない状況では「主体的」には育ちません。友達に
身近な大人たちに気づいてもらえることで「主体的対話的」に育ちます。
さらに「これはこうするもの」という指導は、さまざまなものと子ども
の対話を深められず、自信のない子どもになり自ら深く学べた実感は持て
ません。眼前の子ども達の行動の中に子どもの「見～つけた」に気づけて
共感して「すてき」と言える保育者になりませんか。

9:30

開会のつどい
全体会「表と現と」
平田智久

幼児造形教育研究会会長 平田智久
第45回大会実行委員長

10:00

対談「保育所・幼稚園等と小学校〜学びの場として大切にしたいこと〜」
汐見稔幸先生（東京大学名誉教授・白梅学園大学前学長）

宮野周

児童造形教育研究会* 石賀直之（東京造形大学）+名達英詔（十文字学園女子大学）他

第1日目 8月9日（金） 9:00～ 参加受付
※各講座･コースの場所は、当日場所をご確認の上、移動してください。

12:00 昼休み
9:30 開会のつどい〈大会テーマについて〉
幼児造形教育研究会会長 平田智久(十文字学園女子大学名誉教授・越谷保育専門学校参与)

13:00

基礎講座

素材を知る 今の子どもの心を育てる －身の周りにある素材をいかに教材化するかー

◎各コース定員40名

◎希望コースの選択あり

保育に活かすための素材の基礎知識講座、保護者と繋がるアイテム講座など。
子どものわくわくドキドキする姿がみえます。◎詳細は1日目の★印参照

10:30 ワーク「身体性と表現」 町山太郎(まどか幼稚園)+郡司明子(群馬大学)+平田智久
身体性と表現活動の関わりについて、実際に身体を動かしながら考えていきましょう。動きやすい服装でご参加ください。
また裸足での活動を予定しています。多少汗をかく可能性もありますので、着替えや水分補給の用意は各自で適宜お願いいたします。

★講座①

★講座②

★講座③

★講座④

★講座⑤

★講座⑥

「絵の具 応用1」

「絵の具 応用2」

「粘土」

「クレヨン・パス」

「紙類」

「写真で記録した子ど
もの姿をどう読み取
り、活かすか」

荒木みどり（彰栄保育福祉専門学校）

福田理恵 （彰栄保育福祉専門学校）

宮脇佳子 （彰栄保育福祉専門学校）

椎橋元貴（ｱｰﾃｨｽﾄ･白百合女子大学）

池田純子 （立教女学院短期大学）

照沼晃子（ 関 東 学 院 大 学 ）

12:00 子どもの絵から：幼造研スタッフと子どもの絵を通じて一緒に学び合います。
12:30

昼休み

石井 望 （かぐのみ幼稚園）

松島若葉（保育士）

13:30

基礎講座

素材を知る 今の子どもの心を育てる －身の周りにある素材をいかに教材化するかー

◎各コース定員40名

◎希望コースの選択あり

15:10

保育に活かすための素材の基礎知識講座、保護者と繋がるアイテム講座など。
子どものわくわくドキドキする姿がみえます。
★講座②

★講座③

★講座④

★講座⑤

★講座⑥

「絵の具 応用1」

「絵の具 応用2」

「粘土」

「クレヨン・パス」

「紙類」

「写真で記録した子ど
もの姿をどう読み取
り、活かすか」

荒木みどり（彰栄保育福祉専門学校）

福田理恵 （彰栄保育福祉専門学校）

宮脇佳子 （彰栄保育福祉専門学校）

椎橋元貴（ｱｰﾃｨｽﾄ･白百合女子大学）

池田純子 （立教女学院短期大学）

照沼晃子（ 関 東 学院 大 学）

石井望 （かぐのみ幼稚園）

松島若葉（保育士）

絵の具は色、形、感

粘土は固体のようで

実技を通してクレヨ

段ボール箱を積んだ

写真が語る子どもの
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データでぜひご紹介

15:40

17:00

下さい。

絵から子どもの気持ち発見講座
平田智久+幼造研スタッフ
終了予定

松山益代(慈紘保育園)、意見交換・助言等

幼造研スタッフ

16:55 閉会のつどい 大会実行委員長 宮野周(十文字学園女子大学)

17:00

終了予定

檜物量（谷戸幼稚園）

絵の具に触れて、感

う。

全体会 0～1歳児、2歳児、3歳児、4歳児、5歳児の発達から保育の流れを大切にした造形表現の深まりを考
えていきます（実践発表）。
コーディネーター

★講座①

檜物量（谷戸幼稚園）

*

児童造形教育研究会とは…児童造形教育研究会とは小学校図画工作及び幼児造形の指導法に関する教員向けの研修会です。

毎年今日的な課題をテーマに経験豊かな講師陣による講演や授業公開、実技研修をおこなっています。
*

表紙作品・写真提供：中瀬幼稚園（東京都杉並区）

【大会スタッフ】
顧問 上村浩子(宮の台幼稚園） 井口佳子(中瀬幼稚園） 石井稔江(かぐのみ幼稚園） 熊澤依子(元洗足学園大学）
福井昭雄(画家･元文教大学）
荒木みどり(彰栄保育福祉専門学校）池田純子(立教女学院短期大学）石井 望(かぐのみ幼稚園）石賀直之(東京造形大学）
磯部錦司(椙山女学園大学）伊藤裕子(谷戸幼稚園）井戸裕子(東京家政大学）小野 和(松蔭大学）
郡司明子(群馬大学）椎橋元貴(ｱｰﾃｨｽﾄ･白百合女子大学）鈴木直江(関東学院六浦こども園）照沼晃子(関東学院大学）
名達英詔(十文字学園女子大学）平田智久(越谷保育専門学校）福井江太郎(日本画家）福田理恵(彰栄保育福祉専門学校）
町山太郎(まどか幼稚園）松島若葉(保育士）松村壮一郎(あゆみ幼稚園）松山益代(慈紘保育園）
宮野 周(十文字学園女子大学）宮脇佳子(彰栄保育福祉専門学校）

