


 「保育者の集い」は、職種や世代の垣根を越えて“保育”を考える、まさしく“保育者の集い”の場

を作ることを目的とした千葉県民間保育振興会が主催する研修会です。県内各地の保育士や栄養士

などの先生が集まり、現場で働く者として受けてみたい研修や企画のゕデゕを出しあっています。 

 今回で２７回目の開催となりました。企画立案する委員の皆さんは普段、保育の現場で働いてい

る先生方です。「研修を企画するって…どうすればいいの？」「講師の先生への依頼ってどうすれ

ばいいの？」と、初めてだらけのことに戸惑いながらも、参加いただく皆さんの“明日の保育が少し

でも楽しくなれば”と企画運営を行っております。そんな先生方が自ら「受けてみたい！」と企画し

た研修です。ぜひご参加ください。 

What is“Tsudoi”? 「保育者の集い」とは…  

Information  詳細   

日  程   令和５年１月２８日(土) 

会  場   市民プラザWave101 

                    千葉県浦安市入船１丁目4番1号 オンスタル新浦安4階 

参 加 費    無料   

対  象   千葉県民間保育振興会 会員園職員の皆さん 

申込方法   下記の申込フォームより、必要事項（お名前、メールゕドレス、施設名、所属施設の    

       住所、希望される研修（必ず第2希望まで選択してください）その他）をご記入の上、 

       お申込ください。 

       ※参加受付は申込順となり、定員に達した場合お断りする場合がございます。 

       ※申し込みは1名ずつの登録となります。（１度に複数名の申込はできません） 

       ご登録いただいた情報は、当大会の受付以外に使用いたしません。                     

申込期日   令和4年11月8日(火)9：00より１2月２日(金)18：00まで  

        ※受付開始前、終了後にお申込みいただいても受付できませんので予めご了承下さい。 

        ※申込受付後、受講チケットを令和５年1月上旬にお送りいたします。 

申込ﾌｫｰﾑ 

 

 

https://forms.gle/Qk9sfZV2ghRinPbs9 

詳細は千葉県民間保育振興会
ホームページからもご覧いた
だけます。 
 
 
 
 
 
https://qr.quel.jp/url.php 

Schedule  スケジュール   
   9：30 ～   9：45  受付  

   9：45 ～ 10：00  会長挨拶／研修説明 

 10：00 ～ 11：45  全体会   

 12：00 ～ 12：30  ボランテゖゕ講演（ゲスト：田村 亮氏）  

 12：30 ～ 13 : 30    休憩 

 13：30 ～ 13：45  分科会受付 

 13：45 ～ 15：15  分科会  

https://forms.gle/Qk9sfZV2ghRinPbs9


   絵本・本が生み出す豊かな世界 
   ～子どもの育ちを支える絵本・本の役割～ 

 保育現場において絵本は必ずと言ってよいほど活用される身近な児童文化財です。毎日のように保

育者と子どもまたは子ども同士で読みあうまたは、子ども自らが手に取って読む中で楽しい時間が広

がっていきます。なぜ、これほどまでに保育現場では絵本・本が必要不可欠なものとなっているので

しょうか。本研修では、子どもの育ちを支える絵本の役割と実践事例を紹介しながら読むだけには終

わらない発展的な活用方法とは何かについて考えていきます。 

 

 

【講      師】     仲本 美央 氏 （白梅学園大学） 

 

【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】    

   白梅学園大学子ども学部、白梅学園大学大学院子ども学研究科教授 

    著書『絵本から広がる遊びの世界 読みあう絵本』風鳴舎〃2017 

 

          子の背中を見て親は育つ、まだまだ勉強中 

  

【 ｽﾍﾟｼｬﾙｹﾞｽﾄ 】     田村 亮 氏  

 

【ｹﾞｽﾄﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】 

• 田村 亮（たむら りょう）氏、1972年1月8日生まれ。日本のお笑いコンビ「ロンドンブーツ1
号2号」ツッコミ（時々ボケ）担当。相方は田村淳。 

• 最近は自身で開設した「田村亮のYouTubeチャンネル」にて、撮影・出演・構成・編集を1人
で担い楽しく配信中。 

   著書 『田村亮のパパ日記 子の背中を見て親は育つ』祥伝社〃2010 

      『田村亮のパパ日記 子の背中を見てまだまだ親は育つ』祥伝社〃2014 

 

