


第36回 全国青年保育者会議 北海道大会

『 新たなる道を探して 』
踏み出せば　その一足が道となり　その一足が保育となる

　今から約三千数百年前の中国で道（導）という漢字はできました。道は行と首から
なっています。行は交差点を表し、首は新しい土地の霊を祓い清めて開拓に進んだと
言われています。
　先頭に立ち除霊をしながら進むことを『導く』といい、祓い清められたところを聖なる道とい
い、現在の『みち』の意味になったそうです。

　現代社会においても、先人の知恵や土地の神仏に感謝し、道路を作るため地盤調査
や測量、工事と多くの人の力が積み重なっています。交差点は行き先を選択でき、ま
た、多くの人が行き交うため危険もあります。

　新保育制度も多くの人の知恵が重なり少子化や人口減少問題など、未来の子どもたちや日本国
のために議論され、未来に向けてこれまで以上に保育界は多くのことを求められることとなるで
しょう。

　平成11年第21回北海道大会より15年ぶりの開催となる今大会は、これまで保育界が歩んで
きた道、新制度にて進むべき新しい道の分岐点の年でもあることから、大会テーマ『新たなる道
を探して』としました。

　『新たなる道を探して』、子どもたちの発達プロセスの重要性や制度が変わっても「変わらない
保育」、これまで保育界が積み上げた保育の良さについて、もう一度議論し、保育の原点につい
て熱く語り合い、全国の青年保育者が保育の一足を道しるべとして、ここ開拓の地 北海道にて
これまで同様、保育の道を歩み、導き、築き上げるために、お集まりいただきますよう、謹んで
ご案内申し上げます。

第36回 全国青年保育者会議 北海道大会
　実行委員長　大久保　法　世

　実行委員一同
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第36回 全国青年保育者会議 北海道大会 スケジュール （第１日目）

10月29日㈬

13：30～14：30

14：30～15：00

15：10～15：50

16：00～17：30

受　付

開会式

行政説明
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課（依頼中）

記念講演

『 心身の育ちを促す運動あそびと脳科学 』～乳幼児の発達に応じた実践～

こどもプラス株式会社　代表取締役　柳　澤　弘　樹　氏

・現職　社）国際知的財産研究機構、脳機能研究所、主任研究員
　　　　NPO法人運動保育士会　理事長
・経歴　筑波大学大学院人間総合科学研究科　博士課程　修了
　　　　筑波大学大学院人間総合科学研究科　博士特別研究員
　　　　独）食品総合科学研究所　食認知研究部門　特別研究員
　　　　公財）体力医学研究所　研究員
・幼児の発育発達に合わせた形で運動あそびを提供して、認知機能の向上、心の
発達を脳科学的視点で研究。

　研究テーマは「身体運動と脳機能」。この研究で得られた結果をもとに記憶力・
集中力・やる気などはどのように生まれるのか、高められるのかについて、全
国の教育委員会や保育園・幼稚園で講演をされている。

18：30～20：30 情報交換会

　秋の北海道ならではの味覚をぞんぶんにお楽しみください。ま
た、当麻蟠龍太鼓、謎の道産子ジャグラーのパフォーマンス、その
他、豪華景品？の抽選会などを企画しておりますので、どうぞお楽
しみに。
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第36回 全国青年保育者会議 北海道大会 スケジュール （第２日目）

10月30日㈭

9：00～ 9：30

9：45～12：00

日本保育推進連盟報告

日本保育推進連盟　副会長　大　島　和　彦　氏

基調講演

『 新制度時代の保育の新と真 』

玉川大学教育学部　教授　大豆生田　啓　友　氏

・活　動　NPO法人びーのびーの理事、日本保育学会理事
　　　　　墨田区子ども・子育て会議学長
　　　　　NHKEテレ「すくすく子育て」出演　等
・経　歴　青山学院大学大学院文学研究科教育学専攻修了後、青山学院幼稚園教諭
　　　　　等を経て、現在に至る。
・専　門　幼児教育学、保育学、子育て支援
・著　書　『「子ども主体の協同的な学び」が生まれる保育』（学研・新刊）
　　　　　『保育が見えるおたよりづくりガイド』（赤ちゃんとママ社）
　　　　　『これでスッキリ！子育ての悩み解決100のメッセージ』（すばる舎）　他
・その他　家族は子ども3人、妻 1人、犬 1匹

12：00～13：00

13：00～17：00

昼食・休憩

分科会　　※参加・宿泊申込書に第２希望までご記入ください。

第２分科会　保育委員会　『保育内容の再確認』　～標準化と一般化～
「選ばれる保育園になるために」
　近年、保育の質の向上が叫ばれているなか、われわれ現場の保育者は何をもって保育の質
の向上を図っているのだろうか。一般の人はもちろん、保育所内部でも不透明感がある。
　例えば、各園で保育業務の手順はあっても、うまく運用されているのだろうか。手順書の
通りでいいのか。単なるマニュアルではないものとして、各園での保育の標準化の必要性と
その意味について考えたい。

