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自主シンポジウムA

5 月 15 日（土）　 13:00～14:00

J-A-1	 多文化状況下における幼小接続の取り組み―ベルギー、ドイツの実践から―
第3会場

企 画 者 ・ 話 題 提 供 岡　本　拡　子 高崎健康福祉大学
話　　 題　　 提　　 供 吉　永　安　里 國學院大學
指　　 定　　 討　　 論 佐々木　由美子 足利短期大学

J-A-2	 幼保連携型認定こども園における子育て支援について考える
第4会場

司　　　　会　　　　者 那　須　信　樹 中村学園大学教育学部
企 画 者・話 題 提 供 者 矢　野　潔　子 静岡大学教育学部
話　 題　 提　 供　 者 土　金　新　浩 幼保連携型認定こども園　五風会
 坂　崎　陸　治 幼保連携型認定こども園　こども園ひがしどおり

J-A-3	 	乳幼児教育・保育施設におけるリーダーシップのあり方の検討　	
―大阪府幼児教育・保育質向上システム (OPARK) の視点から―

第5会場

企 画 ・ 話 題 提 供 者 平　林　　　祥 ひかり幼稚園
話　 題　 提　 供　 者 岡　部　祐　輝 高槻双葉幼稚園
指　 定 　討 　論 　者 汐　見　稔　幸 臨床育児・保育研究会
司　　　　　　　　　会 埋　橋　玲　子 同志社女子大学

J-A-4	 指導実習のあり方を問う～「保育の過程理解」の視点で
第6会場

企　　画　・　進　　行 増　田　まゆみ 湘南ケアアンドエデュケーション研究所
話　　 題　　 提　　 供 坂　本　喜一郎 RISSHO KID`S きらり岡本
 今　野　星　花 茶々そしがやこうえん保育園
 小　櫃　智　子 東京家政大学
 石　井　章　仁 大妻女子大学
指　　 定　　 討　　 論 北　野　幸　子 神戸大学大学院
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J-A-5	 障害児保育運動とインクルーシブ保育
第7会場

企画・司会・話題提供者 工　藤　英　美 日本福祉大学
話　 題　 提　 供　 者 金　　　仙　玉 愛知みずほ短期大学
指　 定 　討 　論 　者 田　中　良　三 愛知みずほ短期大学

J-A-6	 我が国の保育実践における所属感（Sense	of	Belonging）概念の適用可能性
第8会場

企　　画　・　司　　会 田　中　浩　司 東京都立大学
企　画・話　題　提　供 飯　野　雄　大 東京都立大学
話　　 題　　 提　　 供 名　倉　一　美 静岡県立大学短期大学部
 中　塚　良　子 私立保育園保育士
指　　 定　　 討　　 論 山　本　理　絵 愛知県立大学

J-A-7	 保育の質向上のための ICTの活用
第9会場

企　　画　・　進　　行 井　上　孝　之 岩手県立大学社会福祉学部
話　 題　 提　 供　 者 田　頭　初　美 幼保連携型認定こども園みどりのかぜエデュカーレ
 松　本　亮　太 幼保連携型認定こども園ひかり
 上　村　裕　樹 聖和学園短期大学
 伊　藤　　　悟 岩手インフォメーション・テクノロジー
指　 定 　討 　論 　者 音　山　若　穂 群馬大学大学院教育学研究科

J-A-8	 子どもの生活技術―器用・不器用を考える
第10会場

企　画・司　会　進　行 大　沢　　　裕 松蔭大学コミュニケーション文化学部
話　 題　 提　 供　 者 髙　橋　弥　生 目白大学人間学部
 室　矢　真　弓 海老名市立門沢橋小学校
 野　口　智津子 逗子市立沼間中学校
 谷田貝　　　円 浜竹学園浜竹幼稚園

J-A-9	 子どもたちすべてが力を発揮する保育を―多職種との協働―
第11会場

企　　　　　　　　　画 園　川　　　緑 帝京平成大学現代ライフ学部児童学科
企　画・話　題　提　供 関　　　剛　規 国立障害者リハビリテーションセンター学院
企 画 ・ 指 定 討 論 者 小　沼　　　肇 元・小田原短期大学
話　　 題　　 提　　 供 鈴　木　泰　子 聖セシリア女子短期大学
 伊　藤　美保子 高山市子ども発達支援センター
 葛　西　裕　子 富山市立雲雀ヶ丘保育所
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自主シンポジウムB