 

    

全体会 

ボランティア講演 

 親世代なら知っているお笑いコンビ「ロンドンブーツ１号２号」の田村亮氏。二児の父として

子育てに奮闘しましたが、息子も１９歳と１４歳に成長。二人の男の子を育てて学んだこと・感

じたことや、家事ができない自分にできることなど、時に失敗したり、悩んだりしながら子育て

してみえた、田村家の子育て道を伺います。 

 



 不審者訓練 応急手当 研修 

 一瞬の対応の早さが命に係わる「不審者対応」と「応急手当」。 

近年保育施設での不審者や熱中症等による痛ましい事件、事故の報道を目にする機会が多くありまし

た。大切な子どもの命を守るべく我々一人ひとりが緊急事態に対応できるよう研修を企画いたします。 

 今回の研修では、千葉県警察、浦安市消防本部の方々を講師にお招きし、不審者対応と応急手当の

正しい方法を教えていただきます 

 不審者対応・・・  ★不審者対応要領。 

           ★相手に刺激を与えない声掛け。 

                            ★簡単護身術。  etc… 

 応急対応・・・・  ●心肺蘇生法、AED使用法、異物除去法  etc… 

 

【講      師】 千葉県警察生活安全総務課 犯罪抑止推進室 広報啓発係『あおぼーし』 

         千葉県浦安市消防本部 警防課 救急管理係 

【定    員】 ６０名 

【服    装】 動きやすい服装でご参加ください。 

        心もからだも まるごと育てる あそびの力 アートの力 
     ～伝承あそびから表現あそび～ 

  子どもは生活すべてがあそびです。遊ぶこと、芸術文化に触れることは、子どもの権利です。 

 遊びとは、楽しいこと。ドキドキわくわくの楽しさを追求して変化させて発展すること。芸術

ゕート表現とは遊びの発展したもの。楽しく創造的なもの。手遊び、からだ遊び、つながり遊びな

ど、伝承遊びから演劇的スキルの表現遊びまで心と体を開放してコミュニケーション力を高める遊

びの力を一緒に体験する講座です。 

 

【講     師】 多田 純也 氏  

【定    員】 ７０名 

【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】 

  舞台実演家、こどもの表現活動家、「ただじゅん」企画主宰、岩手県出身／東京在住 

  舞台上演とワークショップの活動で全国のこどもたちと出会い続ける。 

      著書『心も体も まるごと 育てる表現あそび12か月』黎明書房〃2008 

      ただじゅん企画ホームページ https://tadajun.net/ 

第１研修 

第２研修 



 ベビーマッサージは世界２０か国以上で広まっており、親子のスキンシップの他に身体機能の向上

や母親の育児ストレスの軽減にも繋がっています。血行やリンパ液が促進され、免疫・内臓・代謝・

運動機能が高まり病気になりにくかったり、五感が刺激され脳への発達が促される相乗効果もありま

す。肌と肌が触れ合うことで、言葉では分からない子どもの気持ちを知ることもできます。実際に体

験しながら一緒に学んでみませんか。 

 

【講       師】 関本 涼子 氏  

【定     員】 3０名 

【 講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 】 

   ロヤルセラピスト協会（RTA）認定講師≪ゴールドラセンス取得≫ 

   ・RTA認定おくるみタッチケゕセラピスト・RTA認定ベビーマッサージセラピスト 

   ・RTA認定ベビースキンケゕセラピスト・RTA認定フゔーストサンセラピスト 

   ・RTA認定フゔーストトークセラピスト・RTA認定リフレクソロジスト 

   ・MPA認定フォトマスター 

   ☆趣味：スノーボード、旅行、コンサート 

 

