第54回 全国保育団体合同研究集会 in 高知

つながろう
語ろう、
学ぼう、
子どもの命と育ちと
平和のために

ごう けん

1 9 6 9 年からつ づく合 研 集 会
は、保育者、保護者、研究者など
子どもにかかわる人たちが 創
り、運 営 する集 会 で す 。ぜ ひ
いっしょに学び、交流しましょう。

会場参加もできます。
感染状況により、開催方法・内容を変更する場合が
あります。合研特設サイトでご確認ください。

8月20日（土）、21日（日）

2022年
会場

高知県高知市本町 4丁目3-30 （JR高知駅から、
とさでん交通路面電車「はりまや橋」下車
→「鏡川橋、朝倉、
いの方面行き」
に乗り換え
「県庁前」下車）
12：00

8/20

［日］

10：00

13：00

16：30

受付

［土］

8/21

Live 配信

高知県立県民文化ホールほか

〒780-0870

イラスト・近藤理恵

※

※

昼休憩

講座など

11：30

開会行事、保育・子育てフォーラム
講座など

12：30

開催地企画、記念講演
14：00

14：30

16：30

※分科会は 8/6〜21の期間中にすべてオンライン開催（Zoom）です。──詳しくは④ページ

〔録画配信〕9月5日
（月）〜25日
（日）予定

参加費……6,000円（学生4,000円）
この集会は、みなさんの参加費で運営しています。

主催

後援

集会要綱代・送料含（事前にお送りします）

第54回 全国保育団体合同研究集会実行委員会

〈全国団体〉全国保育団体連絡会、
全国障害者問題研究会、
全国福祉保育労働組合、
全日本民主医療機関連合会、
全国学童保育連絡協議会、
全国幼年教育研究協議会、
全国保育問題研究協議会、
全国子どもと保育の明日を語る連絡会、
日本医療労働組合連合会、
日本自治体労働組合総連合、
保育のうたごえ協議会、
新日本婦人の会、
赤ちゃんの急死を考える会、
全国民間保育園経営研究懇話会、
全国小規模型保育連絡会、
家庭的保育全国連絡協議会
〈地域団体〉全国47都道府県の地域実行委員会
高知市、
室戸市、
南国市、
土佐市、
須崎市、
宿毛市、
香南市、
香美市、
東洋町、
奈半利町、
馬路村、
芸西村、
本山町、
大豊町、
土佐町、
大川村、
仁淀川町、
佐川町、
いの町、
越知町、
檮原町、
日高村、
四万十町、
大月町
（4月19日現在）

第54回 合研集会に関する情報は合研特設サイトをご覧ください（随時更新中）
https://hoiku-goken.org

全国保育団体合同研究集会実行委員会

〒162- 0837 東京都新宿区納戸町 26 - 3 全国保育団体連絡会内
TEL 03 - 6265 - 3171 FA X 03 - 6265 - 3230
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8月20日（土） 高知県立県民文化ホール
開 会

保育・子育て
フォーラム

（敬称略）

13：00〜16：30

高知実行委員会によるオープニング

未来に向かってつながろう うたっておどって

Live/録画配信

ルンルンルン

コロナ禍で考える 今、保育・子育てで大切なこと

─ すべての子どもが安心して育つために、
大人が声をかけあい、
つながろう！
◉保育労働の現状と子どものための保育制度・政策……蓑輪 明子（名城大学）
◉私たちが大切にしたい
「みんなで創る」保育……長瀬 美子（大阪大谷大学）
◉保育における保護者の位置づけを問い直す……岩狹 匡志（全国保育団体連絡会副会長）
◉地域に根ざした保育と運動を車の両輪に……国沢 マキ（高知・保育者）
◉身近な問題から、
明日の社会を考える……中西 新太郎（元関東学院大学）
実践報告：コロナ禍のなかで模索し、職員と保護者がいっしょに
考え、創ってきた保育実践や保育運動を報告します。

