第 16 回森のようちえん全国交流フォーラム in 奈良
曽爾 de フォーラム開催要項
改訂 2021.9.1

1. 趣 旨
森のようちえん全国交流フォーラムも今回で 16 回目となり、全国的に森のようちえんが注目される
昨今、県や自治体が認証制度を創設するなどし、認可園にも自然保育の広がりが見られるようになり
ました。また、国会議員連盟や自治体ネットワークによる勉強会も進められています。
森のようちえん全国交流フォーラム in 奈良では、コロナ禍で様々な価値観が変化する中、もう一度
「保育・教育・子どもの育ちに関わる体験活動」の本質を見つめなおす機会にしたいと考えます。
森のようちえんの実践者だけでなく、すべての子どもに関わる人たち（保育者・教育者・研究者・ 保護
者・行政等）の対話の場を作り、森の育ちの中にある幸せや豊かさを分かち合いたいと思っています。

2. テーマ 「いのちの力 スイッチ ON！
～幸福度が高まる保育・教育・社会を共に見つめる 2 日間～
3. 期 日

2021 年 10 月 30 日（土）・ 31 日（日）

4. 会 場

国立曽爾青少年自然の家（〒633-1202 奈良県宇陀郡曽爾村太良路 1170）

5. 主 催

「森のようちえん全国交流フォーラム in 奈良」実行委員会

6. 共 催

NPO 法人森のようちえん全国ネットワーク連盟、国立曽爾青少年自然の家

7. 後 援

奈良県・奈良県教育委員会・曽爾村・曽爾村教育委員会・天理市
天理市教育委員会・生駒市・生駒市教育委員会・奈良市・奈良新聞社

8. 特別協賛 一般財団法人セブン-イレブン記念財団
9. 協 賛

コールマンジャパン株式会社・株式会社モンベル・大和信用金庫・
曽爾村観光振興公社・ JA ならけん・山粕郵便局・曽爾郵便局・
NPO 法人どうで YAMA-ZOE オフィス・めばえの会

10. 対 象 「森のようちえん」実践者及び興味関心のある者
保育・幼児教育・学校教育・子育て支援等関係者、行政関係者、研究者、
学生、青少年教育施設職員、自然体験活動団体や森林環境教育団体関係者等
11. 定 員 【大人】
全日程 200 名
１DAY（日帰り）各 50 名
【子ども】
今回は大人のみの参加。乳児を含む同伴はご遠慮願います。

12.内 容
（１）日程
【10 月 17 日（日）】＊オンラインライブ配信
14:00～15:30 フォーラムプレ講演 苫野一徳氏(哲学者・教育学者)
【10 月 30 日（土）】
時 間
プログラム
8:30～9:30 受付（利用者玄関）

内 容
・名札、資料の配布
・手荷物置き場を案内

10：00～
12:00

開会式（プレイホール）
・基調講演
・パネルディスカッション
・全国ＮＷ連盟からのお知らせ

基調講演：内田幸一氏
（NPO 法人森のようちえん全国ネットワーク
連盟理事長)
パネルディスカッション
（竹内延彦氏：長野県北安曇郡池田町教育長×
並河健氏：天理市長×内田幸一氏）

12:00～
13:15

昼食

ランチタイム LIVE：大友剛氏
「マジックと音楽と絵本の世界」
・マジックあり、生演奏あり、絵本の読み聞か
せあり！子どもは勿論、大人だって絵本の魅力
にぐいぐい引き込まれること間違いなし！森
のようちえん全国交流フォーラム幕開けにぴ
ったりの新感覚参加型エンターテイメント！

13：15～
13：30

移動

13:30～
15:00

再び出会う！新たに出会う！ 5 つの中からひとつ選択して参加
～自然を感じ、自分を見つめる
時間から始めよう～
休憩・移動

15:00～
15:30
15:30～
17:00
17:00～
20:30
＊20:00～

分科会 DAY１

夕食（17:00～19:00）
お弁当配布
入浴（17:00～20:30）
焚き火ナイト・ナイトハイク・ 大交流会の代わりに、少人数で距離を取って各
星空観察 etc...（自主的にど 自お楽しみください。
うぞ）

