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児 童 憲 章 

 

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、 

すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 

 

児童は、人として尊ばれる。 

児童は、社会の一員として重んぜられる。 

児童は、よい環境のなかで育てられる。 
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主 催 者 挨 拶 
 

 

群馬県知事 山本 一太 

 

第４９回（令和３年度）群馬県保育研究大会の開催にあたり、一言御挨拶を申し上げ
ます。 

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けながらも、日々の感染症対策を最大限
に講じながら、子どもたちにとって安心・安全な環境を確保し、業務に従事されており
ますことに、心から感謝申し上げます。 
  

本大会は「すべての人が子どもと子育てに関わりをもつ社会の実現をめざして」をテ
ーマに、保育所・認定こども園の社会的意義と役割、保育実践などについて議論を深め、
その取組について研究を進めることを目的に開催しております。 

今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、会場での実施は見送ることとし、県
庁３２階の動画・放送スタジオ「tsulunos（ツルノス）」で撮影した動画の配信により開
催することといたしました。一堂に会し、意見交換をすることができないことは誠に残
念ですが、１つの分科会に絞ること無く全園の発表を視聴でき、より知見を広げること
ができると考えています。動画配信ならではのメリットを存分に活用し、是非御視聴く
ださい。 

また、群馬県保育事業功労者顕彰を併せて実施します。改めて永年にわたる幼児教育・
保育事業への御尽力に対し、深く敬意を表する次第です。 

 
本県では令和２年１２月に「新・群馬県総合計画（ビジョン）」、令和３年３月に「新・

群馬県総合計画（基本計画）」を策定し、「誰一人取り残さない自立分散型社会」の実現
を目指しています。また、令和２年３月に子ども分野の最上位計画として「ぐんま子ど
も・若者未来ビジョン２０２０」を策定し、多様性に満ちた社会を見据えた子育て施策
を推進しています。 

これらの計画を軸として、全ての子どもたちの幸せな未来づくりを支えると共に少子
化対策や子育て支援を進め、群馬で成長していくことへの喜びと、次世代を育みたいと
いう思いを抱ける社会を目指し、全力で施策の推進に取り組んで参ります。 

 
結びに、本大会の開催に多大な御尽力を賜りました関係各位に感謝申し上げますとと

もに、皆様のますますの御健勝と御活躍を祈念申し上げます。 
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 群馬県保育協議会 会長 深町 穣 

 

第 49 回群馬県保育研究大会の共同主催団体の長として、ご挨拶を申し上げます。 
 今年も、多くの関係者のご協力をいただき群馬県保育研究大会を実施できますことに
感謝を申し上げます。 
 
 さて、群馬県における保育研究大会は、これまでは皆さまにお集まりいただき、午前
中は保育関係の功労者に対する表彰等を含む式典から始まり、基調講演、そして午後は
分科会に分かれて県内の保育所（園）・認定こども園の保育実践における研究発表、そ
してそれに関連する助言者の講演を合わせた形で運営をしてまいりました。今年度は昨
年同様、新型コロナウイルス感染症の影響で皆さまにお集まりいただくことはできませ
んが、従来通り、保育功労者に対する表彰を知事及び保育協議会の会長の名前で行って
おります。さらに、基調講演や分科会における研究発表、それに対する助言者の先生方
のお話も、群馬が誇る群馬県動画・放送スタジオ「tsulunos（ツルノス）」で録画を行い、
それを皆さまにお届けする形をとっております。 
 都道府県によっては、この保育研究大会の運営が行政の手を離れ、私どものような保
育団体のみが中心となって実施されているケースもあるとうかがっています。群馬県で
も、過去においては、そのような流れになりそうになったこともありました。けれども、
幼児教育・保育は保育施設だけで担うものではありませんし、また、担えるものでもな
いと私は考えています。そういう意味で、本県においては、県行政や群馬県社会福祉協
議会が保育に力を向けてくださり、我々群馬県保育協議会と協力をして、この保育研究
大会が開催されることには、大きな意義があると感じているところです。 
 
 ところで、コロナの影響もあり、私たちの生活様式や社会情勢は日々大きな変化を遂
げています。その中で、保育所（園）・認定こども園に求められる役割も大きく変わっ
てきました。保育の現場には、常に時代に即した幼児教育・保育を提供するためのアッ
プデートが必要です。そして、その機会を皆さまにお届けするのが、この研究大会の使
命であると私は考えています。特に、コロナ禍で自分の施設以外の見学をすることが難
しい今、他施設の取組を知ることができる本大会は、参加される皆さまにとっても貴重
な学びの場になるのでないかと自負しております。動画配信が中心となりますが、地域
の幼児教育・保育、子育て支援にお役立てください。 
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群馬県社会福祉協議会 会長 川原 武男 
 
