令和元年6月28日

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
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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、木育に関心のある方や保育士、幼
稚園教諭の方などを対象に、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。

スケジュール
回

日

場所

講師

講座1

講座2

定員

第1回

7/13(土)
石川県森林公園
10:00～15:00 インフォメーションセンター

埼玉大学教育学部
教授 浅田 茂裕氏

「遊び込む」木育

日々の保育計画の視点

40名

第2回

9/28（土） 石川県森林公園
10:00～15:00 インフォメーションセンター

きまま工房・木楽里
代表 井上 淳治氏

人と森林、生活と木

ワークショップ

40名

第3回

11/9（土） 石川県森林公園
10:00～15:00 インフォメーションセンター

NPO法人もあなキッズ自然楽校
～森のようちえんの実践～
代表 関山 隆一氏

フィールドワーク＆座学

40名

埼玉大学教育学部
教授 浅田 茂裕氏

新しい木育を考える

80名

12/7(土)
石川森林文化ホール
第4回 13:00～17:00
１Ｆ 多目的ホール
【公開講座】
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実践事例から学ぶ

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
その他参考事項
いしかわ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。

（

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）

いしかわ森林環境基金事業
もくいく

「木育」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？

今年も全国各地で活動されている
方々を講師にお招きして､全�回の
セミナーを開催します。
講義だけでなく、実際に石川県の
木材を使って木製品を製作するな
どのワークショップも行います｡ 興味
のある回のみの参加もできますよ。

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、
木育に関心のある方､一緒に学ん
でみませんか？

2019.7～12

【お申込・お問合せ先】

いしかわ木育セミナ ー
対 象：木育に関心のある方、保育士、幼稚園教諭
参加費：無料
回

�

日 時
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申込：先着順

場 所

石川県森林公園
インフォメーションセンター

講 座 �

石川県木材利用推進協議会
〒��������
石川県金沢市東蚊爪町�丁目��番�
��� ������������
��� ������������
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講 座 �

「遊び込む」木育

日々の保育計画の視点

保育の中心「遊び」｡木育では「遊び込

「遊び込む」をキーワードとして、日々の

む」ことが最も大切です。アクティビティを

保育における木育について､計画立案､

体験しながら、木育の基礎を学びます。

保育者の視点について学びます。

定員�名�

４０

埼玉大学教育学部教授 浅田 茂裕氏

２
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石川県森林公園
インフォメーションセンター

人と森林、生活と木

ワークショップ

なぜ､いま「木育」が必要なのか？

保育園や幼稚園での活動に活かせる

林業家の立場から、わかりやすくお話し

よう、森林や木材を使って身近に感じ

ます。

られる木育を体験を通して学びます。

４０

きまま工房・木楽里 代表 井上 淳治氏

３
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石川県森林公園
インフォメーションセンター

～森のようちえんの実践～

フィールドワーク＆座学

木育は子どもだけでなく大人にも大切な

屋外での活動を行う上でのリスクマネー

こと。自然の中で、子どもと保育者が育

ジメントについて学びます。木育と地域

ちあう善さとは�一緒に考えてみましょう｡

に根差した実践活動を考えます。

４０

���法人もあなキッズ自然楽校 代表 関山 隆一氏
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【公開講座】

石川森林文化ホール
１Ｆ 多目的ホール

実践事例から学ぶ

新しい木育を考える

前�回までの内容を総括し、石川県内

木育のさまざまな事例、玩具、遊具などをも

の実践事例をもとに、保育活動、実践

とに、新たな木育アクティビティ、保育計画に

活動としての木育について考えます。

ついて参加者全員で考えます。

埼玉大学教育学部教授 浅田 茂裕氏
主催：石川県木材利用推進協議会 共催�石川県森林組合連合会 後援：石川県社会福祉協議会保育部会

８０

FAX：０７６－２３７－６００４
参 加 申 込 書
下記にご記入または○をつけて下さい。

･保育士

氏

〒

区分

ふりがな

名

住 所

・幼稚園教諭
・その他

施設名

TEL

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

FAX

参加希望講座

第1回

第2回

第3回

携帯

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。
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】
第1回・第4回

第2回

埼玉大学教育学部

きまま工房・木楽里(きらり)

教授 浅田 茂裕氏

代表 井上 淳治氏

第3回

NPO法人もあなキッズ自然楽校
代表 関山 隆一氏

1966年熊本県生まれ｡

1960年埼玉県生まれ。

1971年神奈川県生まれ。

大学教育として木材利用、木材教育の研究、

東京農業大学林学科卒。

1998年ニュージーランドにわたり国立公園に

実践を進める傍ら、NPO法人木づかい子育て

卒業後、家業の林業に従事する。

て現地ガイドとして働く｡その後パタゴニア日本

ネットワークを立ち上げ、木育・森育楽会の設

1997年木材の普及と地域材の有効活用を

支社を経由し､2004年に帰国後アウトドア

立、子育て支援施設“Woods-on”(浦和市)

目的に「きまま工房・木楽里(きらり)」を開設｡

オペレーターの事業を立ち上げ、2007年NPO

の設置、学校、幼稚園などへの出前授業をは

林業経営者であり木楽里のマスターとして木

法人もあなキッズ自然楽校設立。森のようち

じめ、講演活動、各種イベントへの参加、木育

工指導も行っている。

えんや自然体験活動を通して、子ども達のへ

ツール開発などを通して木育の普及・啓発に努

2007年から本格的に木育に取り組む。

の健全育成活動及び自然保育や木育を推

める。

毎年、10園を超える保育園、幼稚園の子ど

進する活動に力を注ぐ。

林野庁が進める木育推進委員の一人。

もたちや親子を対象に木育を実践し、森林の

NPO法人森のようちえん全国ネットワーク連

九州大学大学院農学研究科｡博士(農学)を

大切さ、木の素晴らしさを伝えている。

盟副理事長。東京都市大学人間科学部

取得。

児童学科非常勤講師。

【受講証書発行制度がスタート！】
全４回のセミナーを受講された施設（保育園、幼稚園など）には、「受講証書」を発行しています！
「受講証書」が発行された施設は、石川県木材利用推進協議会が管理する「木育おもちゃ」を無料で借りることが
でき、各施設で継続して木育活動に取り組むことができます。（詳細は「木育おもちゃ貸し出し要領」によります）

木育セミナー実施写真（H30）