【10 月 31 日（日）】
時 間
7:30～
朝食

プログラム

8:30～8:55

受付（利用者玄関）
*日帰り参加者のみ

9:00～9:30
9:30～11:00
11:00～12:30
12;30～14:00

休憩・移動
分科会 DAY２
昼食
特別講演

14:00～15:00
15:00～15:30
15:30～17:00

ふり返り
閉会式
そにのわマルシェ×てんり
高原マルシェ

17:00

4 分科会の中からひとつ選択して参加

全日程終了

内 容
レストラン
宿泊室の清掃（各自）

4 分科会の中からひとつ選択して参加
マルシェにてお弁当配布（11:00～11:30）
特別講演：汐見稔幸氏
（東京大学名誉教授・白梅学園大学名誉学
長・日本保育学会理事(前会長)・全国保育士
養成協議会会長）
曽爾村の名産品や奈良で丁寧に手をかけられ
た美味しいお店たちが並びます。お土産にど
うぞ♪

★休憩時間に、管理研修棟 1 階 研修室前ロビーにおいて、森のようちえん全国ネットワーク連盟理事
による「よろず相談コーナー」を実施します！気軽にお立ち寄りください。
(2)＜分科会＞
「自然保育」「教育」「コミュニケーション」「環境」「運営」の 5 つのカテゴリーと「こども」
「おとな」「遊び」「体験」「安全」などのキーワードを掛け合わせた分科会をご用意しました。
※詳細は森のようちえん全国ネットワーク連盟のホームページより、
改訂版「開催要項別冊 分科会の各講座紹介」をご参照ください。
現地開催【曽爾高原 de フォーラム】は以下よりお選びください。

再び出会う！新たに出会う！
～自分を感じ、自分を見つめる時間から

分科会 DAY1

分科会 DAY2

10/30（土）15:30～17:00

10/31（日）9:30～11:00

始めよう～
10/30（土）13:30～15:00
《リニューアル》
幸せな人と場づくりの最前線！
森のようちえんの保育から
～HYGGE な時間～火や香りや対話を

