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子どもの文化学校

・キャンセルは原則として認めませんが、やむを得ない場合のみ、４月 30 日まで、手数料３割を引い
てご返金致します。受講者の変更も可能です。申込書はコピーし、何人でも申し込めます。
・差しつかえなければ、申込書に携帯電話の番号もご記入下さい。
● 申込先

・web 申し込みを開始しました。Fax・郵送でのお申し込みも可能です。
＊申込用紙がない場合は、希望教室、名前、電話番号、住所を記入し FAX かメールで送信して下さい。
＊FAX 03-3951-0152 ＊E メール school@kodomonobunnka.or.jp ＊https://www.kodomonobunnka.or.jp/
＊申込書を送信する時、必ず受講票送付先をチェックして下さい。
・受講料受領の確認後、開講の２～３週間前までに受講票、受講のしおりをお送りします。
・受講料は次の方法でお送り下さい。・受講料は申し込み後２週間以内に送金して下さい。
①現金書留
②子どもの文化学校へ直接持参
③銀行送金／三井住友銀行・目白支店／口座番号・普通 0921452 ／口座名・子どもの文化学校
入金の振り込み依頼名は申し込み時のお名前・団体名でご送金下さい。
④郵便振替／郵便局に「払込取扱書」があります。その通信欄へ申込書と同じ要項を記入の上、
ご入金して下さい。／口座番号 00120－2－74938 ／口座名・子どもの文化研究所

３月１日から申し込み開始です。

申込み方法
対 象／保育・子どもに携わる全ての方々
時 間／ PM６時半～８時半（各教室・各講座共通） 定員／（各教室共通）60 名前後
受講料／●申し込まれる時に全額納入のこと（各教室の受講料は上記に掲示）
●同じ回数の教室でもワークショップの教室や演習中心の教室によって受講料が異なります。

募集要項

保育文化
実践教室
保育の
専門教室
年齢別
保育教室

受講料
22,000 円
22,000 円
22,000 円
22,000 円
22,000 円
22,000 円
13,200 円
11,000 円
6,600 円
11,000 円
11,000 円
6,600 円
17,600 円
13,200 円
8,800 円
22,000 円
11,000 円
15,400 円
11,000 円
22,000 円
5,500 円
8,800 円
2,500 円
2,500 円
３コース ・24 教室

回数
10回
10回
10回
10回
10回
10回
６回
５回
３回
５回
５回
３回
８回
６回
４回
10回
５回
７回
５回
10回
２回
４回

［月］０歳児クラスの保育教室
［火］２歳児クラスの保育教室
［水］１歳児クラスの保育教室
［木］３歳児クラスの保育教室
［木］５歳児クラスの保育教室
［金］４歳児クラスの保育教室
新［月］保育の中の子どもの権利と実践
◇
新［月］子どもの姿を語り合い、園生活を豊かにする教室
◇
［月］発達と支援を考える教室
新［火］保育カリキュラムを問い直す
◇
新［火］子どもと毎日を楽しむ保育者をめざす
◇
副園長・主任・
［水］リーダー保育士 とチーム保育の実践教室
［水］汐見稔幸保育教室
新［水］明日の活力を生む保育の休憩室
◇
新［水］映像から読み解く保育のまなざし
◇
［木］新しい赤ちゃん像と保育実践を学ぶ教室
新［金］同僚性を高めよりよい職場をめざす教室
◇
［金］加藤繁美保育教室
新［金］保育を支える思想と哲学
◇
［火］おはなしとわらべうたの教室
［水］たにぞうのパラダイス運動会ＡorＢ
［金］てぶくろ人形教室
4/23［火］藤田浩子 わらべうた・手遊び教室
新 4/25［木］こがようこ 絵本・おはなし・紙芝居教室
◇

主な講師
工藤佳代子
今井和子
芦澤清音
佐藤佳代子
島本一男
師岡 章
近藤・青山
代田・鈴木
橋場 隆
久保・加藤
渡辺・玉井
今井和子
汐見稔幸
開・大宮
井桁・鈴木
遠藤・井桁
師岡・須藤
加藤繁美
加藤・川田
藤田浩子
谷口國博
秋永敏子

子どもの文化の
総合雑誌

保育・子育てのナビゲーター

特別対談授業

*所員費 １０，０００円（年間）

特別公開講座

特別公開講座

趣意書に賛同し研究所の活動に参加してみようと思った方は、ぜひ所員になって下さい。

■所員になって下さい！

月刊「子どもの文化」は、遊びや文化・保育・教育などその時々の子
どもに関わる大事な問題にスポットをあて、やさしく解説していく日
本で唯一の子どもの文化の総合雑誌です。今年から文化学校との連動
企画も始まります。A5 判・48 頁（税込 313 円）。教室では受講生の
方に特別価格で１冊 300 円で販売します。毎月お届けする 5,602 円・
6,764 円（研究誌付き）の定期購読もございます。

・今年は子どもの文化研究所創立50周年です。
記念誌の発行、記念フォーラムの催しがあります。是非ご参加ください。
・今期も子どもの文化研究所キャリアアップ研修を行います。
乳児保育／幼児教育／障がい児保育／食育・アレルギー対応／保護者支援・子育て支援です。
・子どもの文化研究所のＨＰがリニューアル！今年はＨＰからもお申込み頂けます。
https://www.kodomonobunnka.or.jp ←「子どもの文化学校」または「子どもの文
化研究所」で検索。休講情報もこちらからご覧いただけます。