8月21日（日） 高知県立県民文化ホール、商工会館ほか
保育・子育て講座

午前 10：00〜11：30／午後 12：30〜14：00
テーマ

午
前

1

ゼロ、
１、
２歳児の発達と保育

師

名

いやいや、泣きやまない、どうしたらいい？

清水 玲子（元帝京大学）

午
前

夢中になってあそび込む保育を

田中 浩司（東京都立大学）

午
後

学童期・思春期を見通して幼児期に大切にしたいこと

長瀬 美子（大阪大谷大学）

午
前

保育・子育てのノロイをちょっぴりほどく

赤木 和重（神戸大学）

午
後

あなたの悩みはわたしの悩み

滝口 圭子（金沢大学）

親子であそぼう・おとなもあそぼう

ただじゅん（舞台実演家）

4 午
後

─乳児期を中心に 大人が「困る」行動を子どもの側から考える

─幼児期を中心に あそびの意味と実践の視点を考える

─『ちいさいなかま』Live

会場

小川 絢子（名古屋短期大学）

─子どもの育ちに学ぶ

午
後

2

3

講

Live/録画配信

保育・子育てをみんなで考えよう

─ただじゅんのあそびっこ！

県民文化ホール
（グリーンホール）

商工会館

平松 知子（熱田福祉会）

実技講座 午前 10：00〜12：00（9：30〜受付）
音楽で育つ─うたとリズム 会場：四万十町・高知県立窪川高校体育館
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県民文化ホール
（オレンジホール）

商工会館
配信なし

配信なし

開催地企画

14：30〜14：55

Live/録画配信

会場：高知県立県民文化ホール

朗読劇「平和でなければ保育はできない」 高知実行委員会
─はちきんといごっそうが創りあげた高知の保育運動の歴史

記念講演

15：00〜16：15

Live/録画配信

会場：高知県立県民文化ホール

日本ってどんな国？

スゴイ国？ 普通の国？ やばい国？
─ケアレスな日本の状況をふまえ、社会を結ぶために必要なこと

本田 由紀 （東京大学大学院）
徳島県生まれ、香川県育ち。専門は教育社会学。教育・仕事・家族という３つの社会領域間の関係に関する実証
研究、特に教育から仕事への移行をめぐる変化について指摘を行っている。
「少人数学級を求める署名」呼びかけ人の一人。 主な著書に、
『 社会を結びなおす』
（岩波ブックレット）
、
『「日
『 保育の質を考える』
（共著、
明石書店）
ほか。
本」
ってどんな国？』
（ちくまプリマー新書）、

❖録画配信（9/5〜25 予定）

8/20・21の録画映像と録画配信限定講座を配信します

● 録画配信限定講座（各60分程度）
1

「気になる子」
が変わるとき─困難をかかえる子どもの発達と保育

木下 孝司（神戸大学大学院）

2

じょうずにたべる、
たべさせる─摂食機能の発達と援助

山崎 祥子（らく相談室）

3

保育の安全と子どもの命を守る職員集団づくり

寺町 東子（弁護士）

4

保育制度・政策 情勢講座─コロナ後にどんな保育制度を展望するのか

中山 徹（奈良女子大学）
大宮 勇雄（元福島大学）

5

やさしい保育制度・運動入門講座

保育研究所「入門講座」
プロジェクトチーム

6

へいわってどんなこと？─絵本で伝えたい

いのち・へいわ・けんり

ほか

浜田 桂子（絵本作家 ・ 画家）

オンライン参加方法（動画の視聴方法）
Live/録画配信企画は、
『 合研特設サイト』
（https://hoiku-goken.org）の参加者専用ページから視聴でき
ます。インターネットに接続できるPCやスマートフォンでアクセスしてください。
※参加者専用ページに入るには、パスワードが必要です
（申込み完了後に送付される集会要綱に記載）
。
※視聴にあたって登録やダウンロードは必要ありません。
★開催地・高知会場のほかにも、都道府県ごとに「みんなでLive配信を視聴する会場」の設置を検討していま
す。詳しくは、⑥ページの申込み先にお問い合わせください。あわせて、園や地域でも、いっしょに視聴し、学び
語りあえる場をつくりましょう。
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オンライン分科会 ８/6、7、11、13、14、21いずれかの日程で開催
Zoomを使用して、実践提案をもとに参加者全員で討議します（各分科会、定員30枠）。
各分科会の開催日程等は、合研特設サイトでご案内します。