トエック流 聴き合う場のつくり方
（子どもとの現場ひいては保護者やスタッフ間

子ども理解で保育が変わる
～15 年間迷い続けた保育実践より～

など大人との場づくりについて）

通してマインド OPEN！
伊勢 達郎氏（NPO 法人自然スクールトエック）
Well-being Labo
（森のようちえんウィズ・ナチュラ）

おとなの森のようちえん
「自然とであう！

利根 清子氏（トエック幼児フリースクール

中島 久美子氏
（森のようちえんピッコロ）

〔トエックのようちえん〕）

幸福度と子どもと大人のつながり

自然経験こそ最上の教育

～ティール時代の新しい教育

自然の中で人とであう！！」
木村 智浩氏（株式会社ガイアックス）
寺田 延代氏

大友 剛氏

（森のようちえん えくぼ保育園）

（ミュージシャン・マジシャン・翻訳家）

《NEW》

〈森のようちえん全国交流フォーラム
in ぎふ からその後〉
エンパシーウォーク
～曽爾を歩こう～

国立曽爾青少年自然の家
スタッフ

行政とタッグを組むⅡその時の実践者の心得
～岐阜と鳥取の取り組みより～

浅井 智子氏
（自然育児 森のわらべ多治見園）
西村 早栄子氏
（特定非営利活動法人 智頭の森こそだち舎）

春山 慶彦氏
（株式会社ヤマップ）

「森のようちえん」から「小規模特認校」
へ～保幼小中、何がつながるといいの？
幸せな子ども時代の学びが、これからの
時代を生きる力に～

西澤 彩木氏（一般社団法人びわ湖の森の
ようちえん せた森のようちえん）
澤村 幸夫氏（大津市立葛川小・中学校）
山口 美和氏（上越教育大学大学院）

「地球を生きるワークショップ
地球は私・地球に触れ感じる生き方

～子どもの「命」と「自由に遊ぶ権利」
を守りたい～事故・ヒヤリハットに学ぶ、
自然保育の安全・安心な場づくり

近藤 瞳氏

渡辺 直史(ウィル）氏
（プラムネット株式会社
アウトドア共育事業部）

《リニューアル》
プレイパーク体験
呼び起こそう 自分の遊び心を！
「木で遊ぶ・草を滑る！？
焚き火を知って 気づく場所」

こたやん氏
（Ｋ＋キッズ商会代表 プレイワーカー）

※「地球を生きるワークショップ」地球は私・地球に触れ感じる生き方は 13:30～17:00 までの連続講座
になります。

＜参加される方々へ＞大切な子どもたちに関して
1.2 歳児の託児、3.4.5 歳児の預かりプログラム（高原であそぼう）、小中学生キッズ
キャンプにつきましては、実行委員で協議した結果、今回の開催は断念することに致し
ました。0 歳児の同伴参加もできません。
子ども達の体験の機会を守り、安全な場を作るためには、まずは私たち大人がフォー
ラムで考えていきたいです。
ポストコロナ時代に向けて、私たち大人がどう在ればいいか。一緒に考えませんか？
実行委員も最後まで悩み、苦渋の決断であることご理解ください。
大変残念ですが、今精一杯できることをやるという決意のもと、ご理解の程よろしく
お願いします。

（３）託児：1 歳児・ 2 歳児対象
親御さんがフォーラムに落ち着いて参加できるよう、会場内にて保育士及び託児ボランティアがお子様をお預かりします。プログ
ラムや分科会の時間に合わせたお預かりになります。託児の利用は、フォーラムへの参加申込みの際、併せてお申し込みが必要と
なります。定員(20 名)に達したら締め切らせていただきます。(先着順)

託児：未就園児（1 歳児・ 2 歳児）（定員：20 名）
□受 付： 9:00～
10 月 30 日（土）
□時 間： 9:45～12:00
□時 間 A：13:30～15:00
□時 間 B：15:30～17:00
□場 所：研修室こごう 1 ・ 2
□利用料：（参加費に含む）
※昼食の時間は親子でお過ごしください。
□受 付：9:00～
10 月 31 日（日）
□時 間 C：9:30～11:00
□時 間 ：12:30～15:30
□場 所：研修室こごう 1 ・ 2
□利用料：（参加費に含む）
※昼食の時間は親子でお過ごしください。
（４）高原であそぼう（預かり）：未就学児：年少～年長（3～5 歳児）対象
親御さんがフォーラムに落ち着いて参加できるよう、お子様をお預かりします。森のようちえん実践者と一緒に、森の中をお散
歩したり、木のおもちゃで遊んだり、お子様が安心して過ごせるよう“森のようちえん的関わり”でお子様をお預かりします。
「高原であそぼう」への参加は、フォーラムへの参加申込みの際、併せてお申し込みが必要となります。定員の 20 名に達したら締
め切らせていただきます。（先着順） 3 歳から 5 歳児のお子様は「高原であそぼう」にお申し込みください。
高原であそぼう（預かり）：年少(3 歳児)～年長(5 歳児) （定員：20 名）

10 月 30 日（土）

10 月 31 日（日）

□受 付：9:00～
□時 間：9:45～12:00／13:30～17:00
□場 所：エコロジーホール
□利用料：（参加費に含む）
※昼食の時間は親子でお過ごしください。
□受 付：9:00～
□時 間：9:30～11:00／12:30～15:30
□場 所：エコロジーホール
□利用料：（参加費に含む）
※昼食の時間は親子でお過ごしください。