 
 

第４９回（令和３年度）群馬県保育研究大会の開催にあたり、ご挨拶申し上げます。 
新型コロナウイルスの感染拡大が長期に及んでいる大変厳しい環境の中で、子ども

たちの安全確保及び支援のために日々奮闘されている皆様に、心より敬意を表します。 
また、本研究大会の開催にあたり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、創意

工夫を重ねられた関係者の皆様のご尽力に、深く感謝を申し上げます。 
 
 昨今、地域共生社会の実現に向けた取り組みが進められる中で、保育分野においては、
待機児童の解消を目的として保育の受け皿整備を行うこと、子どもの健やかな育ちを支
える観点から保育の質を確保・向上することを両輪として各種施策が講じられてきたと
存じます。こうした中で、昨年 12 月には「新子育て安心プラン」が厚労省より発表さ
れ、人口減少地域における保育のあり方検討や魅力向上を通じた保育士の確保に向けた
取り組みが行われるなど、保育をめぐる状況は大きく変化しています。 

本県においても、少子化対策、子育て支援、青少年健全育成、子どもの貧困対策、虐
待の防止等の取り組みを充実・発展させるため、「ぐんま子ども・若者未来ビジョン２
０２０」が昨年度スタートし、その具体的な整備計画として「第２期群馬県子ども・子
育て支援事業支援計画」が策定されました。 

本会といたしましても、福祉マンパワーセンターにおける新たな取り組みとして「保
育士・保育園支援プロジェクト」を今年度より実施しております。就職面接会や保育士
カフェ等の開催により、福祉人材の確保・育成・定着に向けた取り組みをより一層強化
するとともに、教育・保育のキャリアアップ研修事業をはじめとする各種研修等を通じ
て、人材育成・資質向上のための支援を引き続き行って参ります。 

事業の一層の充実と地域福祉の推進を図っていくためにも、引き続き皆さまのご理
解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
本研究大会を契機として、関係者の皆さまの連携を更に強固なものとし、地域の実情

にあわせた、保育事業の更なる充実に向けて、なお一層のご活躍を期待いたしておりま
す。 
 

結びに、国民の生命を脅かす新型コロナウイルス感染症の１日も早い終息と関係者
の皆様のご健勝を祈念申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 
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第４９回（令和３年度） 

群 馬 県 保 育 研 究 大 会 

開 催 要 項 
 

主題：すべての人が子どもと子育てに関わりをもつ社会の実現をめざして 
【開催趣旨】 

平成 27 年 4 月に子ども・子育て支援新制度が施行され、平成 28 年度には保育所保
育指針や、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改定（訂）に関する議論がなされ
ました。 

また、改正社会福祉法が施行され、社会福祉法人に対する経営組織のガバナンスの強
化や事業運営の透明性の向上、地域における福祉の先駆的・公益的役割の発揮等も求め
られています。さらに、平成 28 年 6 月の児童福祉法改正によってすべての子どもが権
利の主体として位置づけられ、児童虐待や子どもの貧困など、深刻化する児童家庭福祉
の諸課題に対して、幅広い支援体制の整備が図られようとしています。 
 保育・子育て支援関係者は、こうした制度動向や、今後社会福祉法人に求められる責
務について意識を深め、保育の社会的な意義・役割をあらためて意識するとともに、養
護と教育の実践のもとに、これまで培ってきた保育の営みの大切さを、いま一度広く社
会にアピールする必要があります。 
 今大会は、こうした状況を踏まえ、保育所・認定こども園の社会的意義と役割、教育
保育実践などについて議論を深め、その取り組みについて研究を進めることを目的に開
催します。 
 
【主 催】 
 群馬県、群馬県社会福祉協議会、群馬県保育協議会 
 
【開催方法】 
 ○式典 

感染症拡大の状況を鑑み、中止とします。 
表彰受賞者の方へは、大会冊子及び表彰状を送付いたします。 

○基調講演及び分科会 
群馬県公式 YouTube チャンネル「tsulunos」において動画配信を行います。 
※保育関係者向け限定公開です。 
※配信期間は令和４年２月～１ヶ月を予定しています。 