定員制
録画配信なし

参加には、合研集会の申込みとは別に、当該分科会への申込みが必要です。

分科会名

分科会名

働くことと子育て

子どもの生活と異年齢保育

保育園・幼稚園の保護者会活動

子どもの生活と身体づくり・運動あそび

ゼロ歳児の保育

美術・造形活動

１歳児の保育

子どもの生活と音楽

２歳児の保育

保育園の子育て支援活動

３歳児の保育

保育要求実現と国・自治体に対する運動

４歳児の保育

小規模保育事業の現状と課題

５歳児の保育

院内・職場保育所の運営と運動

障害のある子どもの保育

家庭的保育の現状と課題

子どもの健康と保健活動

過疎地の保育

子どもの発達と給食

公立保育所の統廃合・民営化について考える

ゼロ・１・２歳児のあそびと生活

保育者の処遇改善と保育内容の向上

3・4・5 歳児のあそびと生活

民間保育園の経営と運営

絵本・ごっこあそび・劇あそび

特別分科会

保育施設での事故から考える

子どもの生活と集団づくり

特別分科会

乳幼児期の性と保育

各分科会の申込み受付：7月2日（土）14：00 〜
【申込み方法】

合研集会への参加申込みをすませたうえで、当該分科会にお申込みください。
※１つの分科会へ複数名で参加の場合、申込みは代表者のみ。
各分科会、定員枠に達した時点で締切ります。

①合研特設サイト（https://hoiku-goken.org）の「オンライン分科会」ページにアクセスし、希望する分科会の
「申込み」ボタンをクリックする。
②申込みフォームの必要事項（都道府県/代表者名/所属/担当クラス/メールアドレス*/当日連絡のつく電話番
号）
を入力して「送信」をクリックする。 ＊メールアドレスは、必ずケータイメール以外のものを入力してください。ア
ドレスの最後が、
@docomo.ne.jp や ＠ezweb.ne.jp などになっているものは避けてください。
③ forms-receipts-noreply@google.com から自動返信メールが届いたことを確認して、申込みフォームを閉
じる。 ※しばらくしても届かない場合は、
アドレスが間違っているかフィルターでブロックされているので、申込み
フォームの「回答の編集」
をクリックして修正、
または別のメールアドレスを入力してください。
どうしてもメールが届かな
い場合はTEL 03-6265-3171へお問い合わせください。

【申込み前にご確認ください】
●分科会は、合研実行委員会を構成する団体が分担して運営します。申込み時に入力された情報は、分科会の
運営・連絡のため、当該分科会の運営を担当する団体と共有します。
●定員30枠ですので、なるべく園や地域でまとまってご参加ください。1つの分科会につき、同じ保育園から複
数の申込みがあった場合、1枠にしぼります。
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申込み方法

申込み締切

7月20日
（水）

申込み受付は都道府県ごとに行います（ ⑥ ページの「申込 み 先 」参 照）
。

申込みから参加までの流れ
①「参加申込み書」
に必要事項を記入のうえ、
各都道府県の申込み先に送る
（FAX送信、
郵送など）
。
② 参加費を、各都道府県の申込み先へ入金する。
……………申込み先に振込口座の記載がない場合は、
「参加申込み書」
に参加費を添えてお送りください。
③ 8月上旬ごろ
『第54回合研集会要綱』
をお送りします。集会要綱が届いたら視聴方法を確認し、
テストしてください。