第１分科会　HUG．プロジェクト　『「子どもの視点」で子育てを考える』
講師：玉川大学教育学部教授　大豆生田　啓　友　氏

　子育てや保育のなかで、時に子どもと大人の目線には違いがあります。大人の視点を主と
して作られた現在の「HUG．」に、子どもの目線をプラスできれば、さらに幅広い道標にな
るのでは？との思いから、この分科会では、子育て支援実践者である大豆生田先生のお話か
ら、家庭における子ども目線を、そして後半はグループワークを通して、私たち保育の現場
から、園での子ども達の思い・願いを代弁することで、子どもの視点からの「HUG．」に繋
げたいと考えております。
　子どもの視点を大切にしていくために、皆様の実践をぜひお聞かせください。
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13：00～17：00 分科会　　※参加・宿泊申込書に第２希望までご記入ください。

第４分科会　人材育成委員会　『なぜ、あの保育園には人が集まるのか !?
　～保育所における人材確保について考える～』

・パネリスト 社会福祉法人とちせ交友会　理事長　山口哲史氏
 社会福祉法人みのり　みのり保育園　園長　ラッドキ岸本妃咲氏
 社会福祉法人たちばな福祉会　RISSHO KID'S きらり　園長　坂本喜一郎氏
・コーディネーター 社会福祉法人こどものいえ　羽茂保育園　園長　松野　敬氏

　なぜ人材育成委員会が人材確保？それは育成する対象がいなければ元も子もないからです。
　今、全国で問題になっている保育士不足。どうすれば保育士を確保できるのか…確保の現状
と工夫をパネリストの皆様のお話を伺いながら、確保するためのヒントを探ります。
　後半はグループワークを通して、自園で出来る人材確保のコツを見つけましょう！

第５分科会　フィールドワーク『動物園見学』
　動物本来の自然の姿が観察できる「行動展示」で一躍有名に
なった「旭山動物園」を見学します。アイディア溢れる施設を
はじめ、ペンギン、ホッキョクグマ、アザラシ、カバなどの意
外な生態が間近で見られ、超大迫力です！是非ご参加ください。

○参加費：3,500円　※入園料、バス代を含みます。

第36回 全国青年保育者会議 北海道大会 スケジュール （第３日目）

10月31日㈮

9：00～ 9：30

9：45～11：30

日本保育協会本部報告

日本保育協会　常務理事　萩　原　英　俊　氏

全国青年部分科会報告・シンポジウム
※国の動向により、内容等変更になる場合があります。

フォトコンテスト

閉会式12：00～12：30

11：40～12：00

第３分科会　情報発信委員会『選ばれる保育所になりたい！
～情報発信ってイメージ戦略！～』

講師：一般社団法人北海道開発技術センター理事　地域政策研究所　所長　原　　　文　宏　氏

　保護者の苦情と要望…。園児減少…。保育士不足…。たくさんの不安と悩みがありますが、
その解消の第一歩に情報発信を見直して、正しく園を知ってもらう事から始めませんか？
　お便り帳、ブログ、SNSといったこれまでの情報発信ツールの検討だけではなく、今こそ
保育現場から「保育所のイメージアップ大作戦」を考えていきましょう。
　講師の先生から新たなファンを獲得するための企画や、情報発信のルールなどを伺い、後半
では「みんなが集まりたくなる保育所」を想像し、経営戦略会議のように新しい発想でグルー
プワークを行い、保育所の魅力を伝える新しい情報発信のあり方を探ります。　
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第36回 全国青年保育者会議（北海道大会）
参加・分科会・懇親会・宿泊等のご案内

参加申込みのご案内
　　申込書に必要事項をご記入いただき、FAXまたは郵送にてお申し込みください。

○大会参加費： 30,000円（お一人様） 
　　　※大会参加費には、29日の懇親会及び30日の昼食代を含みます。
　　　　第５分科会に参加される方は、別途3,500円請求させていただきます。

　なお、日本保育協会青年部ホームページから申込データを取得された方は、電子メールで
もお申し込みいただけます。（Excel データを添付）

申込・入金受付先  
  

ビーツアーズ本社営業所『第36回全国青年保育者会議』係
〒070-0054　北海道旭川市４条西１丁目２番５号 カスタムプラザ303

　　　　TEL（0166）74-3375　FAX（0166）74-3376
担　　当：横山・荒木
営業時間：月曜日～金曜日　9：00～18：00
営業時間外連絡先　担当／横山（携帯電話090-7059-8417）