  ※視聴方法等については、公開の際に別途お知らせします。 
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被 表 彰 者 名 簿 
群馬県知事顕彰 

○保育事業功労者顕彰（３４名） 

市町村名 保育所（園）・認定こども園名 職名 氏名 
前橋市 総社保育園 副園長 山田 裕代 
前橋市 前橋市立芳賀保育所 指導調理技士 岡田 圭子 
前橋市 前橋市立芳賀保育所 主任保育士 赤石 智子 
前橋市 前橋市立南橘保育所 主任栄養士 沖津 寛子 
前橋市 前橋市立上川淵保育所 主任調理技士 髙山 真由美 
前橋市 前橋市立元総社保育所 副主幹保育士 石原 美鈴 
前橋市 まえばしこども園 保育教諭 茂木 明美 
前橋市 まえばしこども園 保育教諭 宮澤 直美 
桐生市 桐生市立みつぼり保育園 主任保育士 大木 千絵 
桐生市 桐生市立広沢南部保育園 主任保育士 浅野 美佐子 
桐生市 桐生市立黒保根保育園 主任保育士 高原 江美 
桐生市 桐生北こども園 栄養士 尾池 はるみ 
伊勢崎市 はぐろこども園 主幹保育教諭 定方 紀子 
伊勢崎市 はぐろこども園 主幹保育教諭 加藤 美鈴 
伊勢崎市 伊勢崎市境いよく保育所 保育士 木村 香織 
館林市 青柳保育園 副主任保育士 渡辺 千春 
館林市 青柳保育園 主任保育士 藤野 和代 
館林市 青柳保育園 副主任保育士 澁澤 恵美子 
渋川市 渋川こばと保育園 主任保育士 鈴木 良子 
渋川市 パンジー保育園 保育士 樋田 道子 
渋川市 パンジー保育園 保育士 河村 ちずる 
渋川市 渋川市第一保育所 保育士 板倉 亜矢子 
藤岡市 明星保育園 保育者 高田 美恵子 
藤岡市 明星保育園 保育者 宮前 佐知子 
藤岡市 藤岡市立小野保育園 主査（保育士） 金田 美也子 
藤岡市 藤岡市立小野保育園 保育士 池田 美枝子 
藤岡市 藤岡市立小野保育園 保育士 飯塚 和美 
藤岡市 神流保育園 園長 廣瀨 義信 
富岡市 富岡ひばりこども園 保育教諭 腰塚 まり子 
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市町村名 保育所（園）・認定こども園名 職名 氏名 
みどり市 赤城保育園 保育士 平本 久美子 
みどり市 東保育園 保育士 大谷 尚美 
榛東村 榛東南部こども園 主幹保育教諭 羽鳥 由香 
片品村 片品村立片品北保育所 主任保育士 吉野  ももえ 
みなかみ町 みなかみ町立にいはるこども園 保育教諭 吉原 まみ 

 

群馬県保育協議会会長表彰 

○保育功労者賞（２名） 

市町村名 保育所（園）・認定こども園名 職名 氏名 
太田市 韮川保育園 園長 岡本 佳子 
高崎市 はちの木こども園 園長 黑田 淑子 

 