参加方法

【会場参加】➡ 集会要綱を持って会場へおこしください。

【オンライン参加】➡ 集会要綱の案内にしたがって合研特設サイトの
「参加者専用ページ」
にアクセスして視聴してください。

キャンセル…………7月30日
（土）
までに連絡があった場合に限り、返金いたします。
キ リト リ

第54回 全国保育団体合同研究集会

参加申込み書

受付番号欄は記入不要

※コピーをとってご記入ください。必要事項は○で囲んでください。
受付番号※

都道府県

氏名
（フリガナ）

保育者・保護者・研究者・学生
その他（

）

TEL（職場・自宅）

集会要綱送付先住所（職場・自宅）

〒

FAX
（現時点での予定を教えてください）
『合研報告集』 8月20日、21日の参加方法

所属団体・職場・園名

要・不要

参加費（

円）+『 合研報告集

■第54回 合研集会報告集

（
』

定価1,000円
（12月末発行予定）

会 場
円）

・

オンライン

= （

円）

臨時保育所、弁当、宿泊の斡旋はありません

全体会や、
オンライン分科会の記録、集会のようすがわかる写真などを掲載。事前申込みの場合、送料無料でお届けします。

全国保育団体連絡会

保育者と父母を結ぶ雑誌

事務局員募集

ちいさいなかま

あなたもいっしょに
合研をつくりませんか？

『ちいさいなかま』は合研集会から生まれました。保育
者・園の職員､保護者の思いがいっぱいつまった月刊
誌です。子育てや保育、仕事、保育制度のことなどを
いっしょに学び、交流しませんか？
●A5判 ●毎月28日発売 ●定価440円
編集：全国保育団体連絡会
発行：ちいさいなかま社

おすすめ
します！

募集要綱は
こちらを
ご覧ください。
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申込み先
都道府県

北海道
青森県
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
東京都

団体名・住所・郵便振替

参加申込みの受付は、各都道府県ごとに行っています。

TEL

北海道保育団体連絡会 011-742-4876

FAX

都道府県

011-742-3028

大阪府

青森保育団体連絡会

0172-87-5759

左記同じ

兵庫県

秋田県実行委員会

018-834-3429

018-836-3424

京都府

岩手県保育連絡会

019-663-2217

019-663-2256

滋賀県

宮城県保育関係団体連絡会

022-298-3711

左記同じ

奈良県

山形県保育関係団体連絡会

023-633-3789

023-633-3706

和歌山県 和歌山県保育運動連絡会

福島県保育連絡会

024-544-0766

024-546-2843

岡山県

東京都保育問題協議会 03-6265-3830 03-6265-3831

広島県

〒065-0015 札幌市東区北15条東７丁目1-10 光星はとポッポ保育園内
郵便振替 ０２７８０−０−６９０７０ 北海道保育団体連絡会
〒036-8233 弘前市山崎2-5-8 色摩明子方
郵便振替 ０２２６０−４−６７５５０ 青森保育団体連絡会
〒010-0041

秋田市広面字釣瓶町71-4 こばと保育園内

〒020-0105 盛岡市北松園４-１-５ 北松園風の子保育園内
郵便振替 02210−4−124253 岩手県保育連絡会

〒983-0047 仙台市宮城野区銀杏町7-6 乳銀杏保育園内
郵便振替 ０２２８０−９−６４３４ 宮城県保育関係団体連絡会

〒990-2401 山形市大字平清水字福ノ神451-11 たつのこ保育園内
郵便振替 18500−22224321 山形県保育関係団体連絡会
〒960-1103 福島市平石字堰ノ上34 さくらみなみ保育園内
郵便振替 18280−32403851 福島県保育連絡会
〒162-0837 新宿区納戸町26-3 保育プラザ301
郵便振替 ００１４０−１−５８５５７ 東京都保育問題協議会

