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会員募集中：入会資格・会費・会員期間
−低廉で安心の賠償責任保険付−

この保険は保育士さんが保育業務に起因した事故により、保育士個人に損害賠償請求された場合に補償される保険制度です。

入

会

資

格

保育士資格所有者…原則として、（社

補償限度額

福）日本保育協会の会員保育園に勤務

補

されている方
年
会

会
員

費
期

間

2,000円
（保育士賠償責任保険の保険料を含む）
毎年４月１日から１年間
（翌年３月31日まで）

入会手続締切日

毎月20日まで

入会開始日

手続きした月の、翌月１日

対

補償限度額

償

人

賠

償

他人の身体に損害を与えた場合

対

物

賠

償

他人の財物に損害を与えた場合

１事故 １億円
（免責金額 千円）

人 格 権 侵 害

名誉毀損や秘密漏洩に起因した
事故の場合

初 期 対 応 費 用 期間中 500万円
事故時に初動対応（現場保存や
見舞等）を行った場合

見舞金費用

死亡時 50万円
死亡以外 3万円

※対人賠償・対物賠償・初期対応費用は、
保険期間中に損害賠償が請求された場合に対象となります。
※人格権侵害は、
保険期間中に人格権を侵害する不当行為がなされた場合に補償の対象となります。
※法律上の損害賠償責任が発生しない場合は、
初期対応費用を除き、
補償の対象となりません。

日本保育士協会ニュース NO.20

日本保育士協会設立１０周年記念

第10回

日本保育士協会・実践研修会

〜子どもの事故防止と子どもの個性を知って保育士さんのストレス軽減〜
平成26年７月４日（金）〜５日（土） 第一ホテル東京

◆１日目◆
◆開

会

式

保育士協会会長

飯村

保育士協会前会長

智佳子

◆ 子どものための危険学

久野

〜子どもの事故防止と防災〜

講師：原

順子

秀夫

危険学プロジェクトグループ長の原秀夫先生に子ど
ものための危険学と題して子どもの事故防止と防災に
ついてお話頂きました。
始めに危険学という聞き慣れない言葉について絵本
や事例を挙げて詳しく解説して下さり、子どもが自ら
危険と分かる様になることだと理解しました。
そして、危険学を伝えるにあたって子どもにとって
何が危険なのかを一つ一つ丁寧に紹介して頂き、具体的な対策方法を知ることが出来
ました。講義内ではワークショップがあり、様々な人の意見を聞け、自分の保育園で
はと改めて考える良い機会になりました。
最後に視点を変えれば危険が見えること、事故や災害が起きてしまった時の想定か
ら事故防止や防災を考えることが大切だということも学びました。
この講義で学んだことを自園に持ち帰って一つでも事故防止策を実践し、子どもの
安全を確保に努めていきたいと思いました。
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◆ ７日間で子どもの個性を１２０％輝かせる楽しい実践法
講師：いむら

きよし

いむら先生は「ホンマでっか !?TV」や「とくダネ」
などの数々のメディアにも出演し、軽快なトークで人
気を博しています。
今回は、生年月日を元に算出された数字をコアラや
狼、羊などの 60 種のキャラクターに分類した「こど
もキャラナビ」を用い、それぞれのキャラクターの個
性から、子どもの持っている個性を分析し、子どもの
才能を伸ばして行こうという講演でした。
参加者も「こどもキャラナビ」から、自分のキャラクターの個性を知り、自己分析
をしたり、子どもたちの分析もできたことと思います。
テンポの良い喋りと、笑いで参加者の心を掴みあっという間の 90 分の講演でした。

アンケートより＜２日間を通して＞
・子どもを保育する中で、様々な危険な場面があることを実感でき、また子どもの
気持ちや目線も知ることができ勉強になった。
・事故の原因となる「子どもの気持ち」を理解して、子ども自身に気づいてもらう
ということが大事だと思いました。分かりやすい内容でとても勉強になりました。
・子どもの特性を知るうえで、いろいろな特性の子どもの特徴を知ることが出来て
良かった。子どもたちと関わるうえで生かしていこうと思った。
・動物でグループ分けをし「個性」の説明がとても分かりやすかったです。
園の子どもたちにもやってみて、個人に合った援助をしたいと思いました。
・とても面白く、一瞬で人をひきつける力があると思い、とても感動した！！ケロ
ポンズのように面白く、おかしく、楽しく、笑いあふれる保育をしていきたいと思っ
た！！
・踊り、歌、パネルシアターと盛りだくさんでとても楽しく参加することができた。
子どもたちもとても楽しくできる踊りやパネルシアターで、保育の中に取り入れ
ていきたいと思うものばかりだった。
このような楽しくできることを多くもっていると良いと感じた。
「踊りは楽しく！」
とケロポンズさんも言っていたので、楽しくやっていきたい。
・今回のように経験年数に関係なく、だれもが役に立てられる研修をお願いします。
保育士のための（保育以外にも）仕事を続けたくなるような研修もあるといいと
思います。
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日本保育士協会設立10周年記念交流会

