研究発表者及びテーマ
3 日(金)

大会申込要項

時間

No

テーマ

10：45～11：30

１

モンテッソーリ・メソッドにおける創造性

発表者
藤尾かの子

を育成する幼児の音楽カリキュラム
２

モンテッソーリ教育の視点から 年長児・

矢﨑さゆり

年中児合同クッキング
３

保育園の行事「運動会」を考える

溝脇しのぶ

４

モンテッソーリ教育を基盤とした幼稚園・発達支

小山久実

12：30～13：15

を一括して名鉄観光サービスに依託しています。同封の「参加
等申込書」に必要事項をご記入の上、お申込み下さい。
※１.名鉄観光サービスよりご案内しております別紙をご覧頂
き、お申込み下さい。

５

共に学び、共に育つ環境

森下京子

また、会員の方は会員 No(例：東北-9999)を必ずご記入下

６

自己肯定感の土台作り

北島尚子

さい。

７

インクルーシブ教育の入り口は、ご両親と

藤崎達宏

特別の支援を必要とする子どもの人的物的

岡本明博

環境についての考察
13：30～14：15

９

インクルーシブ保育における「気になる子

岡本仁美

ども」への支援についての考察

【インクルーシブ教育とモンテッソーリ教育】
-気になる子どもと共にInclusive Education and Montessori Education
- Together with child with anxious children-

のコミュニケーションから
８

日本モンテッソーリ協会(学会)第５１回全国大会
JAPAN ASSOCIATION MONTESSORI
51th Conference in KORIYAMA

※２.会員区分の「会員」または「非会員」の該当欄に○印をご
記入下さい。区分に応じて参加費が異なります。

援機関における子どもへの支援と大人の連携

東日本大震災復興祈念大会

本大会では、大会申込み・宿泊、昼食・懇親会の取りまとめ

大会会場

２０１８年８月２日(木)～４日(土)
August ２th-August ４th,2018

郡山ビューホテルアネックス
〒963-8004 福島県郡山市中町 10-10

10

気になる子どもと笑顔で送る保育とは

塩田寿美江

11

乳児の基本的発達を支える場「NIDO」にお

阿部香織

℡ 024-939-1111

ける子どもの見方
14：30～15：15

12

美しい縦割り

百枝義雄

13

幼稚園におけるインクルーシブ教育の実践

小池田敬子

申し込みに関するお問合せ

14

子どもと楽しく学ぶ！

村上パトリシア

名鉄観光サービス株式会社 福島支店

15

モンテッソーリ教育を手がかりに音楽を通

後藤廣嗣

〒960-8035 福島県福島市本町 5-5

して伝えたいもの
15：30～16：15

16

モンテッソーリ教育と初めて出会った子ども達

尾崎美恵子

17

乳幼児期におけるインクルーシブ教育の大

佐藤真理子

モンテッソーリ教育と出会って60 余年の

℡ 024-521-1341 Fax 024-521-1343
担当：杉浦・石井・熊坂

切さの共有を目指して
18

(殖産銀行フコク生命ビル 2 階)

下條裕紀媛

E- Mail : fukushima@mwt.co.jp

子どもが演じた、イエス様の生誕劇より、

坂田久美子

ドイツにおけるモンテッソーリ教育の音楽

東屋敷尚子

21

子どもに関わる教師のチームワークの大切

鈴木清

さと学び方
22

さまざまなモンテッソーリ教育環境と集中

大会に関するお問合せ
第５１回全国大会事務局

指導に関する研究
16：30～17：15

主催：日本モンテッソーリ協会(学会)
協賛：福島大学人間発達文化学類
福島県教育委員会、郡山市教育委員会

子ども達の創造力を観る
20

The beginning of Montessori education
was education for disabled children.
会場：郡山ビューホテルアネックス

後援：福島県 、郡山市

“今”思うこと
19

みんなちがって、みんないい

三浦勢津子

する子どもたち
23

重症心身障がい児とモンテッソーリ教育の底力

西本博美

24

療育とモンテッソーリ教育の間

稲留佳織

〒960-8163 福島県福島市方木田字赤沢 19-1
こじか「子どもの家」
℡ 024-544-7135 Fax 024-544-7136
E- Mail : taikai51@gol.com

郡山女子大学、郡山女子大学短期大学部
福島県私立幼稚園・認定こども園連合会
福島県保育協議会
日本カトリック幼児教育連盟
日本カトリック保育施設協会東北ブロック
担当：日本モンテッソーリ協会(学会)東北支部
協力：東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター
絵：一ノ関藤保育園児

大会スケジュール

第５１回全国大会ご挨拶
日本モンテッソーリ協会(学会)
会長(理事長)前之園幸一郎
第 51 回全国大会が福島県の郡山市において開催されます。
本大会の準
備は佐々木信一郎大会実行委員長が中心となって東北支部の方々の献身
的なご努力によって着々と進められております。東日本大震災が発生し
て七年目を迎え災害復興の進む東北の地で本大会の開催が可能になりま
したことは感激に堪えません。これはひとえに大会実行委員会の皆さま
並びに関係者の皆さまがたのご尽力のたまものであると深くお礼と感謝
を申し上げます。
今回のテーマは、
「インクルーシブ教育とモンテッソーリ教育 －気に

特別講演Ⅰ「日本におけるインクルーシブ教育とモンテッソーリ教育」

8 月 2 日(木)

