
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもたちと一緒に自然あそびに取り組む、幼稚園・小学校・森のようちえんの実践者が講師とな
り、実際に現場で実践できる内容を紹介します。子どもの自然あそびを一緒に考えたい、子どもを自
然の中でのびのび育てたい。すでに実践している方も、これからやりたい方も、いつかやりたい方も、
どなたでも。みなさんのご参加をお待ちしています。 

２０１７年７月２２日（土） 9：30～12：30(開場 9：00)  

子どもの自然あそびを考える 

先生たちの楽校
が っ こ う

 

子どもの育ちを考える 森のようちえんフォーラム 2017 

【会 場】啓明学園初等学校  
〒196-0002 東京都昭島市拝島 5-11-15 
八王子駅・拝島駅から送迎バス（スクールバス）が出ます。 
無料・要予約。(時間・場所は裏面に記載しております。) 

【参加費】５，４００円(税込)  【定 員】８０名(要申込) 

 【お申込み方法 締切り 7月１２日(水)】 
右ページの申し込み用紙を事務局まで FAX(042-581-0647) 
または郵送後、参加費を下記へお振込お願いいたします。 
郵便局にて参加費のお振込をもってお申込みが完了いたします。 

[口座記号]００１６０－１ [口座番号]２５０００７ 

[加入者名](財)社会教育協会 ひの社会教育センター 

[ 備 考 ]通信欄に「森のようちえんフォーラム」と記入お願いします。 

【キャンセルについて】 
お申込み後のキャンセルについては返金できません。予めご了承ください。 
お申込み後にキャンセルされる場合は、その旨を事務局までお電話いただきますようお願いいたします。 

【お問い合わせ】事務局：日野社会教育センター  TEL:０４２-５８２-３１３６  FAX:０４２-５８１-０６４７ 

<主催団体>学校法人啓明学園 啓明学園初等学校／学校法人啓明学園 啓明学園幼稚園 

学校法人浦野学園 八王子すみれ幼稚園／学校法人宮村学園 日野・多摩平幼稚園 

公益財団法人社会教育協会 日野社会教育センター 

< 後 援 >ＮＰＯ法人森のようちえん全国ネットワーク連盟 

 

【当日スケジュール】 

9：00 開場 

9：30 全体会   

講演「森遊びで育まれる子どものかしこさとは」 

中能孝則(日野社会教育センター理事、NPO法人 

森のようちえん全国ネットワーク連盟運営委員) 

実践紹介：八王子すみれようちえん 

10：30 分科会 ※詳細は右ページに記載 

① ウッドクラフト体験 

② ロープを使った森あそび 

③ たき火の楽しさを知る 

④ 自然あそびのイロハ♪ 

12:30 閉会 

tel:０４２-５８２-３１３６


          

 

氏名   
年齢 

保険登録に

使用します 
  TEL   

所属  

住所 
(〒     ―        )        

無料送迎バス 

チェックしてください 

□ＪＲ八王子 □京王八王子 

□拝島南口  □利用しない 

分科会 

希望 

希望の分科会をお選びいただき、下記に希望の番号をご記入ください。 

①ウッドクラフト体験 ②ロープであそぼう ③たき火の楽しさを知る ④自然あそびのイロハ♪ 

※第二希望の分科会になる場合のみ前日までにお電話にて連絡いたします。 

第一希望 第二希望 

① ウッドクラフト体験          ※屋外に出る場合もあります  

  自然のモノを使って、身近な素材だけで出来るクラフトを紹介。森に材料探しへ出発し、竹を使ったア

クティビティーの体験や、木の枝を使った人形づくり、木を加工するための道具を実際に使ってみます。 

 子どもも大人も、自分でつくったものなら、壊れても自分で修理ができるのも魅力のひとつ。のこぎり、

ナタ、小刀、やすり、電動ドリルを使います。普段使っているノコギリや小刀、カッター、彫刻刀がある

方はお持ちください。 

 

② ロープをつかった森あそび  

外に出たはいいけど、何しよう…？森あそびっていったい何するの？当日は子どもに戻って一緒

に遊びましょう！今回はロープを用意します。結ぶ・繋ぐ・投げる・回す！いろんな使い方ができる

ロープ。簡単なレクリエーションから、安全面での視点など、簡単にロープでできる遊びを紹介します。 

 

③ たき火のたのしさを知る  

  つい数十年前まで人間は、毎日の生活の中で火を使いこなすことで.豊かな生活を作り出してきま

した。しかし、最近ではオール電化などの普及もあり、マッチ使って生火を扱うことはほとんどなく

なってきました。この分科会では、実際に焚火を楽しみながら、空き缶でご飯を炊いたり、ラーメン

を作ったり、試食をして、子どもも大人も火を使いこなす大切さ（火育）や安全面について学びあい

たいと思います。 

 

④自然あそびのイロハ♪          ※屋外に出る場合もあります 

  園や学校を飛びだして、子ども達と一緒に自然の中で遊びたい！でもなんだか不安…。 

安全管理はどうしているの？保護者の方への伝え方は？そもそも子ども達はあそべるのかしら？ 

どんなふうにしているの？そんな疑問にお答えします。そして、答えは一つではないはずです。 

みんなで一緒に考えていきましょう。 

夏の研修に！秋からの活動に即活かせる！ 
【分科会のご案内】※雨天決行 

◆持ち物と服装(共通)◆ 筆記用具、タオル、飲み物、雨具、帽子、汚れてもよい靴と服＋分科会ごとの持ち物 

【申し込み用紙】下記を全てご記入いただき、事務局まで FAX または郵送してください。 

事務局：ひの社会教育センター  

〒１９１－００６２ 日野市多摩平４－３  FAX：０４２-５８１-０６４７   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【送迎バス(スクールバス)のご案内】※申込み用紙への記載を必ずお願いいたします。 

 

八王子 
◆ＪＲ八王子駅⇔啓明学園◆  

南口ロータリー３番バス停  

会場までの所要時間は約３０分 

八王子駅バス停 発８：３０ ／ 啓明学園発 １２：５０ 

 

◆京王八王子駅⇔啓明学園◆ 

  西口より徒歩 3分でバス停（子安神社裏）へ  

会場までの所要時間は約２０分 

八王子駅バス停 発８：４０ ／ 啓明学園発 １２：５０ 

 

立川 
◆立川北口から路線バス(有料 片道 370円)◆  

北口バスターミナル 10番のりば  

会場までの所要時間は約 25分 

「拝島駅」または「拝島営業所」行き 。 

「啓明学園」下車 1時間に 5本程度運行されています。 

【お問い合わせ】 事務局：日野社会教育センター   

〒191-0062 日野市多摩平４－３ TEL:０４２-５８２-３１３６  FAX:０４２-５８１-０６４７ 

 

【ご注意】 

・八王子、拝島からの無料の送迎バスは、啓明学園のスクールバスを兼ねております。 

・会場では勧誘、販売等の活動はご遠慮ください。 

拝島 
◆拝島駅南口＝啓明学園◆  

シャトルバス乗降場所 会場までの所要時間は約６分 

拝島駅バス停 発８：５０ ・ ９：００ ／ 啓明学園発 １２：５０ 

 

※昭島市循環 Aバス②乗り場、路線バス乗車場所①乗り場からの 

バスをご利用いただいても啓明学園に来校することができますが、 

スクールバスではなく、路線バスになりますので有料です。 

時間は各自でお調べください。 

    

屋内活動 

屋外活動 

屋外活動 

屋内活動 

tel:０４２-５８２-３１３６
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