日本保育協会 常務理事 萩原英俊

今年は日本保育士協会設立１０周年を迎え、
日本保育協会 常務理事 萩原 英俊様、
日本保育推進連盟 副会長 大島 和彦様、
日本保育協会 女性部副部長 堀 恵子様、
日本保育協会 青年部部長 吉岡 伸太郎様
よりご挨拶をいただきました。また、歴代の日本保育
士協会役員の方々等、大勢の皆様がお祝いにお出でく
ださいました。

米米 CLUB（ジェームス小野田・ジョップリン得能）
によるミニライブ

♪
♪ 「Shake
「Shake Hip！」「浪漫飛行」「
Hip！」「浪漫飛行」「 君がいるだけで」
君がいるだけで」
などヒット曲満載！の楽しいライブ。♪みなさん、ノリノリでした〜!!
などヒット曲満載！の楽しいライブ。♪みなさん、ノリノリでした〜!!

ゲーム

日本保育士協会恒例のお楽しみ、ビンゴとジャンケン大会。
今年は、１０周年にかけてディズニーチケットなんと１０人分!
来賓の大島和彦氏よりサプライズで＋２人分! ! みなさん大はりきりでした。
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◆２日目◆
◆ 実技

「ケロポンズのあそびうた」講師：ケロポンズ
ケロこと増田裕子 と ポンこと平田明子
のスーパーデュオ！

ポンちゃん

ケロちゃん

一緒に踊ろう！
「ぽんぽこりんのポンちゃん」
「おばけのバケちゃま」
「エビカニクス」など

パネルシアター
「ヤダットちゃん」

絵本「モジャキのくすり」
うた「見花山へいこう」
……などなど

笑いあり、歌あり、遊びあり、体操あり
、パネルシアターあり、なんでもあり〜
のステージを繰り広げてくれました！
その面白さは宇宙的！とにかく元気いっ
ぱい、笑顔いっぱいの１時間半でした。
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新
○理事

杉山

役

員

実佳子

紹
静岡

介
杉の子保育園

日本保育士協会設立十周年の節目に声を掛けていただきましてありがとうご
ざいます。静岡市内の小さな自園の組織で生活している私が全国規模である本
会の主旨に沿い、どのような関わりができるのだろうかと新しい世界を楽しみ
にしております。会員の皆様と一緒に保育士として資質向上を目指すために、
貴重な体験が出来るこの機会に感謝し、先輩方にご指導いただきながら務めて
まいります。どうぞよろしくお願い致します。
○理事

栗原

亜佐子

静岡

くりのみ保育園

日本保育士協会の理事を受けることになりました。初めての事で、私にでき
るか不安ですが、先輩の理事の方の御指導を受け、頑張りたいと思います。そ
して、全国の保育士さんたちに、いろんな情報を発信していけたらと思ってい
ます。どうぞ、よろしくお願いします。

○理事 小嶋 知美
東京（多摩） 小山保育園
未来を担う子どもたちの成長を願い、日々泣き笑いの中で保育をしております。
この度、理事として参加させて頂く事になり、微力ながらも諸先輩方にご指導頂
きながら頑張っていきたいと思っています。保育情勢が変換期を迎える今、同じ
保育士目線で会員の皆様と更に成長していけたらと願っております。よろしくお願
い致します。

○理事 青木 恵里佳
東京 子供の家愛育保育園
この度、理事に就任致しました青木恵里佳と申します。私は、路面電車の走る
町・荒川区にある子供の家愛育保育園に勤めております。保育士協会の理事と
しての職務に尽力し、より良い保育を目指し様々なことを勉強させていただけ
ればと思います。分からないことも多くあると思いますが、先輩方のご指導を
賜り、会員の皆様のお役に立つことが出来たらと思いますので、よろしくお願
い致します。
○理事 佐藤 駿
東京（多摩） 貫井保育園
このたび、理事に就任させていただくことになりました佐藤駿と申します。
東京都の小金井市という川や緑がたくさんある自然の中で子どもたちと一緒に
日々過ごしています。保育士になって４年目ということもあり、まだまだ分か
らないことが多くあるかと思いますが、一生懸命取り組み、先輩の諸先生方に
ご指導いただきながら、少しでも力になれるよう頑張っていきたいと思ってお
りますので、どうぞよろしくお願いします。
○理事 後藤 貴哉
茨城 大宮聖愛保育園
今年から、理事として就任する事になりました、後藤貴哉と申します。
「楽しい」という気持ちに対して、子ども達は、正直でどん欲な姿勢を見せま
す。そんな子ども達に常に寄り添う立場である我々保育士は、どのように「楽
しい」という気持ちを提供し続けていくのか皆様と一緒に考えていければいい
な、と思っています。
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「保育士不足が保育現場に与える影響について」
の調査報告書発刊にあたって 日本保育士協会調査研究部

