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ごあいさつ	 

	 

「子どものからだと心・連絡会議（顧問：正木健雄氏）」は昭和 54 年(1979)年に，子どもの抱え

るからだの問題やおかしさを，皆の力と知恵で解いていこうとスタートし，毎年，全国研究会議を

ひらき研究協議を進めています。また，より広く全国の多くの方々との意見交換をという主旨で，

東日本と西日本に分かれ「研究会議」も開催しております。今回の「西日本研究会議」は，岡山県

（中国学園大学・中国短期大学）で開催させていただきます。	 

第８回大会で企画しています主な内容は，野井真吾議長ならびに白書編集委員からの“子どもの

からだと心	 白書”の報告をしていただいた後，近年全国的に広がりをみせている“森のようちえ

ん”活動に触れ、“森のようちえん”活動がもたらす子どものからだと心の育ちについて考えてみ

たいと思います。今回は、島根県益田市で“森のようちえん”活動を展開されておられる「まどこ

ろ保育園」より石橋俊哉園長先生をお迎えし、活動の様子や活動を通して子どもたちに見られるよ

うになったからだと心の変容等についてお話ししていただく予定になっております。	 

21 世紀は，20 世紀が「戦争の世紀」になってしまったことを反省して，「平和の世紀」「子ども

の世紀」を実現することに希望を膨らませてスタートした世紀でした。野井真吾議長は，『真の「子

どもの世紀」を実現するためには，私たち連絡会議の活動がますます必要であり，今までにもまし

て不可欠である。』と決意を述べています。	 

どうかこの「第８回子どものからだと心・西日本研究会議」で“子どもの問題”を解決する糸口

を参加者全員で“ワイワイ，がやがや”と意見交換しながら掴んでくださることを期待し，多くの

皆様のご参加を心からお待ちしております。	 

	 

子どものからだと心・西日本研究会議	 

第８回子どものからだと心・西日本研究会議	 

会	 	 	 	 長	 	 	 岩佐	 仁志（ソワニエ看護学校）	 

実行委員長	 	 	 圡田	 豊	 （中国短期大学）	 

副実行委員長	 	 	 有木	 信子（作陽保育園）	 

	 

	 

日	 	 時	 	 ：	 	 平成 26 年６月７日（土）午前 10 時 30 分（受付 10 時～）	 

会	 	 場	 	 ：	 	 中国学園大学・中国短期大学	 〒701-0197	 岡山市北区庭瀬 83 番地	 

主	 	 催	 	 ：	 	 子どものからだと心・西日本研究会議	 

共	 	 催	 	 ：	 	 子どものからだと心・全国研究会議、中国学園大学・中国短期大学	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 大学体育連合	 

後	 	 援	 	 ：	 	 岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、倉敷市教育委員会	 
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開催日時	 ：	 ６月７日（土）	 	 10:30	 開会	 	 16:15	 閉会	 

開催場所	 ：	 中国学園大学・中国短期大学	 （〒701－0179	 岡山市北区庭瀬 83 番地）	 

主	 	 催	 ：	 子どものからだと心・西日本研究会議	 

共	 	 催	 ：	 子どものからだと心・連絡会議，中国学園大学・中国短期大学，	 

大学体育連合	 

後	 	 援	 ：	 岡山県教育委員会，岡山市教育委員会，倉敷市教育委員会	 
 

 日	 	 程                                                                              
10:00~ 10:30	 ～ 10:45      ～  	 12:45～13:45      ～     15:45 ～ 16:00  	  
受付	 開会行事	 講演会①・意見交換	  昼食	 講演会②・意見交換	 	 	  閉会行事	 	  

 
内	 	 容  
【第 1部】教育講演会①・意見交換	 
○『子どものからだと心白書２０１３』に収められている子どものからだと心に関す

る最新のデータを編集に携わった委員の方から解説・報告していただきます。その

報告を受け、現場での実感や実践等も交えながら議論したいと思います。 
 

→	 解説・報告	 ：	 野井真吾    氏 	 

（子どものからだと心・連絡会議	 議長	 、日本体育大学	 教授）	 

著書の新版「からだのおかしさを科学する」を出版し，「子ども」・	 

「からだ」・「心」・「自律神経機能」をキーワードに研究活動や講演活動	 

を行う。	 

 
（子どものからだと心 白書委員からの解説・報告） 

	 	 	 →	 意見交換 
 
【第 2部】教育講演会②・意見交換	 
○30年以上に亘って、保育・教育の現場で確認され続けている「すぐ“疲れた”とい
う」子どもの存在。その一因と考えられている子どもの“やる気”や“意欲”の低

下の問題に対し、幼児期からの取り組みの必要性を議論します。 
	 

→	 講演	 ：『子どもの心の育ち! やる気・意欲・生きる力を育てる森のようちえん活動』 
石橋俊哉    氏（島根県益田市・まどころ保育園園長）	 

	 

→	 意見交換 
 

費	 	 用	 
○参加費	 ：一般参加	 1,000 円（会員	 	 700 円，学生 300 円，高校生以下無料）	 

○『子どものからだと心	 白書』代	 ：	 2,000 円（希望者のみ）	 
※教育講演会①をより深く理解するためにもご購入されることをお勧めします。	 

○昼食弁当代	 ：700 円	 	 （お茶付、希望者は事前申し込み必要）	 

○懇親会費	 ：4,000～5,000 円	 	 	 （参加の方は事前申し込みが必要）	 
	 	 ※研究会議前日の 6 日（金）石橋俊哉先生、野井真吾先生を囲んだ懇親会を予定しております。

参加を希望される方には、追って詳細について連絡させていただきます。	 



FAX 申込用紙  
本誌のみ（付け紙不要）の送付で，５月２３日（金）までにお願いいたします！ 

 

送信先  ：   086  -  293  -  0829      中国短期大学   保育学科   圡田行     
 

メールでの申込はこちらへ	 E-mail ：  y-toda@cjc.ac.jp 
※すべての該当項目を記入し，５月２３日（金）までにお願いします！ 
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開催日時	 ：	 ６月７日（土）	 	 10:00～	 受付	 ，10:30	 開会	 ，16:00	 閉会	 

開催場所	 ：	 中国学園大学・中国短期大学	 12 号館	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （〒701-0197岡山市北区庭瀬 83番地） 

電車でお越しの際は，山陽本線庭瀬駅で下車し徒歩（15分）でお越しください。 
  車でお越しの際は，中国学園第 2駐車場をご利用ください。（大学前でご案内します） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
	 上記研究会議へ参加します。	 	 （申込日	 	 	 月	 	 日） 
	 	 	 

	 

氏	 	 名	 

ふりがな	 

	 

	 

	 

住	 	 所	 

〒	 

	 

	 

	 	 	 

所	 	 属	 

	 

	 

TEL（	 	 	 	 	 	 	 	 	 ），FAX（	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 	 
 
	 該当事項にチェックをお願いします。 
 

□	 一般（参加費	 1,000 円）	 

□	 会員（参加費	 	 	 700 円）	 

□	 学生（参加費	 	 	 300 円）	 

□	 高校生（参加費	 無料）	 

	 

□	 弁当注文（お茶付 700 円）	 	 	 

	 

□	 子どものからだと心	 白書	 (希望者のみ 2,000 円)	 

	 

□	 懇親会に参加する（会費	 4,000 円	 ～	 5,000 円）	 

※	 当日，受付でお支払いください（懇親会に参加される方には追って連絡差し上

げます）	 

通信欄 


