第 1 分科会 『岡山後楽園散策と備前焼陶芸体験』

ねらい

日程

研修俯瞰図番号 E6

日本三名園のひとつ後楽園を史実に基づく説明をうけながら散策をして岡山の歴史に触
れ、岡山城天守閣内備前焼工房で土ひねり(陶芸体験)を通してものづくりの楽しさを体験
する。
9:00 岡山市営 駅南駐車場 集合
9:10
駐車場発
9:30～10:30 後楽園散策
10:40～11:50 備前焼陶芸体験
12:25
岡山駅西口 着 解散

講師

後楽園ボランティアガイド

備考

作品は後日、焼きあがったものを郵送します。(要別途送料)

第 2 分科会 『芸術の街・倉敷 大原美術館で世界の名画に触れる』

ねらい

日程

岡山が世界に誇る日本最初の西洋美術中心の私立美術館・大原美術館の名画を鑑賞する。
また、ボランティアガイドの説明を受けながら倉屋敷の街並みを散策し、豊かな美の体験
をすることで、感性を磨き文化力 UP を目指す。
8:20 岡山市営
8:30
9:30～10:30
10:30～12:00
13:00 頃

講師

備考

研修俯瞰図番号 E4

駅南駐車場 集合
駐車場発
倉敷物語館・レクチャー
大原美術館 鑑賞
美観地区・倉屋敷の街並みを散策
岡山駅西口 着 解散

大原美術館学芸員
ボランティアガイド(倉敷地区ウェルカム観光ガイド連絡会)
５月中旬にお手元に届いた私学共済ブック 2014 の中にある厚生施設利用補助券を使
うと入場料が無料になりますので捨てないで保管しておいてください。当日、担当が集め
させていただき、美術館の無料券をお渡しいたしますのでお持ちの方は私立学校教職員共
済加入者証(保険証)と併せて必ずご持参ください。

第３分科会

ねらい

『八角園舎(旧旭東幼稚園舎)で民話体験』

研修俯瞰図番号 E5

八角園舎は、明治に建てられた園舎を記録に基づき当時の姿に復元されたもので、平成 18
年には文化財的な価値が認められ国の重要文化財に指定された。
この趣のある建物を見学し、岡山県内の民話「語り」の第一人者である立石憲利先生の民
話を聴き、語りの実践にも挑戦し、表現力を磨く。

日程

8:20 岡山市営 駅南駐車場 集合
8:30
駐車場発
9:00～11:50 八角園舎見学・民話体験
12:20
岡山駅西口 着 解散

講師

立石憲利先生(岡山民俗学会名誉理事長)
岡山県を中心に民話を採録して 50 年を越え、
約 7,000 話を集録。
「語り部の立石おじさん」
として有名である。

第４分科会

『プラネタリウムと科学あそび』

研修俯瞰図番号 E4

ねらい

美しい夏の星空や宇宙のプラネタリウムを楽しい語りを聴きながら鑑賞し、経験豊富な講
師による「身近な教材を使っての科学ショー」の見学と実際に保育で取り入れられる科学
あそびを準備から丁寧に教えていただく。

日程

9:00 岡山市営 駅南駐車場 集合
9:10
駐車場発
9:30～10:15 プラネタリウム鑑賞
10:35～11:45 講師による科学あそび
12:20
岡山駅西口 着 解散

講師

内田正夫先生(人と科学の未来館サイピア実験担当講師)
子ども達の好奇心や想像力が育つように色々な実験を通して
楽しい科学の世界を提供されている。

備考

【参加者の方は以下のものを各自ご持参ください】
カッター、はさみ、千枚通し、色塗りペン(カラーマーカー)、のり

第５分科会

ねらい

日程

『あそびと創作活動』

研修俯瞰図番号 E6

2 つのグループに分かれ、身近なものを使って遊びを創り出す。
グループⅠ 約２，０００個の紙コップを使用して、お城のようなものを作る。
個人の創造から始め、徐々に繋がっていき、大きなイメージへと変化してい
く。協同で創造する。
グループⅡ 絵本「はらぺこあおむし」
「おむすびころりん」
「ももたろう」の中から 1 つ
選び、羊毛とフェルトで製作し、パネルシアターで子どもの想像力を広げ、
お話しの世界を創造する。
8:20 岡山市営 駅南駐車場 集合
8:30
駐車場発
9:00～12:00 専門学校岡山ファッションスクールでグループごとに活動
12:30
岡山駅西口 着 解散
エ コ ル