私達、日本保育士協会調査研究部は、平成 24 年度より 2 年間にわたり、東京成
徳大学准教授の塩谷香先生、お茶の水女子大学大学院の井上眞理子先生にご指導、
ご協力を賜りながら、
「保育士不足が保育現場に与える影響について」をテーマに、
調査及び研究をして参りました。
年々深刻化の一途を辿っている保育士不足。
その
危機的状況については、マスコミでも大きく取り上げられています。
保育士不足の
解消は、
今や保育行政における喫緊の課題と言えましょう。
今、何故、保育士が足りないのか？そして、保育士不足が現場にどのような影響を
与えているのか？日本保育士協会会員園の皆様にアンケートにご協力を頂き、現場
の実態を調査しました。
皆様からお寄せ頂いたアンケートの自由記述欄には、予想
を遥かに超える数のご意見があり、改めて現場の逼迫した状況を目の当たりにしま
した。
私達は、皆様から頂いたデータと貴重なご意見を一つ一つ検証し、保育士不足
の実態を明らかにし、その本質、さらに今後の課題について研究して参りました。
そ
の研究結果をまとめ、この度、
「調査報告書」
として発刊し、既に会員園様にお送りさ
せて頂いたところであります。
早速、会員の皆様から多くのご意見やご感想、さらには激励のお言葉を頂き、その
反響の大きさにスタッフ一同、驚くと共に、感謝の気持ちでいっぱいでございます。
この冊子がより多くの人の目に留まり、保育士不足を解消するための材料の一
つにでもなれば幸いです。
最後になりましたが、この調査研究にご尽力を頂きました、東京成徳大学塩谷香
先生、お茶の水女子大学大学院井上眞理子先生、日本保育協会今井豊彦氏、そして、
お忙しい中、
本調査にご協力を頂きました会員園の皆様に深く感謝申し上げます。
私達、日本保育士協会調査研究部は、平成
26 年度も引き続き、保育現場の立場から保
育、及び保育士の実態を調査、研究し、微力
ながらも保育現場の向上を目指して活動し
て参りたいと思いますので、今後とも会員
の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。
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平成25年度決算報告

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（単位： 円）
第１１期
科目

理事会（書面）

平成25年
４月23日（火）
平成25年
６月15日（土）
平成25年
11月14日（木）
平成26年
１月25日（土）
平成26年
２月21日（金）

（ 平成 ２５年４月 １日〜
平成 ２６年 ３月３１日 ）

【 収入 の部】
会費収入
研修会参加費
集金事務費収入等
受取利息

第1回理事会
第2回理事会
第3回理事会

当期収入合計

第4回理事会

前期繰越収支差額
収入合計

60 ,43 2,5 80
71 6,0 00
1 ,51 4,2 49
1,9 94
62 ,66 4,8 23
6 ,72 6,8 22
69 ,39 1,6 45

【 支出 の部】
管理事務費
人件費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
消耗品費
リース 料
家賃
会員登録費
支払手数料
補助金
報酬他
事業費
謝金
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
会場経費等
業務委託費
教材費
保険料
広告料他

平成26年
５月９日（金）

平成25年
６月15日（土）

2013年度（第１回）研修会 （パソコン）
場所：東京都 ヒューマック恵比寿ビル

平成25年11月
15日（木）、16日（金）

第９回日本保育士協会・実践研修会
場所：東京都 浅草ビューホテル

平成26年
１月25日（土）

2013年度（第２回）研修会
場所： 横浜市 ヨコハマプラザホテル

平成25/5/10．7/5．9/6．
平成26/1/10
平成25/7/30．9/13．11/14

・協賛事業

日本保育協会青年部HUGプロジェクト
「福島の子ども達を放射線量の低い地域
へ招き ～おそとにとびだせ！Ｉｎ栃木～」
イベントに協賛

当期支出合計額

17 ,73 9,4 28
5,464 ,2 85
3,112 ,9 40
1,202 ,2 71
623 ,1 44
671 ,6 28
725 ,5 50
3,091 ,8 69
1,495 ,1 09
605 ,3 10
500 ,0 00
247 ,3 22
42 ,19 9,0 98
847 ,8 36
33 ,0 20
3,757 ,6 39
2,783 ,7 88
3,173 ,4 77
717 ,2 50
260 ,4 60
3 0,042 ,3 10
583 ,3 18
5 9,938 ,5 26

当期収支 差額

2 ,72 6,2 97

次期繰越収支差額

9 ,45 3,1 19

平成26年度 日本保育士協会研修会予定表
開催場所
2014年度（第１回）

開催日
内容
開催場所

2014年度（第２回）

開催日
内容

大募集

福岡市：アークホテルロイヤル福岡天神
平成26年11月８日（土）
講演と実技
東京都：都市センターホテル
平成27年１月24日（土）
講演と実技

あなたの園の自慢給食・自慢おやつ・自慢写真・自慢作品に自慢話…何でも募集中！
日本保育士協会まで、郵送・FAX・メールなんでも結構です。
※ご応募いただいた方には粗品をお送りします。

〒102-0083

日本保育士協会

東京都千代田区麹町3-5-1
全共連ビル麹町館6Ｆ
TEL 03-5276-3851
FAX 03-3265-8885
ホームページアドレス http://www.hoikushi-kyo.jp/
Eメールアドレス hoikushi-kyo@hbvw.ftbb.net