神奈川県 神奈川県保育問題協議会

045-620-0492

埼玉県

山口県

埼玉県保育問題協議会 048-831-8866 048-711-6688

鳥取県

千葉県

千葉県保育問題協議会 047-424-8102 047-424-8108

島根県

茨城県

茨城保育運動連絡会

029-847-6185

029-847-5329

香川県

栃木県

とちぎ保育連絡会

028-682-9957

028-682-9969

愛媛県

群馬県

群馬県保育問題連絡会 0276-74-4761

0276-74-4776

徳島県

山梨県

山梨保育運動連絡会

055-252-3666

055-252-3667

高知県

長野県

長野県保育問題連絡協議会

0268-23-0503

0268-26-4553

福岡県

新潟県

子育て・保育ネットワークにいがた

0256-88-2286

0256-88-2983

佐賀県

静岡県
愛知県
岐阜県
三重県
石川県
富山県
福井県

〒338-0012 さいたま市中央区大戸6-7-19 ふじマンション101
郵便振替 ００１８０−１−７４１９１７ 保育合研埼玉県実行委員会
〒273-0005 船橋市本町3-4-3 千葉保育センター内
郵便振替 ００１１０−５−４０６８６ 千葉県保育問題協議会
〒300-2662 つくば市下河原崎4-208

島名杉の子保育園内

〒329-1332 さくら市蒲須坂595-2 アップル保育園内
郵便振替 ００１７０−０−４０９２５７ とちぎ保育連絡会

〒374-0004 館林市楠町1943-1 ももの木保育園内
中央労働金庫 舘林支店1819306 ももの木保育園職員会会長 河原裕子
〒400-0025 甲府市朝日2-3-16 つくし保育園内

〒386-0005

上田市古里824-8 あゆみ保育園内

〒959-0438 新潟市西蒲区下山408 鎧郷保育園内
郵便振替 ００５６０−０−３８１９９ 子育て・保育ネットワークにいがた

静岡県保育団体連絡会 054-663-4382 左記同じ

長崎県

愛知保育団体連絡協議会 052-872-1971

熊本県

〒420-0871 静岡市葵区昭府１丁目20-33 まつぼっくり内
郵便振替 00870−4−95111 静岡県保育団体連絡会

052-872-1974

〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町9-7 労働会館東館308
郵便振替 ００８9０−３−13878 愛知保育団体連絡協議会

岐阜県保育団体連絡会 0573-66-1533 0573-66-1748

〒508-0045

中津川市かやの木町2654-1 かやの木保育園内

TEL

FAX

06-6763-4381

06-6763-3593

〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目2-2-202
郵便振替 ００９８０−５−３１８ 全国合研大阪実行委員会

兵庫県保育所運動連絡会 078-361-4089 078-361-4090

〒650-0017 神戸市中央区楠町5丁目2-9
郵便振替 ０１１８０−１−６１４６ 兵庫県保育所運動連絡会

京都保育団体連絡会

075-801-8810

075-822-6220

滋賀保育運動連絡会

0748-72-4960

0748-72-4965

〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町30-2 ラボール京都５階
郵便振替 ０１０７０−１−３３４４ 京都保育団体連絡会
〒520-3233 湖南市柑子袋1089-1 甲西あかつき保育園内
郵便振替 １４６４０−２２２４２４６１ 滋賀保育運動連絡会

奈良県保育運動連絡協議会 0743-55-5460

左記同じ

〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所市職員労動組合内
郵便振替 ００９００−１−３３０３１５ 奈良県保育運動連絡協議会