5 月 15 日（土）　 15:45～16:45

J-B-1	 共育とは何か～コロナ禍でキリスト教保育の養成について考える
第3会場

企 画 者・話 題 提 供 者 渡　邊　哲　也 新島学園短期大学コミュニティ子ども学科
司　　　　会　　　　者 東　　　義　也 尚絅学院大学子ども学科
指　 定 　討 　論 　者 海　野　展　由 常葉大学浜松キャンパス健康プロデュース学部こども健康学科
話　 題　 提　 供　 者 熊　田　凡　子 江戸川大学メディアコミュニケーション学部こどもコミュ二ケーション学科
 佐　藤　浩　代 東洋英和女学院大学人間科学部保育子ども学科

J-B-2	 身体表現におけるリズムの史的変遷―保育内容「表現」の展望―
第4会場

企 画 者・話 題 提 供 者 名須川　知　子 兵庫教育大学
話　 題　 提　 供　 者 才　賀　　　敬 高知県保育者指導員
 原　　　友　美 愛知県立大学・非
 今　泉　良　一 東洋大学大学院生
 池　田　三　鈴 東京成徳短期大学

J-B-3	 	ドキュメンテーション実践の理論的展望と課題	
―イメージ媒体を用いた子どもの参加

第5会場

企　　　　画　　　　者 内　田　祥　子 高崎健康福祉大学
話　 題　 提　 供　 者 魵　澤　裕　子 経堂保育園
 白　石　淑　江 愛知淑徳大学
 井　上　知　香 愛知淑徳大学
指　 定 　討 　論 　者 石　黒　広　昭 立教大学

J-B-4	 	子どもにとって ｢楽しい」遊びや活動にするために	
―アートに取り組む子どもの姿から―

第6会場

企　　画　・　司　　会 佐　木　みどり 揖斐幼稚園
話　 題　 提　 供　 者 畦　上　一　康 信州大学
 野　口　沙　生 明治大学研究・知財戦略機構
 佐　木　彩　水 揖斐幼稚園
指　 定 　討 　論 　者 宮　崎　清　孝 早稲田大学学術院
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J-B-5	 	乳幼児は自発的な遊びの中でどのような知的関係づけをするのか	
―ピアジェの構成論から子どもの認知発達を考える―

第7会場

企　画・話　題　提　供 橋　本　祐　子 関西学院大学
話　 題　 提　 供　 者 本　多　由加子 幼保連携型認定こども園清心こども園
 浅　井　滋　子 幼保連携型認定こども園清心こども園
 竹　田　亜裕美 幼保連携型認定こども園さいび園

J-B-6	 ペダゴジカル・ドキュメンテーションの理論的・実践的な可能性
第8会場

企　　　　画　　　　者 浅　井　幸　子 東京大学
司　　　　　　　　　会 小　玉　亮　子 お茶の水女子大学
話　 題　 提　 供　 者 Gunilla Dahlberg Stockholm University/東京大学・日本学術振興会外国人招へい研究者
 Ingela Elfström Stockholm University
 Bodil Halvars Stockholm University

J-B-7	 	生きるいとなみとしての子どものアート的思考を語り合う	
～日本とレッジョ・エミリアにおけるプロジェクトアプローチに着目して～

第9会場

企画・司会・話題提供者 植　村　朋　弘 多摩美術大学
話　 題　 提　 供　 者 森　　　眞　理 神戸親和女子大学
 郡　司　明　子 群馬大学
 徳　田　憲　生 赤碕こども園
指　 定 　討 　論 　者 磯　部　錦　司 椙山女学園大学

J-B-8	 	保育活動の質を高める保育者のかかわりとは―その 3―	
―集団の場の状況性・関係性に着目して―

第10会場

企　　画　・　司　　会 関　口　はつ江 東京福祉大学保育児童学部
企　画・指　定　討　論 吉　川　晴　美 東京福祉大学保育児童学部
話　 題　 提　 供　 者 小　原　敏　郎 共立女子大学家政学部
 田　尻　さやか 新渡戸文化短期大学生活学科
 戸　田　雅　美 東京家政大学家政学部
 細　川　かおり 千葉大学教育学部
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J-B-9	 障害をともに考える保育者養成―当事者との出会いから―
第11会場

企　画・話　題　提　供 伊　藤　理　絵 岡崎女子短期大学
話　　 題　　 提　　 供 森　　　美　親 AJU 自立の家
 藤　野　正　和 長崎短期大学
 水　野　友　有 中部学院大学
フ ァ シ リ テ ー タ ー  村　上　太　郎 九州女子大学
指　　 定　　 討　　 論 熊　谷　享　子 豊橋創造大学短期大学部
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自主シンポジウムC