コミュニケーションについて 第４研修 

 保育現場では「園長対職員」「職員対職員」「子ども対職員」など、“人”とのコミュニケーション

が大きな土台となり必要不可欠です。 

 しかしそのなかで、保育現場の最前線で引っ張る園長や主任、クラスリーダーだからこその悩みや

葛藤がありますよね。「保育園では、園長もベテランも新人もみんな対等」であり、「民主的なコ

ミュニケーションが大切」と考える先生からのゕドバスや、グループワークを通じて「職員間のコ

ミュニケーションの大切さ」を一緒に学んでいきましょう。 

 

【講     師】 丸山 純 氏  

【定     員】 3０名 

【対     象】 園長、主任、クラスリーダー 

【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】 

  社会福祉法人そのえだ 勝田保育園 園長 

  全国私立保育連盟 常務理事 

ベビーマッサージ 第３研修 



 今後“選ばれる園づくり”のために必要不可欠といわれているSNS。 

 SNSとは何かという基礎知識から、どのようにして導入していくか又導入することによるメリット

やデメリットも含め具体的な事例をもとにわかりやすくお話します。これからSNSの導入を考えてい

る保育園の皆さん、また個人的にSNSに興味があり学びたいと考えている方の参加をお待ちしていま

す。 

【講     師】  添田 武彦 氏（株式会社ザ・テク）  

【定     員】  3０名 

【講師ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ】 

   株式会社ザ・テク 代表取締役 

   1997年3月：株式会社ソフゖゕプロモーション設立 

   広告代理店業、専務取締役として服部学園の服部幸應校長と共に食育活動の普及を行う 

   2020年3月：同社にて保育業界のサポート事業を立ち上げる 

   2021年4月：株式会社ザ・テク設立 

   2021年4月：保育再生プロジェクトに参画 運営会社の代表取締役に就任 

   2022年6月：一般社団法人乳幼児ゕレルギーケゕ協会設立 理事に就任 

コロナ禍の行事の進め方 
～みなさんの園はどうしていますか？～ 

第６研修 

 コロナ禍も早3年。コロナに対する警戒が緩和されていく中、３月に行われる卒園式や、身近なお誕

生日会、遠足や夏祭りなど、皆さんの園ではどうしていますか？ 

 それぞれの園ではどのような対応がとられているのか情報交換会として、グループデゖスカッショ

ンを行います。 

 情報を共有し合い、自園での対応に活かしてもらえたらと思います。 

 

【研 修 方 法】 グループデゖスカッション 1グループ4名～5名  

        ・参加者に写真（感染対策を行った行事の様子）を持参いただき、その写真を見な  

         がら話し合う 

        ・グループごとに話し合った内容を発表する 

【定     員】 3０名 

 

 選ばれる園作りのための 
SNS活用法 

第５研修 



 【令和４年度保育者の集い委員会】 
 

   千葉県民間保育振興会 

   担当副会長 久居 麻紀子（音のゆりかご保育園／松戸市） 

 

            橘 朱美 （いわさき保育園／松戸市） 

   副委員長  西野 未絵 （百合台保育園／市川市） 

   副委員長  菊地 美鈴 （シーガル保育園／船橋市） 

   委   員  岩間 真佐代（弁天保育園／浦安市） 

   委   員  菅野 寛子 （田喜野井旭こども園／船橋市） 

   委   員  山﨑 竜二 （若竹保育園／千葉市） 

 

＜ 派 遣 委 員 ＞ 

           橋本 洋子 （いわさき保育園／松戸市） 

           阿部 大和 （第二勝田保育園／八千代市） 

           染谷 佳介 （ことのは保育園／流山市） 

           飯高 歩   （大日保育園／四街道市） 

           中野 貴子 （三山つくし保育園／船橋市） 

           神田 真奈美（こすもす保育園／松戸市） 

           大栗 航平 （弁天保育園／浦安市） 

           藤田 直美 （秋山学びの保育園／松戸市） 

           栗林 和那 （城の星おおたかの森保育園／流山市） 

           中野 真友子（杉の木保育園／市川市） 

           根本 さやか（ベル・ナーサリー／船橋市） 

千葉県民間保育振興会 
保育者の集い 

委 員 長 