○保育協議会会長表彰（134 名） 

市町村名 保育所（園）・認定こども園名 職名 氏名 
前橋市 前橋市立第三保育所 主任保育士 長塩 千佳 
前橋市 前橋市立東保育所 技士長 藤井 育子 
前橋市 前橋市立広瀬保育所 主任調理技士 小野 伸枝 
前橋市 まえばしこども園 保育教諭 大井 理栄 
前橋市 大手町くりの木保育園 保育教諭 萩本 昭江 
前橋市 大手町くりの木保育園 保育教諭 山﨑 愛美 
前橋市 おおどり保育園 保育士 金井 彩花 
高崎市 高崎市立新高尾北部保育所 主任保育士 木村 久美子 
高崎市 高崎市立新高尾南部保育所 主任保育士 小見 知子 
高崎市 高崎市立滝川保育所 保育士 加藤 竜 
高崎市 高崎市立国府保育園 保育士 岩丸 知佳 
高崎市 成田山保育園 保育士 坂巻 里美 
高崎市 はちの木こども園 保育教諭 内田 理依 
高崎市 桃ヶ丘保育園 主幹保育教諭 浦野 寛美 
高崎市 桃ヶ丘保育園 保育教諭 水野 舞子 
高崎市 桃ヶ丘保育園 事務職員 津金沢 優子 
高崎市 桃ヶ丘保育園 保育教諭 津田 光代 
高崎市 桃ヶ丘保育園 保育教諭 野村 美緒 
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市町村名 保育所（園）・認定こども園名 職名 氏名 
高崎市 桃ヶ丘保育園 保育教諭 石原 志津代 
高崎市 おひさま飯塚保育園 保育士 勝田 仁美 
高崎市 山名双葉こども園 保育教諭 小林 郁美 
高崎市 山名双葉こども園 保育士 松本 美幸 
高崎市 山名双葉こども園 保育教諭 武藤 理美 
高崎市 山名双葉こども園 保育教諭 磯川 美鈴 
高崎市 新町かぜいろこども園 保育教諭 山口 翔子 
高崎市 新町かぜいろこども園 保育教諭 堀口 佳祐 
桐生市 桐生市立相生保育園 保育士 前田 綾子 
桐生市 桐生市立みつぼり保育園 保育士 籾山 結加里 
桐生市 広沢保育園 保育教諭 石原 恵利 
伊勢崎市 伊勢崎市第二保育所 保育士 奈良 智子 
伊勢崎市 伊勢崎市第四保育所 保育士 野口 舞子 
伊勢崎市 伊勢崎市第四保育所 保育士 馬渕 麻衣 
伊勢崎市 伊勢崎市境いよく保育所 保育士 伊藤 友美 
伊勢崎市 若竹保育園 保育士 須藤 佑果 
伊勢崎市 若竹保育園 看護師 金井 ゆかり 
伊勢崎市 かしま保育園 保育士 佐藤 真由美 
伊勢崎市 かしま保育園 保育士 両川 恵 
伊勢崎市 かしま保育園 保育士 岩重 里沙 
伊勢崎市 ゆたか保育園 保育教諭 長富 真由 
伊勢崎市 ゆたか保育園 保育教諭 内田 綾菜 
伊勢崎市 ゆたか第二保育園 保育教諭 加川 由貴 
伊勢崎市 すみれこども園 保育教諭 永瀬 めぐみ 
伊勢崎市 すみれこども園 保育教諭 山本 麻有 
太田市 太田愛育こども園 保育教諭 山口 未来 
太田市 太田愛育こども園 保育教諭 小野寺 敦子 
太田市 太田愛育こども園 保育教諭 伏島 範子 
太田市 休泊保育園 保育士 町田 浩子 
太田市 休泊保育園 保育士 軍司 智美 
太田市 休泊保育園 保育士 植野 未帆 
太田市 休泊保育園 保育士 山下 祐子 
太田市 休泊保育園 保育士 田邉 和代 
太田市 休泊保育園 保育士 根岸 由香 
太田市 休泊保育園 保育士 松澤 良美 
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市町村名 保育所（園）・認定こども園名 職名 氏名 
太田市 休泊保育園 保育士 別府 恵里子 
太田市 休泊保育園 保育士 對比地 美映子 
太田市 休泊保育園 保育士 秋元 一恵 
太田市 休泊保育園 保育士 浅野 ゆかり 
太田市 強戸こども園 保育教諭 長谷川 美恵子 
太田市 強戸こども園 保育教諭 内村 早也香 
太田市 牛沢こども園 園長 津久井 健太 
太田市 牛沢こども園 主幹保育教諭 橋本 美穂 
太田市 牛沢こども園 保育教諭 金子 裕実 
太田市 牛沢こども園 保育教諭 熊澤 千恵 
太田市 牛沢こども園 保育教諭 渡部 清美 
太田市 牛沢こども園 保育士 上村 正子 
太田市 浜町保育園 保育士 穴原 由美子 
太田市 浜町保育園 保育士 芳賀 由美子 
太田市 おじま第一保育園 保育士 杉本 ゆかり 
太田市 おじま第二保育園 保育士 山田 佳代子 