5 月 16 日（日）　 10:00～11:00

J-C-1	 	保育者養成校の大学生の学びと「つながる、広がる、深まる」地域連携	
ワークショップの形～コロナ時代のビフォア・アフターを考える～

第2会場

企画・進行・話題提供者 堀　　　祥　子 名古屋女子大学文学部
話　 題　 提　 供　 者 村　田　あゆみ 名古屋女子大学文学部
 命　婦　恭　子 西南女学院大学短期大学部
 岩　佐　明　子 京都文教短期大学
指定討論者・話題提供者 木　下　靖　子 金沢大学先端科学・社会共創推進機構

J-C-2	 	自然と関われば、持続可能な社会を創ることができるのか？	
―幼児期の持続可能性のための教育を考える―

第3会場

企　　　　画　　　　者 井　上　美智子 大阪大谷大学
話　 題　 提　 供　 者 光　橋　　　翠 お茶の水女子大学大学院
 木　戸　啓　絵 岐阜聖徳学園大学短期大学部
 大　仲　美智子 登美丘西こども園

J-C-3	 “おもしろさ”がみえるとき―表現を手がかりにして―
第4会場

企 画 ・ 話 題 提 供 者 林　　　浩　子 国立音楽大学
話　 題　 提　 供　 者 岩　田　恵　子 玉川大学
 宇田川　久美子 相模女子大学
指　 定 　討 　論 　者 佐　伯　　　胖 田園調布学園大学大学院

J-C-4	 幼児教育での ICT活用の効果と課題
第5会場

企　　　　画　　　　者 堀　田　博　史 園田学園女子大学
話　 題　 提　 供　 者 佐　藤　朝　美 愛知淑徳大学
 森　田　健　宏 関西外国語大学
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J-C-5	 コロナ禍の緊急事態宣言発令時に幼・保の保育者は何に取り組んだか
第6会場

話　 題　 提　 供　 者 山　崎　莉　奈 板橋富士見幼稚園
 前　田　満那子 認可保育園こども芸術大学
指　 定 　討 　論 　者 安　見　克　夫 東京成徳短期大学
 杉　山　健　人 鳴門教育大学附属幼稚園
司　　　　　　　　　会 大　澤　洋　美 東京成徳短期大学
企　画・話　題　提　供 鍋　島　惠　美 認可保育園こども芸術大学

J-C-6	 資源開発のための保育所マネジメント手法
第7会場

企　画　者　・　司　会 田　中　　　謙 日本大学
話　 題　 提　 供　 者 高根沢　康　浩 社会福祉法人徳育会徳育保育園
 高根沢　玲　子 社会福祉法人徳育会徳育保育園
 片　桐　　　泉 社会福祉法人和光会駒沢わこう保育園

J-C-7	 	保育の質の確保・向上のために求められる「情報発信の質」とは	
～高校・養成校・保育現場および自治体の連携を通して～

第8会場

企　画　・　司　会　者 増　田　　　翼 仁愛女子短期大学
話　 題　 提　 供　 者 伊　藤　きみ子 坂井松涛保育園
 藤　下　紀　之 仁愛女子高等学校
 青　木　美　恵 福井県教育庁義務教育課
指　 定 　討 　論 　者 宮　本　雄　太 福井大学大学院連合教職開発研究科

J-C-8	 保育における越境・新たなリーダー像を目指して
第9会場

企　画　者・司　会　者 松　永　静　子 秋草学園短期大学
話　 題　 提　 供　 者 青　木　一　永 檸檬会
 馬　場　拓　也 愛川舜寿会
 村　上　博　文 常葉大学
指　 定 　討 　論 　者 中　原　　　淳 立教大学
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J-C-9	 	保育者のエージェンシーを生かす研修とは	
―活動理論を手掛かりとした保育研修の構想に向けて―

第10会場

企　　　　画　　　　者 本　岡　美保子 広島都市学園大学子ども教育学部
司　　　　会　　　　者 濱　名　　　潔 認定こども園武庫愛の園幼稚園
話　 題　 提　 供　 者 天　願　順　優 コスモストーリー保育園
 坂　井　くみ子 認定こども園くすの木
 山　田　直　之 神戸女子大学文学部
指　 定 　討 　論 　者 岡　花　祈一郎 琉球大学教育学部

