
平成30年6月20日 
 
平成30年度いしかわ森林環境基金事業「森林への理解を育む木育推進事業」 

 
 

木育セミナーの参加者募集概要 
1 趣旨 
  木育に取り組んでもらうためのきっかけ作りを目的として、保育士等を対象に、木の良さや森

林への理解を育む木育の基礎や、森林の大切さを学ぶためのセミナーを開催する。 
 
2 スケジュール 

 
 
3 参加者募集について 
  募集期間 開催日まで随時（先着順のため、早めに締め切る場合もあります） 
  申込先  石川県木材利用推進協議会 
       ＴＥＬ 076-237-0121 
 
4 その他参考事項 
  石川森林環境基金事業として実施。 

実施主体は、石川県木材利用推進協議会。 
 

回 日 場所 講師 講座1 講座2 定員

第1回

7/21(土)

10:00～15:00

石川県文教会館

4階401・402号室

埼玉大学教育学部

教授　浅田　茂裕氏

子どもの遊びと木育実践①

ワークショップ①

（教育や保育の中で活かす

アクティビティの体験）

40名

第2回

9/1（土）

10:00～15:30

石川県森林公園

インフォメーションセンター

ウレシパモシリ

～保育と自然をつなぐ研究会～

主宰　高橋　京子氏

日々の保育と自然（森）を繋ぐ

木育演習①

（日々の保育と森をつなぐ

ための体験学習）

40名

第3回

11/10（土）

13:00～16:30

金沢大学「角間の里」

KEM工房主宰

木育ファミリー代表

煙山　泰子氏

石川県らしい木育って？

ワークショップ②

（地元の木と親しむ！）

40名

第4回

12/16(日)

10:00～17:00

【公開講座】

石川県文教会館

（調整中）

熊本大学教育学部

副学部長・教授

田口　浩継氏

基調講演

ワークショップ③

（地元の木材を使った木製

品の制作体験）

80名

（ 事 務 担 当 ） 
森林管理課 

森林資源利活用グループ 
西村 亮 

TEL 076-225-1643（内線：4816） 



 

2018.7～12 
いしかわ木育セミナー 
 
 

 

 

                 

「木育
も く い く

」ってどんなこと？ 

最近、耳にすることが増えてきた 

「木育」について楽しく学んでみま 

せんか？ 

 

今回、様々な方面から活動されて

いる方々を講師にお招きして、計

４回のセミナーを開催します。  

セミナーではお話だけでなく、石川

県の木材を使って木製品を製作す

るワークショップも行います。           

もちろん、興味のある回のみの参

加でも構いません。 

 

木育について知りたい、園での保

育に取り入れてみたいと考えている

保育士、幼稚園教諭の方々、木

育に取り組みたい方、一緒に学ん

でみませんか？ 

 

【お申込・お問合せ先】  

石川県木材利用推進協議会 

〒920-0209 

石川県金沢市東蚊爪町 1丁目 23番 1 

TEL 076-237-0121 

FAX 076-237-6004 

http://kizuki.ishikawa-moriren.jp/ 
 

 

回 日時 場所 講座 1 講座 2 定員(名) 

1 
７／21(土) 

10:00～15:00 

石川県文教会館 

4階 401･402会議室 

子どもの遊びと木育実践① 

子どもの育ちを支える木育実践について 

事例をあげてお話しします。 

埼玉大学教授  浅田茂裕氏             

ワークショップ① 

日々の教育や保育の中で活かすアク

ティビティの体験をします。 

埼玉大学教授  浅田茂裕氏 

４０ 

２ 
9／１(土) 

10:00～15:30 

石川県森林公園 

インフォメーションセンター 

日々の保育と自然(森)を繫ぐ 

森を保育にもちこみ､保育を野外に持ち

出す。保育環境作りの組み立て方を学

びます。 

ウレシパモシリ 高橋京子氏 

木育演習① 

どんなふうに日々の保育と森をつなぐの

でしょうか？実際の体験を通して学んで

みます。 

ウレシパモシリ 高橋京子氏 

４０ 

３ 
11／ 10(土) 