太田市 おじま第二保育園 保育士 茂木 純子 
太田市 おじま第二保育園 保育士 浦埜 宏絵 
太田市 おじま第二保育園 保育士 室井 靖子 
沼田市 沼田市ぬまた東保育園 主任調理員 晴智 久実 
沼田市 横塚保育園 保育士 大竹 伶菜 
沼田市 横塚保育園 栄養士 藤井 恵 
沼田市 沼田めぐみこども園 保育教諭 星野 かおり 
沼田市 沼田めぐみこども園 保育教諭 星野 美希 
沼田市 沼田めぐみこども園 保育教諭 今井 里美 
館林市 青柳保育園 主任保育士 藤野 和代 
館林市 青柳保育園 保育士 渡邉 千春 
館林市 青柳保育園 保育士 田村 久美江 
館林市 青柳保育園 保育士 蓼沼 広子 
渋川市 渋川市第四保育所 主任 島方 恵梨 
渋川市 渋川こばと保育園 保育士 輿石 沙織 
渋川市 渋川こばと保育園 保育士 内田 かおり 
渋川市 行幸田保育園 保育士 奈良 奈緒美 
渋川市 行幸田保育園 栄養士 倉沢 直美 
渋川市 行幸田保育園 保育士 田村 千陽 
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市町村名 保育所（園）・認定こども園名 職名 氏名 
渋川市 行幸田保育園 保育士 金井 栞 
渋川市 行幸田保育園 保育士 石田 紗央理 
渋川市 行幸田保育園 保育士 石田 美穂 
藤岡市 明星保育園 保育士 嶺岸 裕子 
藤岡市 神流保育園 保育教諭 榎本 緑 
藤岡市 あかねこども園 保育教諭 吉田 英里香 
藤岡市 御園保育園 保育士 林 朱美 
藤岡市 御園保育園 保育士 浅見 紀子 
富岡市 桜こども園 たかせ 主幹保育教諭 神保 公美 
富岡市 桜こども園 たかせ 保育教諭 吉田 理沙 
富岡市 桜こども園 たかせ 保育教諭 須藤 恵美 
富岡市 杜こども園 たかせ 保育教諭 柳澤 智美 
富岡市 杜こども園 たかせ 保育教諭 髙橋 由衣 
富岡市 杜こども園 たかせ 保育教諭 吉田 理奈 
みどり市 たけのこ保育園 保育士 板野 規子 
みどり市 たけのこ保育園 保育士 園田 しおり 
榛東村 榛東中央こども園 保育教諭 萩原 安泉 
榛東村 榛東南部こども園 保育教諭 浅野 雅美 
榛東村 榛東南部こども園 保育教諭 佐藤 千賀子 
榛東村 榛東南部こども園 保育教諭 加藤 昭子 
榛東村 榛東北部保育園 保育士 吉澤 千秋 
吉岡町 吉岡町第一保育園 保育士 清水 智美 
中之条町 中之条町立伊勢町保育所 保育士 田村 裕佳 
中之条町 中之条町立伊勢町保育所 保育士 木暮 幸恵 
中之条町 中之条町立中之条保育所 保育士 山田 敏恵 
みなかみ町 みなかみ町立にいはるこども園 園長 本多 由紀子 
みなかみ町 みなかみ町立にいはるこども園 保育教諭 本多 由美子 
みなかみ町 みなかみ町立にいはるこども園 保育教諭 小野 永子 
みなかみ町 みなかみ町立にいはるこども園 保育教諭 田村 勝江 
みなかみ町 みなかみ町立にいはるこども園 保育教諭 髙橋 久美子 
みなかみ町 みなかみ町立にいはるこども園 保育教諭 菅原 直子 
みなかみ町 みなかみ町立にいはるこども園 保育教諭 蓮舎 奈美恵 
みなかみ町 みなかみ町立にいはるこども園 臨時職員 永井 初美 
みなかみ町 つきよのこども園 保育教諭 藤島 明里 
みなかみ町 つきよのこども園 保育教諭 林 美紀 
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市町村名 保育所（園）・認定こども園名 職名 氏名 
みなかみ町 つきよのこども園 保育教諭 和田 茉弥 
みなかみ町 つきよのこども園 保育教諭 椎名 芽久美 
みなかみ町 つきよのこども園 保育教諭 塩原 孝枝 
玉村町 玉村町立第５保育所 保育士 阿久津 佳奈 
玉村町 たまむら直心保育園 保育士 田中 優美 
玉村町 たまむら直心保育園 保育士 相澤 直子 
玉村町 たまむら直心保育園 主任保育士 斎藤 美保 
玉村町 たまむら直心保育園 保育士 落合 亜紀子 
玉村町 たまむら直心保育園 保育士 奈良 沙緒里 
千代田町 千代田町立西こども園 保育教諭 金子 仁美 
千代田町 千代田町立西こども園 保育教諭 秋本 仁美 
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基 調 講 演 
 