(５)キッズキャンプ：小学生・中学生対象
★「一般社団法人 根っこわーくす」によるコラボ企画キッズキャンプ
お子様連れで参加されている親御さんがフォーラムに落ち着いて参加できるために、また、子どもたちも自分たちの想いを持って
思う存分たのしく活動できるよう、「一般社団法人 根っこわーくす」にご協力いただき、本フォーラムのキッズプログラムの一
つとしてキッズキャンプを設けました。
一昨年の岐阜県で開催されたフォーラムのキャンプで、最終日お迎えに行った時の子どもたちの表情がとてもいい表情をしていた
と聞きました。
子どもたちがたくましく成長する場所、過去に出会った子どもたちが再会する場所、これからそう思える仲間たちと出会う場所...
そんな場所になったら、という想いが込められています。
とにかく自由に遊ぶ２日間！ 「あんなこといいな！できたらいいな！」という想いを、カタチにしよう！
君の「～したい！」を持って集まろう！当日、初めて出会った子どもたちとスタッフが一緒にプログラムを考えて、みんなでキャ
ンプを創ります。
集合地から解散まで、経験豊富な「根っこわーくす」のスタッフが子どもたちをサポートします。

キッズキャンプ：小学生～中学生（定員：30 名）
□受付開始：30 日 9:00～
10 月 30 日（土）
国立曾爾青少年自然の家利用者玄関下足室付近
～31 日（日）
□バス出発：30 日（土）9：45
（1 泊 2 日）
□解
散：31 日（日）15：３0
□会
場：国立曾爾青少年自然の家キャンプ場
（なかよしホール前）
※受付終了後、バスでキャンプ場まで移動します。
□参加費：15,000 円（食事・宿泊費・保険料込）
※「キッズキャンプ」にお申込みいただくには、親御さんのフォーラムへの参加が必須となります。
※「キッズキャンプ」のお申し込みは、Ｐ16の【キッズキャンプのご案内】をご確認ください。

13．参加費について
（１）参加費一覧（含まれるもの：2 日分の昼食・おうち de フォーラム（オンライン分科会）・保険）
大人
全日程…10/30(土)～10/31(日)

14,000 円(NW 会員)
(昼食 2,200 円含む)

全日程…10/30(土)～10/31(日)

16,000 円(一般)
(昼食 2,200 円含む)

１DAY（日帰り）…10/30(土)

12,000 円
（昼食 1,100 円含む）

１DAY（日帰り）…10/31(日)

12,000 円
（昼食 1,100 円含む）

①昼食（お弁当）を食べない方も同額となりますのでご了承願います。
②参加費一覧には宿泊費・夕食・朝食代は含まれておりませんのでご注意ください。
（２）宿泊費について
大人

1 泊夕食・朝食付き（税込）

2 泊夕食・朝食付き（税込）

1,480 円

2,660 円

・前泊受付可能。希望の方は 2 泊の料金となります。
（３）食事等について
1

1 日目の夕食はお弁当・ 2 日目の朝食はレストランで提供します。

②両日の昼食はお弁当をお配りします。
③配膳時にアレルギー表示を行います。アレルギーのある方は、除去食を用意いたします。
申込時に食物アレルギーの記入票を提出いただきます。
（４）傷害保険の補償内容について（全ての対象者）
死亡・後遺障害

980 万円

入院

8,000 円／日

通院

4,500 円／日

14.参加申込について
（１）申込方法 森のようちえん全国ネットワーク連盟のホームページ内にある、
「森のようちえん全国交流フォーラム」のページからお申込みください。
（２）募集期間
【曽爾高原 de フォーラム】
全日程参加（ネットワーク会員） 令和 3 年 9 月 13 日（月）～9 月 19 日（日）
全日程参加（一般）