J-C-10	 園におけるミドルリーダーのリーダーシップを考える
第11会場

企　　　　画　　　　者 中　坪　史　典 広島大学
司　　　　会　　　　者 椋　田　善　之 関西国際大学
話　 題　 提　 供　 者 香　田　尚　美 元・佐世保市幼児教育センター
 齋　藤　真　弓 うらら保育園
 本　田　智　秋 順正寺こども園
指　 定 　討 　論 　者 秋　田　喜代美 東京大学
 上　田　淑　子 甲南女子大学
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自主シンポジウムD

5 月 16 日（日）　 12:45～13:45

J-D-1	 もうこれ以上、保育者の仕事を増やすな！
第2会場

企　画・話　題　提　供 西　村　実　穂 東京未来大学
 水　野　智　美 筑波大学
企　　　　　　　　　画 西　館　有　沙 富山大学
話　　 題　　 提　　 供 内　野　彰　裕 東京ゆりかご幼稚園
司　　　　　　　　　会 徳　田　克　己 筑波大学

J-D-2	 実行機能とごっこ遊び
第3会場

企　　　　画　　　　者 爾　　　寛　明 桜美林大学
指　 定 　討 　論 　者 開　　　仁　志 金沢星稜大学
 藤　森　平　司 新宿せいが子ども園
話　 題　 提　 供　 者 西　田　泰　幸 わかばこども園
 西　田　祐　恒 さくら保育園
 邨　橋　智　樹 たちばな幼稚園

J-D-3	 コロナ下の保育の現状と課題―10の姿を切り口として―
第4会場

企　　　　　　　　　画 井　口　眞　美 実践女子大学生活科学部
司　　　　　　　　　会 土　永　葉　子 帝京平成大学現代ライフ学部児童学科
話　　 題　　 提　　 供 荒　井　　　聡 豊島区立東部子ども家庭支援センター
 小　谷　宜　路 埼玉大学教育学部附属幼稚園
 源　　　証　香 白梅学園短期大学
 金　元　あゆみ 相模女子大学学芸学部子ども教育学科
指　 定 　討 　論 　者 近　藤　幹　生 白梅学園大学
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J-D-4	 	絵本作家が抱く子ども観と保育学生の絵本選び	
―絵本の読み聞かせに役立てるために―

第5会場

企画趣旨・コーディネータ・発表者 田　中　卓　也 静岡産業大学
指　 定 　討 　論 　者 小　島　千恵子 名古屋短期大学
司　会　・　発　表　者 谷　原　　　舞 大阪信愛学院短期大学
発　　　　表　　　　者 岡　野　聡　子 奈良学園大学
 伊　崎　一　夫 関西福祉科学大学
 小久保　圭一郎 千葉明徳短期大学
 加　藤　　　緑 清和大学短期大学部
 中　島　眞　吾 中部大学
 小　川　知　晶 川崎医療福祉大学
 山　梨　有　子 彰英保育福祉専門学校

J-D-5	 子ども自らのアイデンティティ構築にむけて―公的保育カリキュラムの創造
第6会場

企　画・話　題　提　供 塩　崎　美　穂 東洋英和女学院大学/北海道大学
話　 題　 提　 供　 者 川　田　　　学 北海道大学
指　 定 　討 　論 　者 加　藤　繁　美 東京家政大学
 大　宮　勇　雄 仙台大学

J-D-6	 	相模原市におけるすべての保育者に向けた研修の取り組み	
―公と私・幼と保・認可と認可外の垣根を越える３年間―

第7会場

企　画・話　題　提　供 渡　辺　令　子 相模原市こども・若者未来局保育課
話　　 題　　 提　　 供 馬　場　直　子 相模原市こども・若者未来局保育課［併］教育局学校教育課
 神　尾　美香子 認定こども園モモ
 遠　藤　美智子 相模原市立大沼保育園
企　画・討　論　司　会 犬　塚　典　子 田園調布学園大学大学院

J-D-7	 	保育者養成校で学ぶ学生の「学びの過程」と「心の揺れ動き」を探る	
―共に学び合う共同体として―

第8会場

企　画・話　題　提　供 髙　村　真　希 北陸学院大学
話　　 題　　 提　　 供 大　塚　紫　乃 江戸川大学
話 題 提 供・指 定 討 論 浅　香　聡　彦 大徳学園
 新　保　雄　希 泉の台幼稚舎
 境　　　佑　二 こども園わかば
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J-D-8	 	夕方の保育の探究	
―認定こども園における教育標準時間外のカリキュラムの検討を通して―