福島大学 人間発達文化学類 准教授 高橋 純一

９：００

受付

９：３０

開会式

１０：００

モンテッソーリ教育の適用と効果」

基調講演

１１：００

演奏会

１３：００

特別講演Ⅰ

荒川知子とファミリーアンサンブル

１４：４５

特別講演Ⅱ

ワークショップⅠ

ローレ・アンデリック

日常生活の練習

してこの問題は、今日、なお切実で緊急な課題であります。本大会が会

９：００

基礎講座

員各位の研究成果の真剣な発表と学び合いの場となり、復興を祈念する

前之園 幸一郎

シンポジューム 「気になる子どもと共に歩むモンテッソーリ教育」
応用講座
佐々木 景

１０：４５

研究発表 １･２･３･４

１２：３０

研究発表 ５･６･７･８

第５１回全国大会実行委員会

１３：３０

研究発表 ９･10･11･12

委員長 佐々木信一郎

１４：３０

研究発表 13･14･15･16

2014 年に日本は、障害者権利条約を批准しました。そこで、教育とし

１５：３０

研究発表 17･18･19･20

１６：３０

研究発表 21･22･23･24

１７：３０

総会

１８：３０

懇親会

ワークショップⅡ
感覚教育

どもを捉え、教育していくという二元論的なあり方ではなく、様々なニ

ワークショップⅢ

ーズを抱えている一人ひとり異なる子どもをすべて包摂し、教育すると
いう一元論的なあり方にシフトすることを意味しています。これは、す

数教育

りに合った教育をしていくのかについて、多様な研究成果が発表され、
それを共有し、学ぶ大切な機会です。
また、東日本大震災後の福島で行われることは、復興を祈念する大会

東洋英和女学院大学 甲斐 仁子

基調講演 金澤泰子先生 プロフィール
明治大学卒業。書家の柳田泰雲・泰山に師事。ダウン症の書家、金澤
翔子さんの母。1990 年、東京･大田区に「久が原書道教室」を開設。著
書には、
「愛にはじまる」(ビジネス社)「魂の書」(清流出版)「祥子の書」
(大和書房)「金澤翔子、涙の般若心経」(世界文化社)などがある。

シンポジューム
閉会式

でにモンテッソーリ教育が取り組んできたことです。
本大会は、この一人ひとり異なるニーズをどのように捉え、一人ひと

大濠聖母幼稚園 綿貫 真理

ワークショップⅣ

「気になる子どもと共に歩むモンテッソーリ教育」
１０：００

こじか「子どもの家」 佐々木 信一郎

JOY ひこばえ 力丸 敏光

言語教育

8 月 4 日(土)
９：００

司会
シンポジスト

うめだ「子供の家」 日木 安代

ています。
インクルーシブ教育とは、今までの健常児と障害児を二つに分けて子

日本モンテッソーリ協会会長(理事長) 前之園 幸一郎
応用講座 「発達が気になる子どものためのモンテッソーリ教育」
こじか「子どもの家」 副園長 佐々木 景

受付

今後、国として、インクルーシブ教育を推進していくことが求められ

Lore Anderlik ローレ・アンデリック

8 月 3 日(金)
８：３０

て求められたものは、
インクルーシブ教育、
合理的配慮の提供などです。

モンテッソーリセラピスト
ミュンヘン国際モンテッソーリ教育・特別支援教育コース講師
基礎講座 「障害児教育とモンテッソーリ教育」

高橋 純一

教育をいかに確立しその援助を行うかという視点によるものでした。そ

大会となることを心から願っております。

特別講演Ⅱ「インクルーシブ教育における

「すべての子どもに希望がある」 書家 金澤 泰子

なる子どもと共に－」です。モンテッソーリ教育が誕生したのは、まさ
に障害児と健常児の一人ひとりの子どもの人間存在としての尊厳を守る

各講座案内

「荒川知子とファミリーアンサンブルのご紹介」
千葉県出身。ダウン症のリコーダー奏者。千葉市内の特別支援学級
〈たんぽぽ学級〉で学び、中学校から仙台に転居。いずみ養護学校の高
等部・専攻科を卒業。 現在、仙台市内にある「すていじ仙台」でケーキ

特別講演Ⅰ 高橋純一先生プロフィール
専門は、障害児教育学、実験心理学。博士（文学）
。障害理解の研究
（障害観、形成と変容）
、障害特性の解明（感覚・知覚の個人差）を通し
て、インクルーシブ教育にアプローチしている。主な著書に「インクル
ーシブ教育の再考―日本とデンマークにおける特別支援教育の比較を通
して―（分担執筆）
」など。

特別講演Ⅱ ローレ・アンデリック先生プロフィール
モンテッソーリセラピスト、ミュンヘン国際モンテッソーリ教育・特

でもあります。多くの方々のご参加を、実行委員一同心からお待ちして

やクッキーを作って働きながら、
「荒川知子とファミリーアンサンブル」

別支援教育コース講師。ミュンヘン大学教授 Dr.ヘルブルッケが創設し

います。

として、全国各地で演奏活動を続けている。

たミュンヘン小児センターにて、モンテッソーリ個別セラピー部門の主
任を勤めた。主な著書に「Ein Weg für alle .-Leben mit Montessori-」
(邦訳なし)などがある。