「最新の赤ちゃん学の知見」、
「今、求められる乳児保育のあり方」をベースに、子ども
の心が育ったと感じる瞬間や目に見えにくい心の育ちを保障する保育の役割を、赤ちゃん
学と乳児保育の専門家の遠藤利彦先生と井桁容子先生がじっくり語りあう特別公開授業。

5/16（木）18:30～20:30 会場：東京教育専門学校地下教室（予定）
受講料 3,000 円（※新しい赤ちゃん像…教室にお申し込みの方は受講料不要です）

子どもの心が育つということ

（東京大学教授）
（非営利団体コドモノミカタ代表理事）

遠藤利彦 × 井桁容子

子どもの文化学校54期開講記念講座として、保育界をリードする両先生に、子ども
たちに必要な力、これからの保育のあるべき姿とは何かをやさしく語り合って頂きます。
指針に見る子どもの「主体的・対話的な深い学び」とは何かをこの対談から学びましょう。

4/24（水）18:30～20:30 会場：東京教育専門学校地下教室（予定）
受講料 3,000 円（※汐見稔幸保育教室にお申し込みの方は受講料不要です）

「主体的・対話的な深い学び」とは何かを探る

（東京大学名誉教授・日本保育学会会長）
（玉川大学教授）

汐見稔幸 ×大豆生田啓友 特別対談授業

新 …今年度からスタートする新しい教室です。
◇

文民教育協会

学校長

加藤繁美
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徒歩１分）

保育界をリードするおなじみの講師陣に加え
異分野から最先端を行く講師陣を招き
時代の要請に応える新しいコンセプトの講座。
50 年の長き伝統と歴史を受け継ぎ
今期も子どもの権利と最善の利益を守り
主体性を育む保育を実現できるように
みなさんの期待を裏切らない充実したラインアップです。
新しい教室も注目です！
●イラスト・古賀直子

手づくりのあたたかい
小さな学び舎。
各教室には担任がつき
一人ひとりの感想や声を
「クラスだより」にまとめ
みんなで講義を共有し
学びを深めていきます。

第54期生募集◎2019・5月→2019・12月
歴史と伝統/明日の保育を拓く/豊かな子どもの教育と文化創造をめざす
絵本・紙芝居
こがようこ ・おはなし
教室

●日時 ４/25（木）

第 54 期・2019 年教室概要

Ｂコース 6/26 ・ 7/3

たにぞうのパラダイス運動会！（水）
Ａコース 5/15 ・ 6/5

かえる・ねずみを作ります。

7/12 カメを作ります。

6/7

5/10 いぬ・ねこを作ります。

4/26 特別上演会 / ひよこ・ぶた

子どもも大人も思いっきり楽しめるダンスのプログラムが今年も盛りだくさ
ん！未満児も踊れるダンスあり！今年も元気に集合でーす！今年の運動会も
これでばっちり！（会場は目白駅前の東京教育専門学校地下教室です）
●（両コース共に同じ内容です。
Ａ・Ｂどちらかのコースをお選びください
※両コース受講することはできません）

てぶくろ人形教室（金）
特別
4/26★ 上演
･ 5/10 ･ 6/7 ･ 7/12

• てぶくろ人形は子どもの手にやさしいやわらか
さです。12～13 ㎝ちょこんとすわる人形です。
• 初心者の方でも簡単に７体の動物人形が作れ
ます。4/26 の 18：30 ～ 20 分間は人形劇団
ぴょんぴょん組（石原ひとみ）の特別上演！ど
なたでもご参加いただけます。
（参加費 500 円。
てぶくろ人形教室の受講生は無料です。
）

４月の保育文化実践教室
教室

●新学期からすぐに活かせるお話やわらべうたを学んでおきましょう！

藤田浩子

わらべうた
・手あそび

●日時 ４/23（火）

●受講料 2500 円

18 時 30 分～ 20 時 30 分

●受講料 2500 円

どんな絵本がいいのかな？ 春の紙芝
居って？ ０歳のおはなしを紹介して！
元 保 育 者で、今は絵 本、紙 芝 居 作 家、
語り手として大活躍のこがようこさん。
子どもが楽しめ、保育に活かすコツを
数々の作品の実演を交えて紹介します。

18 時 30 分～ 20 時 30 分
０歳児向けのあやし歌やわらべうた、
１歳児向けのふれあい遊びやわらべうた
や手合わせ遊び、小さな子でもわくわく
しながら聞けるおはなし等を紹介します。
楽しみながら習得できる実習教室です。
明日からの保育にすぐに活かせます。

・’
19 年 8 月 25 日（日）東京 夏のセミナー（１日研修）を開催予定です。
・’
19 年 11 月 16 日（土）子どもの文化創立５０周年記念 京都研修会
詳細は決まり次第文化学校で配布、郵送いたします。

特典①「子どもの文化」誌を毎号郵送します。（年間購読料/送料・5,602円相当）
②「研究子どもの文化」（年刊）を郵送します。（購読料/送料・1,162円相当）
③紙芝居資料室の閲覧・研究会・講座・フォーラム等の活動に所員優待で
参加できます。