第9会場

企　　　　　　　　　画 刑　部　育　子 お茶の水女子大学基幹研究院
話　 題　 提　 供　 者 宮　里　暁　美 お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所/文京区立お茶の水女子大学こども園
 内　海　緒　香 お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所
 粂　原　淳　子 千代田区立ふじみこども園
指　 定 　討 　論 　者 山　﨑　寛　恵 東京学芸大学教育学部

J-D-9	 コロナ禍の保育実態と、制度・基準改善の課題
第10会場

企　画　者　・　司　会 逆　井　直　紀 保育研究所
話　 題　 提　 供　 者 平　松　知　子 名古屋市・けやきの木保育園
 猪　熊　弘　子 お茶の水女子大学大学院生
 村　山　祐　一 保育研究所

J-D-10	 	保育現場におけるコミュニケーションツールとしてのプロジェクター活用	
～子どもと保育者と保護者で織りなす共創空間～

第11会場

企　　　　　　　　　画 鈴　木　健　史 東京立正短期大学
話　 題　 提　 供　 者 富　山　大　士 こども教育宝仙大学
 山　田　寿　江 社会福祉法人種の会　アルテ子どもと木幼保園
 塚　田　剛　士 社会福祉法人清遊の家　うらら保育園
 牧　野　まき子 社会福祉法人ほうりん福祉会　寺子屋大の木
 照喜名　隆　充 社会福祉法人ほうりん福祉会　寺子屋大の木
指　 定 　討 　論 　者 内　田　義　之 カシオ計算機株式会社
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自主シンポジウム E

5 月 16 日（日）　 14:15～15:15

J-E-1	 病児・病後児保育見える化 5ヵ年計画―つながる、広がる、深まる―
第3会場

企　画　者・司　会　者 桜　井　ますみ 帝京平成大学
話　 題　 提　 供　 者 上　村　清　吾 あおぞら幼保連携型認定こども園病児病後児保育げんきの森
 中　野　ひろ美 わかくさ保育園もみじの家病児室さくらんぼ
 中　村　秀　人 精霊乳児院病児デイサービスあやめサクランボ
指　 定 　討 　論 　者 佐　藤　勇　武 元・病児保育施設プリムラ

J-E-2	 現場における同僚性を考える―子どもも大人も育ち合う保育の場をめざして
第4会場

企　　　　　　　　　画 菊　地　知　子 お茶の水女子大学いずみナーサリー
話　　 題　　 提　　 供 中　澤　智　子 お茶の水女子大学いずみナーサリー
 森　藤　郁　子 お茶の水女子大学いずみナーサリー
指　　 定　　 討　　 論 元　岡　展　久 お茶の水女子大学

J-E-3	 園庭の「砂・土」環境から探る保育・教育の質的向上
第5会場

企　画　者　・　進　行 笠　間　浩　幸 同志社女子大学現代社会学部
 竹　井　　　史 同志社女子大学現代社会学部
話　 題　 提　 供　 者 真　宮　美奈子 鎌倉女子大学児童学部
 河　内　ひろみ 福島市立ふくしま中央認定こども園
 宗　形　潤　子 福島大学人間発達文化学類

J-E-4	 乳幼児への語りかけ方「マザリーズ」とは何かⅡ―多様な視点での検討―
第6会場

企　　　　画　　　　者 児　玉　珠　美 愛知学泉短期大学
司　　　　　　　　　会 佐々木　典　彰 東北女子短期大学
話　 題　 提　 供　 者 尾　関　恵　子 愛知県大口町立北児童センター
 神　崎　奈　奈 名古屋女子大学短期大学部
 大　嶽　さと子 名古屋女子大学短期大学部
指　 定 　討 　論 　者 内　山　伊知郎 同志社大学
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J-E-5	 	0 歳児、1歳児、2歳児の“スゴーイ”からの気付き	
―“じーっと見つめる”ことから―

第7会場

企　　　　画　　　　者 岡　本　紀　子 やまむろこども園
司　　　　会　　　　者 神　川　康　子 睡眠・生活研究所
話　 題　 提　 供　 者 山　口　奈津子 やまむろこども園
 折　笠　明日香 やまむろこども園
 橋　場　和　子 やまむろこども園
 山　本　宏　美 やまむろこども園
指　 定 　討 　論 　者 寺　田　清　美 東京成徳短期大学
 乙　部　貴　幸 仁愛女子短期大学

