
－すべての人が子どもと子育てに関わりを持つ社会の実現を目指して－

群馬県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」にて公開中！
配信期間：令和4年4月28日（木）まで

出演者動画の目次（約60分）

群馬県保育協議会

役員 過外 龍道
役員 吉田 典子

「ウィズコロナ時代下における幸福学」

基調講演

慶應義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科

教授 前野 隆司 氏

講師

慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長を兼務し、
幸せについての研究を数多く行っています。
詳しくは大会冊子１１ページをご確認ください！

0:48～ 講師紹介

2:46～ 講演

44:57～ 質疑応答

１ 日本人の幸福度の低さ
２ 「自分らしく」因子を大切にする
３ 離職率低下のために
４ 子どもの主体性をはぐくむために

幸せと保育のつながりに
ついてさらに詳しく！

とても緊張
しました･･･！



第１分科会 

新たな時代の保育実践 ～すべての子どもにむけて～ 

 

 

 

 

 

 

  

みどり市 たけのこ保育園 園長 國井 洋子 
 

保育（子育て）の原点にあるもの、それは人間としての豊かな感性を培うことだ
と考えています。近くの里山へのお散歩、園庭の泥んこ遊び、木登り。そして音楽
教育で歌とリズムと民舞などを通して、しなやかな心と身体を育てています。以
上児になると、園外保育で山登り・尾瀬合宿・キャンプ・スキー合宿などの経験を
します。子どもたちが野菜や米作りをして、秋には稲刈りと脱穀をして収穫を祝
います。 

  保育園は子どもの自己肯定感を育む場で、そのためには保育者と保護者が人
と人としての信頼関係を大切にする大きな家族のような園でありたいと思ってい
ます。 

伊勢崎市 間野谷保育園 主任保育士 福田 剛 
            保育士 菊池 由里絵 

当園は、伊勢崎市赤堀町にある自然豊かな場所に立地しています。保育理念の
『子ども達一人ひとりにとって、楽しい豊かな経験を友達と共に出来る保育』を
心掛けています。 

行事にむけての取り組みや体験は子ども達の育ちを支える大きな役割であり、
保護者に成長を伝える機会の一つです。しかし、今般のコロナの影響が、行事のあ
り方を見直す機会となりました。4・5 歳児参加の『お泊り保育』を、子ども達に
楽しい経験と思い出作りをねらいとした『お楽しみ会』に振り替えました。その行
事について発表します。 

富岡市 富岡ひばり第二こども園 
              園長 三田 照芳 
              保育教諭 飯富 れい奈 
人参が嫌い、ピーマンなんて大嫌い。初めて口に入れる食材が多く、慣れない味覚や食
感に違和感を持つ子ども達。「成長期の子どもに対する食育は、子どもたちが一生涯にわ
たって健やかに生きていくことができるよう、その基礎をつくるために行われるもの」
と文部科学省が示しているように、幼児期の「野菜に対する食育」はその子の生涯の食
を左右するかもしれません。 
 本園は、園から徒歩１分ほどのところに農園があり、子ども達が様々な野菜を育てて
います。野菜を育て育てた野菜を食べる。ただそれだけのことですが、大切な食育だと
思います。 

【助言・指導】 
群馬パース大学福祉専門学校  
副校長 都丸 千寿子 氏 

○経歴 

小学校教諭・幼稚園教諭を経験。 

その後、群馬県総合教育センター教育センター長 

渋川市立橘小学校 校長 

橘北小学校 校長 

           などを経て現職 

１：１２～ 

３５：００～ 

１：０３：３４～ 

１：３２：３０～ 



第２分科会 

保育者の資質向上を図る 

  大泉町 大泉町立北保育園  園長  村田 真弓 
副園長 岸野 直子 

チーム力を高めよう! 
職員１人１人の個性や長所を生かし、短所をサポートし合うことで、保育の質

を向上させる事ができる職員集団を目指しています。馴れ合いではなく、お互い
が意見をぶつけ合い納得いくまで話し合うことで、次の保育につなげることがで
きるのだと思います。 

 現在、保育は多様化し、長時間保育やコロナウイルス感染症予防、多国籍児、
アレルギー児や宗教食の対応、気になる子への対応、クレーム対応など、数々の問
題に直面しています。職員が一丸となり情報共有しながら、ていねいに対応して
いく必要があります。 

自園でも、コミュニケーションを取り合い、お互いを認め合う事が、チーム力を
上げる事につながりそのとり組みが豊かな育ちや教材、環境を保証することにつ
ながると感じました。 

【助言・指導】 
高崎健康福祉大学 人間発達学部 子ども教育学科 

教授 今井 邦枝 氏 
 

○経歴 
東京女子体育短期大学、文京学院大学、東京学芸大学教育学部 
非常勤講師 
川村学園女子大学教育学部 専任准教授 
高崎健康福祉大学短期大学部児童福祉学科 専任准教授 
                      などを経て現職 