①・②・③の手順で申込・振込をお願いします。

「参加申込書」→ビーツアーズ
　・FAX（0166）74-3376
　・メールアドレス　info@beetours.jp

申込締切　９月20日㈯

ビーツアーズ→申込者
 発送時期　10月上旬

指定口座（請求書にも記載いたします）
北海道銀行 旭川支店　普通口座1606723
口座名　ユ）ジーエンタープライズ
　※領収書希望の方は、大会当日に受付にて発行します。

①申　　込

②参加券・請求書の発送

③参加経費の振込
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―― オフィシャルホテル宿泊プラン ――
宿泊期間：平成26年10月29日㈬・30日㈭の２泊

※各ホテルとも、10月 28日㈫・31日㈮の宿泊は可能です。

宿泊料金：１泊朝食付、税・サービス料込のお一人様あたりの料金

ホ　テ　ル
宿泊代金（お一人様あたり１泊朝食付）

部屋タイプ 申込記号

１ ロワジールホテル旭川 シングル 8,000 円 Ａ

２ 旭川トーヨーホテル シングル 7,000 円 Ｂ

３ 旭川グランドホテル シングル 9,000 円 Ｃ

①お申込みの際は、必ずホテル申込み記号（A・B・C）をご明記ください。
　この要項にてご案内するホテルは、すべてシングルルームです。
　禁煙ルームをご希望の場合は「禁煙希望」欄に○をつけてホテルは第２希望までご明記く
ださい。
　なおご希望に添いかねる場合もございますのでご了承願います。
②各ホテルの収容人員には限りがございます。先着順に受付けを致しますが、やむを得ずご
希望のホテルが確保できない場合には、別のホテルをご案内致しますので、予めご了承く
ださい。
③ホテルでの朝食が不要の場合でも、料金の変更・払い戻しは致しません。
④ホテル決定の連絡につきましては、第２希望まででご用意できましたら、請求書の送付を
もってホテル決定の回答とさせていただきますので、予めご了承ください。
⑤上記以外の宿泊希望日、またはご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

取消料について
ご予約のお取消しの場合、下記取消料を申し受けます。
① 取消事由が発生次第、お早めに FAXまたは E-mail にてご連絡をお願いします。 
 間違い防止のため、電話での変更・取消はご遠慮ください。 
② 宿泊予約の変更・取消につきましては、下記の取消料を申し受けます。 
  

 ※上記の当該日数は、ご利用の前日から起算した日数とさせていただきます。
 ※取消料の適用は、弊社営業時間内にご連絡をいただいた日を基準日といたします。
 ※ご変更・お取消しに伴う返金は、大会終了後、当該取消料と送金（振込）手数料を差し
　　引いて送金させていただきますので、予めご了承ください。

取　消　日 取消料
15日前まで 無料

14日前～２日前まで 20％
前　　日 50％

当日または無連絡不参加 100％
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【会場周辺案内図】

会　場　　ロワジールホテル旭川 旭川市７条通６丁目29番地２
宿　泊　　A　ロワージルホテル旭川 旭川市７条通６丁目29番地２ ☎ 0166-25-8811
　　　　　B　旭川トーヨーホテル 旭川市７条通７丁目 ☎ 0166-22-7575
　　　　　C　旭川グランドホテル 旭川市６条通９丁目 ☎ 0166-24-2111
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第36回 全国青年保育者会議 北海道大会 申込書
（参加・分科会・宿泊・夕食会）

申込み FAX番号：0166-74-3376（ビーツアーズ） 申込締切日
９/20土

申込日：平成　　　年　　　月　　　日

支 部 名

ふりがな ふりがな

施 設 名 申 込 者
氏 名

施設住所
〒（　　　　－　　　　　　）

施設TEL 施 設 FAX 携 帯 電 話

（　新規　・　取消　・　変更　）○印を付けてください。

№ ふりがな
氏　　名 職　名 年齢 性別

分科会 宿泊ホテル
禁煙希望

第１希望 第２希望 第１希望 第２希望

記
入
例

ほっかい　たろう
園長 35

男
・
女

２ ５ A C ○北海　太郎
１

男
・
女

２
男
・
女

３
男
・
女

４
男
・
女

５
男
・
女

備考欄　※前後泊のご希望をはじめ、ご要望等ございましたら、ご記入ください。

○お申し込み・お問合せ先  
ビーツアーズ本社営業所『第36回全国青年保育者会議』係
〒070-0054　北海道旭川市４条西１丁目２番５号 カスタムプラザ303

　　　　TEL（0166）74-3375　FAX（0166）74-3376
担　　当：横山・荒木
営業時間：月曜日～金曜日　9：00～18：00
営業時間外連絡先　担当／横山（携帯電話090-7059-8417）
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