J-E-6	 	養成校における領域「表現」の展望	
―アフターコロナの授業を一緒に考えませんか

第8会場

企　　　　　　　　　画 今　川　恭　子 聖心女子大学
話　 題　 提　 供　 者 赤　津　裕　子 竹早教員保育士養成所
 木　村　充　子 桜美林大学
 越　山　沙千子 実践女子大学
 山　本　直　樹 長野県立大学

J-E-7	 哲学対話における「あいだ」の意味―保育の諸相を手がかりに―
第9会場

企 画 ・ 話 題 提 供 者 生　井　亮　司 武蔵野大学教育学部
話　 題　 提　 供　 者 義　永　睦　子 武蔵野大学教育学部
 箕　輪　潤　子 武蔵野大学教育学部
 川　辺　洋　平 早稲田大学大学院

J-E-8	 コロナ禍における子どもの育ちを保障する遊び・おもちゃ
第10会場

企　画　・　司　会　者 善　本　眞　弓 東京成徳大学
話　 題　 提　 供　 者 菊　地　三　奈 経専北海道保育専門学校
 岡　田　真　弓 認定こども園寺尾幼稚園
指　 定 　討 　論 　者 石　井　今日子 東京おもちゃ美術館
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自主シンポジウム F

5 月 16 日（日）　 17:00～18:00

J-F-1	 	子どもの権利と保育実践とのつながりを考える	
―組織において「子どもの権利」を再考することの意味―

第6会場

企　画・指　定　討　論 矢　野　景　子 十文字学園女子大学
話　 題　 提　 供　 者 舟　山　千　佳 むくどりこども園
 中　嶋　一　郎 東京福祉大学
 丸　山　宗　一 まちの保育園 ・こども園

J-F-2	 	大学における幼児向けＥＳＤ事業の展開	
―大学の専門性を活かした地域への貢献―

第7会場

企 画 者・話 題 提 供 者 大　島　光　代 名古屋学芸大学
司　　　　　　　　　会 想厨子　伸　子 名古屋学芸大学
話　 題　 提　 供　 者 石　井　鈴　一 名古屋学芸大学
 モローネミッシェル 名古屋学芸大学
 酒　井　仁　美 菱野幼稚園
 松　永　泰　弘 静岡大学
指　 定 　討 　論 　者 新　井　美保子 愛知教育大学

J-F-3	 「保育事故」をなくすために（5）―子どもの命を守る保育の基準を再考する―
第8会場

企　　画　・　司　　会 平　沼　博　将 大阪電気通信大学
話　 題　 提　 供　 者 藤　井　真　希 保育の重大事故をなくすネットワーク
 岩　狹　匡　志 大阪保育運動連絡会
 石　川　幸　枝 愛児福祉会
指　 定 　討 　論 　者 小　山　義　夫 赤ちゃんの急死を考える会
 服　部　敬　子 京都府立大学
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J-F-4	 	子どもの主体的なあそび、学び、育ちを支える園庭・校庭・まちの	
環境について考える４	
～コロナ禍・AI 時代のなかで、自然とのふれあいの機会の重要性・可能性を
再考する～

第9会場

企　　画　・　進　　行 仙　田　　　考 鶴見大学短期大学部、国際校庭園庭連合日本支部
 渡　辺　英　則 ゆうゆうのもり幼保園、港北幼稚園
話　　 題　　 提　　 供 松　本　信　吾 岐阜聖徳学園大学
 豊　嶋　ときわ ひかりの子幼稚園、めぐみの子幼稚園
 山　中　あけみ 新杉田のびのび保育園
指　　 定　　 討　　 論 出　原　　　大 松山東雲女子大学

J-F-5	 	子どもの生活経験を広げ深める教材や環境Ⅴ	
―幼稚園と小学校の教育実践から考える―

第10会場

コ ー デ ィ ネ ー タ ー  三　宅　茂　夫 神戸女子大学
指　 定 　討 　論 　者 金　岩　俊　明 神戸女子大学
話　 題　 提　 供　 者 赤　木　公　子 梅花女子大学
 奥　村　智香子 伊丹市立荻野小学校
企　　　　画　　　　者 小　林　みどり 兵庫大学

J-F-6	 	保育の質向上につながる学校関係者評価	
―子どもを中心とした生態学的システムへの私立幼稚園団体からの発信―

第11会場

企　画・指　定　討　論 坂　田　和　子 福岡女学院大学
司　会・話　題　提　供 古　賀　和　子 元・北九州市教育委員会
話　　 題　　 提　　 供 髙　原　惠　子 認定こども園徳力団地幼稚園
 淵　　　和　子 霧ヶ丘幼稚園


