
　　　　　　　　第16回　
森のようちえん全国交流フォーラムin奈良

おうちdeフォーラム開催要項
　　改訂2021.9.1

※森のようちえん全国交流フォーラムin奈良は、現地開催【曾爾高原deフォーラム】
オンライン【おうちdeフォーラム】での開催になります。パンフレットで紹介していま

した３０の分科会は分散してオンライン開催されます。
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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カ月～」

3. 期　日　2021年10月17日（日）～12月19日（日）

4. 会　場　各自オンライン上

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 合同会社BASEともかな

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　全日程（Zoom）　500名

　　　　　

12.　　内　容　

（１）日程
【10月17日（日）】　「フォーラムプレ講演　苫野一徳～保育・教育が人と社会をつくる～」

時　間 プログラム 内　容

13：45 Zoom入室可

14：00～
15：30

ONLINEライブ配信 フォーラムプレ講演：苫野一徳氏
（哲学者・教育学者。熊本大学教育学部准教
授）
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【10月30日（土）】　「基調講演　内田幸一　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～」

時　間 プログラム 内　容

9：15～ Zoom入室可

9：45～
10：00

曽爾高原deフォーラム
ONLINEライブ配信

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・長野県野外保育連盟理事長・野あ
そび保育みっけ園長・野あそび保育ささはら園
長・学校法人日吉学園とさ自由学校　特別顧
問）

※曽爾deフォーラム開催中につき、開始時刻が遅れることがございます。
入室可能時間に入室してお待ちください。

【10月31日（日）】　「フォーラム特別講演　汐見稔幸　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～」

時　間 プログラム 内　容

12：00 Zoom入室可

12：30～
14：00

曽爾高原deフォーラム
ONLINEライブ配信

フォーラム特別講演：汐見稔幸氏
一般社団法人家族・保育デザイン研究所　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deフォーラム開催中につき、開始時刻が遅れることがございます。
入室可能時間に入室してお待ちください。

　(2)＜おうちdeフォーラム分科会＞
　14の分科会とアフターZoomライブ配信を、実行委員参加園がリレー形式でオンライン開催します。
（整理番号は、改訂前のパンフレット掲載時の分科会番号です。）

※【曽爾高原deフォーラム】が終了後からの日程になっております。
①入室時間は各開始時間の15分前になっています。
②Zoomへの入室方法は後日こくちーずから届くメールにてご確認ください。
③アーカイブ配信は、各ライブ配信終了後にご案内いたします。
アーカイブ配信公開期間は1週間を予定しております。

開催日時
分科会内容 整理

番号

11/11(木)
13:15

|
14:45

　森のようちえんを10年つくってきた園長と税理士の話
　　～経営どうしてる？本音トーク！～

　講師：堀 龍市氏（堀龍市税理士事務所）
　　　　木村 太郎氏（一般社団法人さつきやま森の学び舎）

C-⑩

11/14(日)
10:15

|

〈森のようちえん全国ネットワーク連盟プログラム〉
森とこどものための本〜実践者たちの〝リアル〟な知恵袋　
　講師：野村 直子氏（一般社団法人new education LittleTree）

Ａ-①
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11:45 　　　　上田 融氏（NPO法人いぶり自然学校）

11/20(土)
13:15

|
14:45

　　つながりの教育 コネクションプラクティス
　　　〜本当の望みからのコミュニケーション〜　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　
　講師：鈴木 明菜・藤澤 絵美子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一般社団
法人さつきやま森の学び舎）

B-⑤

11/23(火)
13:15

|
14:45

　今、岐阜の公立保育園がオモシロい！
〜関市公立保育園スーパー保育士集団「チーム森」 ×
美濃加茂市「里山保育士（仮）」× 「ぎふ木育」の事例から〜

　講師：乾 千穂氏（関市立洞戸保育園）
　　　　今井 英里氏（美濃加茂市立山之上こども園）

萩原 ナバ 裕作氏・鈴木 知之氏
（岐阜県立森林文化アカデミー森林総合教育センターmorinos）
　　　  河合 高志氏（ぎふ木遊館）

C-②

11/24(水)
13:15

|
14:45

自治体による「森と自然を活用した保育・幼児教育」の
新たな支援のゆくえ〜認定制度のこれまでとこれから〜

講師：森と自然の育ちと学び自治体ネットワーク
　　鳥取県 子育て・人財局 子育て王国課　
長野県 県民文化部 こども若者局 こども・家庭課　
広島県　健康福祉局　安心保育推進課　
滋賀県 琵琶湖環境部 森林政策課