１：３０：０８～ 

２７：２２～ 

１：２２～ 

高崎市 エデュカーレ城之内 保育教諭 小島 伸子 
              保育教諭 蕪木 梨沙 
当園では、2000 年からモンテッソーリ教育を実践しています。 

 「一人でできるように手伝ってね」 というモンテッソーリ教育を象徴するこのフレーズは、子ども

が生まれながらにして持っている、「成長する力」を歪ませることなく引き出すことが、私たち保育・

教育者の使命であることを意味しています。 

 当園ではこの理念のもと、モンテッソーリ教育の理論と実践を学び、モンテッソーリディプロマを取

得するための制度があります。当園ならではの保育者としての資質向上、キャリアアップについて発表

いたします。 

１：００：０２～ 

榛東村 榛東北部保育園 副主任保育士 天田 ひとみ 
               保育士 岡島 香代 
当園は、考える子・心豊かな子・たくましい子の三つの柱を、めざす子どもの姿

とし、榛名山東麓の豊かな自然の中で、裸足・薄着保育を行い、英語や日本の伝

統文化なども取り入れ、子ども達が好奇心や探究心を働かせ、学びに向かう力が

育まれるよう保育を行っています。 

毎日保育を振り返り、子ども達の様子を掲示して保育を可視化（ドキュメンテー

ション）する取り組みを通して、子ども理解を深め、保育士同士で対話すること

が保育にどう生かされているのか、そして資質向上に繋がっているのかについて

発表します。 



第３分科会 

地域の子育て支援への支援の充実にむけて 

 

  

館林市 館林市立成島保育園 園長 荒川 道子 
    館林市立渡瀬保育園 園長 菅原 弘美 
 本市の公立保育園では保護者支援事業の一環として、一時預かり事業を行って
います。一時預かり事業とは、緊急的・一時的に保育ができなくなった家庭のお子
さんを保育園で預かる子育て支援事業で、平成 14 年度から渡瀬保育園、16 年度
から成島保育園の２園で行っています。私たちは、保育園に入園していない在宅
児と保護者支援のサポートを如何に行っていくかに取り組んできました。 
 今回は本市においての子育て支援事業の紹介や、本事業開始時と昨今との利用
状況の違いなど、実践してきた内容や成果、課題を中心に発表します。 
 

【助言・指導】 
群馬医療福祉大学 社会福祉学部 子ども専攻 

助教 吉澤 幸 氏 
○経歴 
幼稚園で１１年間、公立小学校で 2 年間勤務。 
その後、現職にて保育者養成課程の授業を担当。 
幼保実習委員会の委員長として実習全般の指導も行う。 

高崎市 慈光こども園 園長   松岡 法之 
           保育教諭 高塚 あゆみ 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、子育て支援の場はかなり制限されて
きました。当園が併設する子育て支援センターにおいては、人数の制限や時間の
短縮を行いました。また、園に通う保護者への支援、情報提供という点について
も、コロナ禍前よりもかなり制限され、閉鎖的になったと感じています。 

ところがこうした世情においては、家庭保育の時間が多くなり、むしろ子育て
支援の必要性は増加していると考え、オンラインによる新しい情報発信と保護者
の交流を模索し実施しています。今回はその実践状況を発表します。 

前橋市 上細井保育園 副主任保育士 坂庭 香 
           保育士    宮島 弥果 
本園は昭和 51 年に開園し 45 年目を迎え、赤城山を背に自然に恵まれた上細井町
に位置しています。「体験保育により心身ともに調和のとれた子を育てる」を基幹
目標とし、幼児期の体験を重視した幼児教育を実践しています。 
 本園ではその体験活動の一環としてマーチングや同窓会、夏祭りなど様々な行
事や実践を行っています。それらを通して保育園の保護者に対する支援、地域の
子育て支援のあり方について園として何ができるか日々考えながら取り組んでい
ます。今後の課題として、新しい生活様式でもそういった取り組みができるよう
な実践について考えていきたいと思います。 

１：２９：２７～ 

１：０２：３３～ 

３３：４０～ 

１：０８～ 



第４分科会 

「食を営む力」の基礎を培う食育の推進 

  太田市 韮川こども園 保育教諭 三上 乃里絵 
           管理栄養士 内藤 香 
 食生活は心身の健全な成長に大きな影響を及ぼし、子どもの育ちの中で重要な
位置を占めています。 
  当園では日常の保育の中で食育につながる事柄を多く取り入れ、自然に食の大
切さが身につくよう努めています。また、米つくりや野菜作り、収穫した野菜の調
理や試食など、体験を通して食に対する興味・関心を深め、普段食べているものが
自分の体や力になり命のもととなることを、子ども達に学んでほしいと思ってい
ます。 
 今回の発表にあたり日頃行っている園の食育を検証し、今後のより良い食育の
取り組みにつなげていきたいと思います。 