演題 ウィズコロナ時代下における幸福学 
 
講師 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（まえの たかし）氏 

 
プロフィール 
○経歴 
1984 年東京工業大学卒業 
1986 年同大学修士課程修了 
その後、キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、 
ハーバード大学訪問教授などを経て現職。 
1999 年日本機械学会賞受賞 
2003 年日本ロボット学会論文賞受賞 
2007 年日本バーチャルリアリティー学会論文賞受賞 
 
現在、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ている。 
 
○研究内容 
◇主な研究テーマ 

専門は、システムデザイン・マネジメント学、幸福学、イノベーション教育など。 
◇著書・論文 
＜論文＞ 
前野隆司、山田徹志、宮田真宏、中村友昭、大森隆司(2021), 機械学習を用いた「子
どもの育ち」の可視化－位置・向き情報を用いた堪忍推定の試み－,日本教育工学会論
文誌 44(4)365-376 
前野隆司、井上亮太郎、保井俊之(2020), 仕事におけるワクワク感に関する研究－因
子分析及び共分散構造分析を用いた要因の導出と構造化－, 日本感性工学会論文誌
19(2)215-222          など多数 
 
＜著書＞ 
・前野隆司(2013)『幸せのメカニズム 実践・幸福学入門』講談社現代新書 
・前野隆司(2019)『幸せな職場の経営学』小学館 
・前野隆司、小森谷浩志、天外伺朗(2018)『幸福学×経営学』内外出版社 など多数 
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分 科 会 
テーマ 
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～ 

             〈助言・指導〉都丸 千寿子 氏（群馬パース大学福祉専門学校 副校長） 

子ども・子育て支援新制度では、「保育の必要性（の認定）」に基づいて、保育が提
供されています。また、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけをあわせ持つ新
たな幼保連携型認定こども園が創設され、保育が提供されています。 

保育所は、保育所保育指針にもとづき、児童福祉施設として、各保育所における創
意工夫のもと、保育実践をすすめています。同時に、児童福祉施設ならびに学校であ
る幼保連携型認定こども園では、保育所保育指針を踏まえた「幼保連携型認定こども
園教育・保育要領」に基づき、保育実践が展開されています。 

本テーマでは上記保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領のもと、
子ども一人ひとりの健やかな育ちを保障し、保育の質を向上していくための手法や、
さらに今後の保育をめぐる動きのなかで大切にすべき保育実践の視点について研究
を深めます。 

 

第２分科会 保育者の資質向上を図る 
        〈助言・指導〉今井 邦枝氏（高崎健康福祉大学 教授）  

保育所・認定こども園等における今日的状況として、職員の就業形態や雇用形態の
多様化の進展があげられます。そのため、職員間の連携、チームワークの形成や、職場
全体としてのスキルアップに一層留意する必要があります。 

また、「保育士等の処遇改善」と関連して、保育士の技能・経験に着目したキャリア
アップの仕組みが示され、さらなる人材育成への取り組みが求められます。 

本テーマでは、より多くの保育ニーズに応えるため、内外の研修受講や情報共有の
あり方、保育者の自己評価など、職員の資質向上にむけた効果的・具体的な実践ととも
に、今後、保育者自身にもとめられる資質向上のあり方について研究を深めます。 
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第３分科会 地域の子育て家庭への支援の充実にむけて 
        〈助言・指導〉吉澤 幸 氏（群馬医療福祉大学 助教）  

平成 30 年施行に向け、平成 27 年から保育所保育指針の改定に関する議論が進めら
れました。保育所保育指針においては、保育所の役割として、保護者に対する支援と地
域における子育て支援が明確に位置づけられています。また、幼保連携型認定こども園
は、地域の子どもやその保護者が相互の交流を行う場所を開設したり、保護者からの相
談に応じたり、必要な情報の提供や助言、その他必要な援助を行うことが義務づけられ
ています。 

また、地域のつながりが弱まるなか、子育てに孤立感や孤独感を深めている家庭への
アプローチが、とくに重要です。 

本テーマでは、地域子育て支援における保育所・認定こども園等の機能や、保育者に
求められる知識や技術を、いかに地域支援に活かしていくかなど、地域の子育て家庭に
対する支援のあり方について、研究を深めます。 