コーディネート：木俣 知大氏（上田女子短期大学研究員）

B-⑨

11/27(土)
10:15

|
11:45

　保護者と育てるあなたの縁♡園　　　　　
〜保護者が輝くとき　ばななが一皮むいちゃいます！〜

　講師：小塙 雅多加氏(ばなな先生)
（「それでいいの学校」よかよか学院）

C-⑥

11/28(日)
10:15

|
11:45

〈森のようちえん全国ネットワーク連盟プログラム〉
森のようちえんの安全

　　講師：藁谷 久雄氏（NPO法人　国際自然大学校　理事）
　　　　　沼倉 幸子氏（一般社団法人森のようちえんはっぴー）

B-⑩

11/28(日)
13:15

|
14:45

　教育で持続可能な地域をつくる

講師：藤田 美保氏（認定NPO法人コクレオの森） A-④

12/4(土)
10:15

|
11:45

遊びは学び
～こどもたちの未来をてらすために～

　講師：門川 良平氏（すなばコーポレーション株式会社）

B-⑥

12/5(日)
13:15

|
14:45

遊ぶことは「生きること」　～くう、ねる、だす、あそぶ～

　講師：天野 秀昭氏
（NPO法人園庭・園外での野育を推進する会理事長

認定NPO法人プレーパークせたがや理事）

A-⑥
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12/10(金)
20:15

|
21:45

ようちえんから小学校への「つなぎめ」ってみんなどうしてる？
〜子どもたちの育ちを支えるチーム作り～

講師：岩瀬 直樹氏（学校法人 軽井沢風越学園）
青木 将幸氏（青木将幸ファシリテーター事務所）

A-③

12/11(土)
13:15

|
14:45

森のようちえんと地方創生　～地方の豊かな自然を活かす～

講師：浅野 由子氏（日本女子大学家政学部児童学科）
　　　坂本 祐子氏（群馬県立県民健康科学大学）

A-⑩

12/12(日)
13:15

|
14:45

命と遊ぶ園庭作り

　講師：小泉 昭男氏（小泉造園代表・京都女子大学非常勤講師） C-③

12/19(日)
10:15

|
11:45

　幼児期における自然体験が脳の発達に与える影響 　　
　　〜脳科学からみた森のようちえんにおける子どもたちの育ち〜

　講師：渡邉 宣明氏（藤枝市立青島東小学校教諭）
C-①

12/19(日)
20:15

|
21:45

【曽爾deフォーラム・おうちdeフォーラム
　　　　　　　　　　　　　振り返りアフターZoomライブ配信】

　　～フォーラム参加者の皆さんとの振り返りって大事だよね～

ナビゲーター:森のようちえん全国交流フォーラムin奈良 実行委員会

（3）おうちdeフォーラム参加の方法
　①開始15分前には入室ください。
　②入室されましたら、ミュート設定でお願いします。
　③講師と交流や質問ができる分科会もございます。会の運行の便宜上、可能な方はお名前表記をお願いいた
します。
　④出来るだけお顔を出してのZoom参加をしていただければと思います。
　　録画したものを、アーカイブ配信致しますので、ご都合の悪い方はビデオ（カメラ）を停止してご参加ください。

13．申込の流れ
（１）受付
　・10/1(金）～10/8日（金）森のようちえん全国ネットワーク連盟ホームページにて早割受付開始。
　　以後一般料金になります。
　・定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。　
　・チケット購入後のキャンセルは承っておりません。ご注意ください。

（2）支払いについて
　銀行振込になります。受付完了メールより振込先を確認し７日以内に振込をお願いします。
※振込期限を過ぎましても、お振込みが確認できない場合は申込が取り消されますので、ご注意ください。

14．参加費
大人

【おうちdeフォーラム】　　　オンラ
イン（早割）

8,000円

　【おうちdeフォーラム】　　　　オン
ライン（一般）

10,000円

※後日アーカイブ配信ありがあります。
ーーー＜振込先＞ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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＊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

*奈良県農業協同組合　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

＊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
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1４．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　Zoom分科会での撮影及び音声の録音は禁止します。
②　報告書作成のため，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。
③　アーカイブ配信の為、録画をさせて頂きます。

ーーー問い合わせ先ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
　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
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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