【助言・指導】 
群馬パース大学福祉専門学校 保育学科 

専任講師 剣持 佐智子 氏 
○経歴 
東吾妻町の公立の保育所で保育士として昭和５２年から２７年間、 
幼稚園で幼稚園教諭・園長として１２年間、乳幼児保育・教育に携わる。 
退職後は放課後児童クラブで１年間児童支援員として勤務する。 
平成２９年から群馬パース大学福祉専門学校、保育学科専任講師として勤務、現在に
至る。 
その他、幼稚園等教諭新規採用研修の指導員、地元の民生委員・児童委員の他、 
ブックスタート、読み聞かせの会でボランティアとして参加している。 

藤岡市 あかねこども園 主任保育教諭 金井 佐織 
            保育教諭   小野 多恵子 

当園では、生産・加工・流通・消費というフェーズを実際に見学・体験し、どのように
行われているのか、どんな工夫や苦労があるのかを知る事で子ども達の知的好奇心を盛り
上げていく活動を保育や食育を通して行っています。 

具体的には家庭や園で提供されている食べ物が、どのような過程を経て、ここにあるの
か、またそれを食べる事によって自分がどうなるのか。食べる事への感謝や興味をより深
め、食の循環を知ることによって、食を営む力の基礎を培う食育推進についての取り組み
を報告します。 

前橋市 宝塔保育園 副主任保育士 木村 淳子 
          副主任保育士 寺松 麻美 
 宝塔保育園は未満児の保育園です。近くには小中学校、古墳やお寺があり、自然
豊かな環境の中、「こころもからだも健やかに」を保育目標に日々保育をしています。 
今回、保護者への食に関するアンケートから「野菜不足」「野菜をもっと食べさせた
い」などの悩みが見えてきました。菜園活動を通して、愛情を持って野菜を育て成
長を見守ることで、野菜を身近に感じ、大好きになってほしい。収穫の喜びや食べ
ることの楽しさを味わってほしい。そんな願いを込め、テーマ「菜園活動を通して
こころとからだを育てる」について研究を深めていきます。 

１：３５：３０～ 

１：１３：１８～ 

３２：０４～ 

１：１０～ 



第５分科会 

保育の社会化にむけて～保育の営みをいかの社会に発信するか～ 

 

【助言・指導】 
群馬医療福祉大学 社会福祉学部 子ども専攻 

専任講師 塚越 亜希子 氏 
○経歴 
仙台市内の私立幼稚園、埼玉県深谷市の公立幼稚園で 8 年間幼稚園教諭として
勤務 。 
その後、関東短期大学こども学科で 助教、専任講師として保育者養成に携わり、 
現在、群馬医療福祉大学社会福祉学部子ども専攻専任講師。 
主な担当科目は保育内容「環境」 「人間関係」「総論」 および幼稚園教育実習
指導等。 
実践的指導力のある保育者の養成を目指し、保育内容の指導法についての研究を
中心に行っている。 

高崎市 高崎市立倉賀野保育所 所長 加藤 留美 
    高崎市立吉井保育所  所長 江原 初美 

近年、核家族化や近所付き合いの減少により、子育てに対して不安を抱える親
や幼児虐待の増加など社会問題になっています。高崎市の公立保育所(園）には、
子育て支援センターや一時預かりを併設している所があり、地域における子育て
支援の拠点として保育所の専門性を活かした子育て支援を行っています。また、
高崎市立吉井保育所では、地域の方々や関係機関と連携しながら地域全体で子ど
もたちの成長を見守る取り組みを実践しています。保育所から社会にむけて発信
できることは何か考えていきたいと思います。 

伊勢崎市 伊勢崎市第三保育所 所長 飯島 実穂子 
   伊勢崎市境いよく保育所 所長 関根 恵理子 
 伊勢崎市には公立保育所が５施設あり、「丈夫な体 豊かな心・思いやりのあるこ
ども・意欲を持って行動できるこども」を目標とした保育を行っています。今年度か
ら「第 2 期 伊勢崎 子ども・子育て支援事業」が策定され‟笑顔があふれ 安心し
て子育てできるまち いせさき”を基本理念とし、地域や行政が互いの信頼関係に基
づいて連携・協働し、子ども子育て支援も行っています。 
保育所の子どもたちの現状と、取り巻く環境の変化から見えてくる、子ども・子育て
支援における公立保育所としての使命と役割について考えていきたいと思います。 

桐生市 広沢保育園 園長   中里 敬宏 
          保育教諭 下山 麻美 
 広沢保育園は桐生市の南部に位置し、近くには里山も渡良瀬川もある自然豊かな環境の中に
あります。 
地域の自然環境を生かし、「からだもこころもいっぱいつかって生きる力あふれる子」を目標
に日々の保育を行い、生活と遊びの中で輝いて育つこどもの姿を伝え、保護者や地域の方とこ
どもの育ちを共に喜びあえる関係作りを目指しています。 
遊びの中で学び、生活の中で育つこどもの姿を伝えるには、見たり参加したりしていただくの
が一番ですが、コロナ禍でなかなかままなりません。 
今回は保育を伝える取り組みとして本園が行ってきた「保育のつどい」について紹介します。 

１：０３：３３～ 

１：２７：４６～ 

３６：５７～ 

１：２０～ 