第４分科会 「食を営む力」の基礎を培う食育の推進 
      〈助言・指導〉剣持 佐智子 氏（群馬パース大学福祉専門学校 専任講師） 

乳幼児期の食育の推進は、「食べる」ことや「いのち」への関心、さらに適切な食習
慣の形成において大変重要です。また、食に関する家庭との相互理解、さらには地域子
育て家庭にむけた食育実践や地域の食文化継承などの視点から、保育所・認定こども園
等のみならず、家庭や地域との連携のもとで実践を進めることが必要です。 

一方、保育現場では、自園調理の意義や有用性の確立ならびに、食物アレルギーをも
つ子どもへの対応等も大きな課題となっています。 

本テーマでは、保育所・認定こども園等での食事を通して、「食を営む力」の基礎を
培うことができるよう、保護者、家庭や地域と連携した食育の実践、食物アレルギーへ
の対応、食をとおした保育実践のあり方などについて研究を深めます。 

第５分科会 保育の社会化にむけて～保育の営みをいかに社会に発信するか～ 
               〈助言・指導〉塚越 亜希子 氏（群馬医療福祉大学 専任講師）            

 少子化や核家族化がすすむなか、社会における人と人、特に子どもとおとながつな
がる場面が少なくなりつつあり、社会における子ども・子育てへの関心低下につなが
っています。こうしたなか、子育て家庭や保育関係者に限らず、すべての人が子ども
や子育てに関心をもつ取り組みが、安心して子どもを産み育てることができる社会づ
くりにむけて大切です。 

本テーマでは、保育所・認定こども園等の地域にむけた諸活動の展開により、広く
地域や国民に対して子ども・子育てへの関心や保育の営みの重要性を発信し、地域全
体で子育てを考えていく取り組みについて、研究を深めます。 
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群馬パース大学福祉専門学校  副校長 

都丸 千寿子 氏 

経歴 

 
群馬大学教育学部附属養護（現特別支援）学校教諭（2 年間） 
伊勢崎市立広瀬小学校教諭（5 年間） 
富士見村立（現前橋市立）時沢小学校教諭（2 年間） 
群馬大学教育学部附属幼稚園教諭（10 年間） 
渋川市立橘小学校教諭（7 年間） 
群馬県教育委員会義務教育課指導主事（幼稚園・生活科担当）（3 年間） 
渋川市立渋川西小学校教頭（1 年間） 
群馬県総合教育センター幼児教育センター長（4 年間） 
渋川市立橘北小学校長（2 年間） 
渋川市立橘小学校長（2 年間） 
群馬パース大学福祉専門学校 2 年目 

研究内容 

（著書または論文） 

＜著書＞ 
「生活科研究」（群馬大学生活科研究編集委員会・共著）平成 10 年 10 月 
「ヒヨコとの触れ合いの中で」（日本幼稚園協会「幼児の教育」第 100 巻） 

                         平成 12 年 3 月            
「就学前のぐんまの子どもはぐくみガイド」 

（群馬県・群馬県教育委員会・主担等として編集）平成 21 年 1 月 
「就学前のぐんまの子どもはぐくみガイド 2014」 

（群馬県・群馬県教育委員会・委員として監修）平成 26 年 3 月 
「幼児のよりよい成長を目指して」 

（群馬県総合教育センター・共著）平成 28 年 3 月 
「就学前のぐんまの子どもはぐくみプラン」 

（群馬県・群馬県教育委員会・委員として監修）平成 31 年 3 月 
 
＜論文＞ 

「自然への気付きや感動する心を育てる指導―栽培の楽しみを通して」 
（群馬大学教育実践研究 18 号）平成 12 年 3 月 

第１分科会助言者プロフィール 
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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 

 
東京学芸大学大学院教育研究科学校教育専攻修士課程幼児教育学講座
修了 
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 
高崎健康福祉大学人間発達学部子ども教育学科 専任教授（現在） 

研究内容 

（著書または論文） 

 
著書 

子どもの保健と支援 共著 日本小児医事出版社 2011 
感性をひらく表現遊び 共著 北大路書房 2013 
保育内容「環境」 共著 大学図書出版 2020 

 
 
 
 
 
 
 

第２分科会助言者プロフィール 
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群馬医療福祉大学  助教 