13:00～16:30 
金沢大学｢角間の里｣ 

石川県らしい木育って？ 

北海道の木育を学び､｢いしかわ木育｣

の可能性について考えてみましょう。 

屋外で樹木の観察もしてみますよ。 

KEM工房主宰 煙山泰子氏 

ワークショップ② 

地元の木と親しむ！ 

木育ティータイムの後、地元の木でマグ

ネットを作ってみましょう！ 

KEM工房主宰 煙山泰子氏 

４０ 

４ 

12／ 16(日) 

10:00～17:00 

【公開講座】 

石川県文教会館 

（調整中） 

基調講演 

木育プログラムの事例を踏まえた考察と

今後の木育の方向性を探ってみます。 

熊本大学教授 田口浩継氏 

ワークショップ③ 

簡単な道具を使い、地元の木材を使っ

て木製品を作る体験をします。 

熊本大学教授 田口浩継氏 

８０ 

 

対  象：保育士、幼稚園教諭、木育に関心のある方 

主催：石川県木材利用推進協議会 共催:石川県 後援：石川県社会福祉協議会保育部会 

参加費：無料  申込：先着順 

平成 30年度いしかわ森林環境基金事業 



 

 

参 加 申 込 書 

下記にご記入または○をつけて下さい。 

ふりがな  区分 

住 所 

〒 

 
氏  名 

 ･保育士 

・幼稚園教諭   

・その他 

施設名  TEL 
        （     ） 

携帯     （     ） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  FAX         （     ） 

参加希望講座   第 1回    第 2回    第 3回    第 4回     (希望する講座に○印をして下さい。) 

 【ご注意】 既に定員に達している場合は、返信またはご記入いただいたお電話へご連絡いたします。 

        数日経過しても返信または連絡がない場合は、お手数ですがお電話にてお問合せ下さい。 

          ご記入いただくお電話番号は、日中連絡が取れるものを記載下さい。 

              ご都合によるキャンセルや変更の場合は、お早めにご連絡下さい。（連絡先：076-237-0121） 

        お預かりした個人情報については本事業にのみ利用し、第三者に開示するものではありません。 

【講師紹介】 

                              

        

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

FAX：０７６－２３７－６００４ 

第 1回 第 2回 

第 3回 第 4回 

埼玉大学教育学部教授 浅田茂裕氏            

1966年熊本県生まれ｡鹿児島大学教育学部、九州大学大学

院農学研究科修了｡博士(農学) 木材利用と子どもの育ちに関す

る研究を進める｡ 林野庁の木育推進委員の 1人｡木育・森育楽

会の設立､子育て支援施設Woods-on設置など実践､研究成果

を活かした取り組みを進める｡NPO法人木づかい子育てネットワーク

理事長｡ 

ウレシパモシリ～保育と自然をつなぐ研究会～ 高橋京子氏   

1995年頃より自然保育に力を入れている幼稚園の NPO法人に

勤務｡保育に自然をつなぐことの重要性に目覚める。2003年より子

育て環境の整備を目的とした NPO法人設立に参画、同理事に就

任。欧州の保育視察後、自然あそびを保育現場に広めるため、全

国の保育園・幼稚園の先生方を対象とした研究会の主催、自然あ

そび指導者養成研修会を実施。2013年ウレシパモシリ主宰

2017年「決定版！12 か月の自然あそび 87」(新星出版社)著

KEM工房主宰･木育ファミリー代表 煙山泰子氏    

木工デザイナー。北海道教育大卒。1979年に KEM工房を開

設。テーマは「子ども達とかつて子どもだった人への贈りもの」。       

KEM製品は、北海道生まれのクラフトとして長く親しまれている。  

図書館、幼稚園などの空間デザインのほか、2004年の木育プロジ

ェクトに参画してからは、積極的に木育体感プログラムや木育授業な

どに取り組み、最近は「北海道の木育の母」と呼ばれている。       

2008年｢木育の本｣(北海道新聞社)共著。         

熊本大学教育学部副学部長･教授 田口浩継氏    

1960年熊本県生まれ。熊本大学大学院修了。博士(公共政策

学)。幼児から高齢者を対象に、全国各地で年間１万人に木育の

出前授業・講演会やものづくり活動の場を提供。木育推進員養成

講座の講師も務め、9年間に 1,700名の木育の指導員を養成。

日本産業技術教育学会理事。 
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