令和 3 年 9 月 20 日（月）～

１DAY 参加
令和 3 年 9 月 27 日（月）～
※定員になり次第、締め切ります。
【おうち de フォーラム】
【早割り期間】おうち de フォーラム参加

令和 3 年 10 月 1 日（金）～10 月 8 日（金）

※日程や詳細は只今再調整中です。後日お知らせします。
※定員になり次第、締め切ります。
（３）参加決定 ①先着順とします。（参加決定通知及び二次案内を送付します）
②「分科会」は事務局で調整・決定します。
（４）その他

①ネットワーク会員による先行申込について
・１団体３人までお申込み可能です。
・４人以上からは一般のお申し込みとなりますのでご了承ください。
・ネットワーク会員による先行申込にも定員がございます。
定員になり次第、申込を締め切ります。
その場合は、一般からのお申込みとなりますので、ご了承ください。
②申し込みの修正・変更・追加について
・お申し込み後に人数や内容の修正・変更・追加はできません。
お申込みのキャンセル手続きを行ってから、再度お申し込みください。
・タイミングによっては、キャンセル後に満席となる場合が
ありますのであらかじめご了承願います。
③講師やプログラムの変更等について
・コロナ禍の事態の変更に伴い、講師やプログラム内容がオンライン等に
変更する場合がございます。ご了承ください。

15.参加費・宿泊費の支払いについて
（１）支払い
参加申込み完了後７日以内に下記口座にお振込みください。振込手数料は各自負担です。振込を通帳
にて確認次第、参加受付（決定）となります。振込期限を過ぎると申込みが取り消されますので、
ご注意ください。

(２)キャンセル料
・曽爾高原 de フォーラムへの参加のキャンセルに関しては、自動的にオンライン参加に
スライドさせていただきます。
・宿泊費（夕食・朝食含む）のキャンセル料は、以下のようにフォーラム開催日から起算されます。
21 日前

20～8 日前

7～2 日前

前日

当日または
無連絡不参加

無料

参加費の 20％

参加費の 30％

参加費の 50％

参加費の 100％

＜参加費・宿泊費振込先＞
＊大和信用金庫 奥宇陀支店
店番 014
口座番号 普通 2041878
森のようちえん全国交流フォーラム in 奈良実行委員会代表岡本麻友子
*奈良県農業協同組合（奈良県農協） 曽爾出張所
店舗番号 7387-169
口座番号 普通 0012576
森のようちえん全国交流フォーラム in 奈良実行委員会実行委員長岡本麻友子
＊ゆうちょ銀行
記号 14570
番号 28098281
森のようちえん全国交流フォーラム in 奈良実行委員会
他金融機関からの振込まれる場合はこちら
店名 四五八（ヨンゴハチ）
店番 458
口座番号 普通 2809828
16．交通アクセスについて
▼シャトルバスの運行
宿泊予約をされた方のみシャトルバスをご利用いただくことができます。
近鉄榛原駅 ⇔ 国立曽爾青少年自然の家（無料）
近鉄榛原駅から国立曽爾青少年自然の家までシャトルバスを運行します。
乗車・降車場所：北口バスロータリー
時刻（予定）
近鉄榛原 → 自然の家
30 日（土）

8:15 発

31 日（日）

16:00 発

自然の家 → 近鉄榛原駅
17:15 発

▼国立曾爾青少年自然の家へ直接お越しになる場合は、下記のサイトからアクセス情報をご確認
ください。https://soni.niye.go.jp/access

17．個人情報等について
（１）個人情報
申し込み時に取得した個人情報は，本大会に関わる通知及び「森のようちえん全国ネットワーク」
からの情報提供時にのみ使用し，それ以外の第三者への公開及び譲渡は一切しません。
（２）カメラ・ビデオ撮影
① 基調講演・分科会での撮影及び音声の録音は禁止します。ただし、分科会講師が撮影等を許可
される場合はこの限りとしません。
② フォーラムにおける特定の個人への撮影は，本人の了解を得てください。
③ スナップ写真の撮影は可とします。しかし，自分以外の者が写った写真を，SNS に掲載する際は，
その者の了解を得てください。個人による SNS への掲載については、実行委員会は一切の責任を負
いません。
④ 報告書作成のため，全体会や分科会等で，スタッフがスナップ写真を撮影し，掲載することが
あります。
⑤ 新聞やテレビ等の報道機関や雑誌等の取材が入る可能性があります。撮影されたくない方は，
取材者に直接その旨を伝えてください。