吉澤 幸 氏 

経歴 

 
群馬県吾妻郡の自然豊かな地域で生まれ育つ。 
幼稚園教諭として勤務している時に、「卒園後の子どもたちをみてみ
たい」という思いから、小学校教員免許を取得。現在は、星槎大学大
学院教育学研究科に在籍し、「共生」について研究を進めている。 
前橋市内の公立・私立幼稚園で 11 年間、公立小学校で 2 年間教員
として勤務 。その経験を活かし、現在は群馬医療福祉大学社会福祉
学部子ども専攻の教員として保育者養成課程の授業を担当している。
また、幼保実習委員会の委員長として実習全般の指導も行っている。 

研究内容 

（著書または論文） 

【論文】 
○子どもの多様性がわかる保育者には何が必要か―保育内容「言葉」の
観点からの学び―（単著 2021） 
○初対面の幼児との関係を築く学生の実践演習―領域「人間関係」との
関連性―（単著 2021） 

【学会発表】 
○子どもの心に響く言葉かけ―実習で実践できる言葉選び― 
（単著 2019） 
○保育者養成校での病児保育の学び―病児保育を広げるために― 
（単著 2021） 

【講演等】 
○伊勢崎市青少年育成大会 2016 テーマ「もっとぼく（わたし）のこと
見て！」 
○桐生市公立幼稚園 PTA 指導者研修会 2017 テーマ「正しい食育の
ススメ」 
○館林市教育研究所研修会（2021 ）テーマ「言葉の力」 

など 

 

第３分科会助言者プロフィール 
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群馬パース大学福祉専門学校  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一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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４分科会助言者プロフィール 
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群馬医療福祉大学  専任講師 

塚越 亜希子 氏 

経歴 

宮城県仙台市生まれ。 
東京家政大学大学院にて児童学 児童教育学 を 専攻（家政学修
士） 。 
仙台市内の私立幼稚園および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。 

研究内容 

（著書または論文） 

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。 

【著書（共著）】 
〇自然が子どもと未来を創る 心と体にやさしい自然あそび （一藝社
2020 年） 
〇保育・幼児教育・子ども家庭福祉辞典（ミネルヴァ書房 2021 年） 
〇基礎からまなべる保育内容（環境）ワークブック（あいり出版 2021
年） 

【論文】 
〇保育者養成課程における領域「環境」の教授法の検討（共著 2015 年） 
〇幼稚園教育実習における教育実習指導と日本語表現科目との教科横

断の必要性－実習日誌の記述指導を中心として－（共著 2017 年） 
〇保育者養成校における地域子育て支援「保育内容・環境」・「生活」で

の栽培活動を生かした取り組み（単著 2018 年） 
〇言葉に関する発達の理解と保育実践のつながりを意識した領域「言

葉」の指導法の有効性（1）－模擬保育の振り返りに着 目して－（共
著 2020 年） 

〇言葉に関する発達の理解と保育実践のつながりを意識した領域「言
葉」の指導法の有効性（2）－言語発達に関する子ども理解と言語発
達を促す保育内容の理解に着目して－（共著 2020 年） 

 

第５分科会助言者プロフィール 
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分科会 市町村名 保育所（園）・認定こども園名 職名 氏名 

第１ 
 

みどり市 たけのこ保育園 園長 國井 洋子 
伊勢崎市 間野谷保育園 主任保育士 

保育士 
福田 剛 
菊池 由里絵 

富岡市 富岡ひばり第二こども園 保育教諭 飯富 れい奈   
園長 三田 照芳 

第２ 大泉町 大泉町立北保育園 園長 村田 真弓   
副園長 岸野 直子 

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 
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 
第３ 

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

第４ 太田市 韮川こども園 保育教諭 三上 乃里江 
    管理栄養士 内藤 香 
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 
藤岡市 あかねこども園 主幹保育教諭 金井 佐織 
    保育教諭 小野 多恵子 

第５ 桐生市 広沢保育園 園長 中里 敬宏 
    保育教諭 下山 麻美 
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 
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 

発表者名簿 
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発表要旨 
                                           

第 1 分科会                                  

 
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  保育教諭 飯富 れい奈  園長 三田 照芳 
 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。 
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第 2 分科会                                

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。 

 
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。 

 
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。 
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第 3 分科会                                

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。 
 
 
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。 
 
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 
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第 4 分科会                                

 
太田市 韮川こども園  保育教諭 三上 乃里江  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。 
 
 
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。 
 
 
藤岡市 あかねこども園  主幹保育教諭 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。 
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第 5 分科会                                

 
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。 
 
 
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。 
 
 
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。 