講師

Ⅰ．花田洋通先生、虫明淑子先生(ecole)
Ⅱ．長瀬かおり先生、細川彩加先生、
板野淑子先生、徳永由美先生、矢野久美先生
(専門学校岡山ファッションスクール 教員)

備考

“ecole”とはフランス語で学校という意味。
2011 年から活動開始。地域を学びの場とし、
幼稚園、カフェ、ギャラリー、山、島などを舞
台に親子のワークショップを展開。保育者とク
リエーターらが、日常(保育)と非日常(アート)の
世界を行きつ戻りつしながら模索している。

・申し込み時に希望グループもご記入ください。(希望分科会記入例：5-Ⅰ、5-Ⅱ)
・材料・用具は分科会で準備します。
・上履きは各自ご持参ください。

第６分科会『ネイチャーゲームで子どもと楽しむ自然体験活動』研修俯瞰図番号 E4・E5

ねらい

日程

「生き物への愛情を育む」
「生き物について関心をもつ」
「自然界の形や模様のおもしろさ
に気付く」
「命の大切さを考える」など直接的なものに加え、
「楽しい雰囲気をつくる」
「仲
間と協力し合う」
「チームワークを育てる」といった人との関わり方も学べるネイチャー
ゲームを習得し日々の保育に活かす。
8:30 岡山市営 駅南駐車場 集合
8:40
駐車場発
9:00～11:40 ネイチャーゲーム(岡山県総合グラウンド)
12:20
岡山駅西口 着 解散

講師

藤本光世先生(岡山県シェアリングネイチャー協会 理事長・トレーナー)

備考

・バンダナ持参。
・屋外での活動もありますので各自で紫外線対策や帽子、水分補給の準備をしてください。

はじめに

公開保育の分科会に参加される先生方へ

公開保育を通して幼児教育の課題を明確にし、第三者評価につなげていきます。公開保育園と参加
者とがともに協議をし、
意見交換をすることで優れた取り組みや改善の方向性を明らかにしていき
ます。積極的なご参加をお願いします。
また、本研修会・公開保育の分科会(第 7・8 分科会)は(公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
が実施する「平成 26 年度公開保育コーディネーター養成講座」の一環となりますので、該当者の
方はこの分科会を選択してください。

第７分科会『公開保育①─就実大学・就実短期大学附属幼稚園─』研修俯瞰図番号 E4

ねらい

日程

遊びの中は不思議がいっぱい。
テーマ「子ども達が発見できる環境づくりを目指して」のもと、遊びを通して子どもが繰
り返し試すことができる環境構成について協議する。
8:30 岡山駅西口バスセンター 集合
8:45
バスセンター発
9:00～10:20 保育参観
10:40～12:30 研究協議(大学)
12:50

岡山駅西口 着 解散

講師

山根薫子先生(就実短期大学幼児教育学科

備考

・本園は平成 24 年 4 月、認可外保育所を併設した
幼稚園型認定こども園として開園。
・各自で上履きを持参してください。

教授)

第 8 分科会『公開保育②─学校法人尾形学園しらゆり幼稚園─』研修俯瞰図番号 E6・

ねらい

日程

E7

みんなで遊ぶってたのしい
～音楽遊びを通して友だちとかかわる力を育てる～というテーマの下、子どもが遊ぶ中で、
人とかかわる力を育てる保育のあり方や教師の指導のあり方を公開保育を通して参加者と
共に協議しながら明らかにしていく。
8:15 岡山駅西口バスセンター 集合
8:25
バスセンター発
9:10～10:30 保育参観
10:45～11:50 研究協議
12:50
岡山駅西口 着 解散

講師

北條郁美先生(くらしき作陽大学講師)

備考

各自で上履きを持参してください。

第９分科会 『設置者・園長・ネクストリーダー合同分科会』

ねらい

日程

講師

研修俯瞰図番号 E9, F5

「子ども・子育て支援新制度」のスタートを目前に、設置者・園長と次代を担うネクスト
リーダーが、自園の地域性・特性(強み・弱み)・思い・建学の精神等を踏まえて、共に学
び、考え、将来像を構築していく機会とする。

会場：岡山コンベンションセンター
8:45～9:00
受付
9:00
開始
12:30
終了

2 階レセプションホール

坪井久也先生
(全日本私立幼稚園連合会 政策委員長)

岡山後楽園