＜参加される方々へ＞必ずお読みいただきお申し込みください
・コロナウイルス感染拡大防止に関するガイドラインがございます。必ず、目を通した上、お申
込みいただきますようお願い致します。参加者・講師の方々や実行委員等フォーラムに集う全て
の人が安心して参加できるよう、皆さまのご理解・ご協力をお願いします。
・今回はコロナウイルス感染拡大防止のため、当初予定していた参加定員を半数に減らし、会期
日数も 2 日間での開催となります。そのため、開始時間が早くなり、終了時間も遅くなります。
遠方からお越し下さる方にはご不便をおかけしますが、ご了承願います。（前泊も受け付けてお
ります)
・今後、コロナウイルスのさらなる拡大がみられた場合、その時々に応じて内容の変動が予測さ
れます。（ライブ配信へ変更等）その点もご了承いただき、申し込みを検討していただけますよ
うお願い致します。
・フォーラム開催の時期は会場の曽爾高原が観光シーズンのため、周辺道路がたいへん混みあい
ます。時間の余裕を十分にもってお越しいただけるようくれぐれもお願い致します。

＜フォーラムへの参加に関すること＞
森のようちえん全国交流フォーラム in 奈良実行委員会事務局
担当：佐野（森のようちえんウィズ・ナチュラ）
メールアドレス：info@moriyouforum-nara.jp
＜施設に関すること＞
担当：齋藤（国立曾爾青少年自然の家）
メールアドレス：soni@niye.go.jp

第 16 回森のようちえん全国交流フォーラム in 奈良

3ヶ月

幸福度が高まる保育・教育・社会を共に見つめる２日間

おうちdeフォーラム共にご参加いただけます
・・・ 曽爾高原deフォーラム、
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10月

おうち de フォーラム

参加決定は先着順です

フォーラムプレ講演

早
割

苫野一徳氏

保育・教育が人と社会の幸せをつくる

基調講演

参
加
者
募
集

内田幸一氏

ポストコロナ時代と森のようちえん
〜今、子どもに関わる大人たちに伝えたいこと〜

パネルデｲスカッション
《竹内延彦氏 × 並河健氏 × 内田幸一氏》
ランチタイム LIVE

12:00
13:30
15:30

31 日 日

マジックと音楽と絵本の世界

再び出会う！新たに出会う！

〜自然を感じ自分をみつめる時間から始めよう〜

分科会 DAY 1
ナイトハイク・焚き火・モーニングハイク
など曽爾高原での時間をお楽しみください

9:30
12:30

分科会

DAY 2

特別講演

汐見稔幸氏

日本の子ども達が幸せに育つために
〜これからの保育・教育・社会のゆくえ〜

マルシェ開催
11月

曽爾高原 de フォーラムの
基調講演・特別講演の
録画 or オンライン配信

講師の皆さんに繋いでONLINEライブ配信講座を実行委員でリレー形式で配信してい
きます。
（アーカイブ配信あり）
配信日・配信方法については現在調整中ですので、後日お伝えいたします。
アフター ZOOM ライブ配信
12月

曽爾高原deフォーラム参加、
おうちdeフォーラム参加の皆さんと一緒に
フォーラム振り返りで締めくくります。
・各分科会の詳細やONLINE講座の内容は準備が整いましたら追ってご案内いたします。
・お申し込みの際には開催要項、
ガイドラインをよくお読みください。