0737-62-4997

0737-64-1830

〒643-0002 有田郡湯浅町青木564-1 ひまわり保育園内
郵便振替 ００９６０−８−２９７３９７ 和歌山保育運動連絡会

045-620-0493

〒 231-0032 横浜市中区不老町3-12-9-703 加瀬ビル201
郵便振替 ００２８０−０−４５７０ 神奈川県保育問題協議会

団体名・住所・郵便振替

大阪保育運動連絡会

大分県

岡山県保育団体連絡会 086-226-3488 左記同じ

〒700-0905 岡山市北区春日町4-26 地方自治会館内
郵便振替 ０１２００−０−３１８０ 岡山県保育団体連絡会

広島県保育団体連絡会 082-247-1865 082-247-1870

〒730-0051 広島市中区大手町5丁目16-18 広島保育センター内
郵便振替 ０１３００−３−８４３５ 広島県保育団体連絡会

山口県保育連絡会

083-972-7066

083-972-7086

鳥取の保育を考える会

0858-34-2719

左記同じ

しまね保育連絡会

0852-37-0200

0852-37-0255

香川保育問題連絡会

087-831-5136

087-831-5152

〒754-0031 山口市小郡新町２丁目５-１ たんぽぽ保育園内
郵便振替 ０１５８０−５−１０１０９ 山口県保育連絡会
〒689-0601 東伯郡湯梨浜町泊711 石井由加利方
郵便振替 ０１４３０−６−２００２４ 鳥取の保育を考える会

〒690-0025 松江市八幡町263-12 わかたけ保育園内
郵便振替 15380−7768031 しまね保育連絡会
〒760-0072

高松市花園町1丁目9-32 こぶし花園保育園内

愛媛保育問題連絡協議会 0897-32-4647 0897-32-4655

〒792-0802

新居浜市新須賀町3-4-5

徳島保育団体連絡会

朝日保育園内

088-625-5100

088-625-5745

〒770-0807 徳島市中前川町4丁目11 すぎの子保育園内
徳島大正銀行 渭北支店
（普）
5465691 徳島保団連

高知県保育運動連絡会 088-822-4384 左記同じ

〒780-0850 高知市丸ノ内2-1-10 高知城ホール3階
郵便振替 ０１６９０−６−１３４８９ 高知県保育運動連絡会

福岡県保育センター

092-761-5234 092-781-1995

佐賀保育を考える会

0952-55-9220

0952-55-8250

保育ネットながさき

095-839-0283

095-839-0017

熊本保育連絡会

096-365-4150

096-365-4339

大分保育連絡会

097-547-2011

097-547-2015

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目1-26 アロー103号館307
郵便振替 ０１７５０−８−２０８１７ 福岡県保育センター

〒842-0192 神埼郡吉野ヶ里町三津160 肥前精神医療センター しらゆり保育園内
郵便振替 １7７５０−18067731 サトウノリコ
〒851-0121 長崎市宿町150-1 つばさ保育園内
郵便振替 １７６８０−２−１３８３９２１１ 保育ネットながさき

〒862-0906 熊本市東区広木町29-35 さくらんぼ保育園内
郵便振替 17110−11825831 建川美徳
〒870-0855 大分市豊饒2-4-48 コスモスこども園内
大分信用金庫光吉支店 ００８１２８６ 大分保育連絡会

首藤真由美

三重県保育団体連絡会 059-382-5409 059-369-1938

宮崎県

0985-39-5400

0985-39-5450

石川保育運動連絡会

076-262-5016

076-262-8316

鹿児島県 子育てネットワークかごしま 0996-25-1528

0996-29-3400

富山保育連絡会

076-444-5687

076-444-5668

沖縄県

〒513-0818 鈴鹿市安塚町331-74 ぐみの木ほいくえん内
郵便振替 ００８８０−１−３３１１７ 三重県保育団体連絡会
〒920-0965 金沢市笠舞3-8-41 あゆみ保育園内
郵便振替 １３１４０−３５２７４１ 石川保育運動連絡会
〒931-8501

富山市豊田町1-1-8

富山協立病院 こばと保育園内

福井県保育団体連絡会 0776-24-3584 0776-24-0095

〒910-0026 福井市光陽2丁目23-25 ゆきんこ光陽こども園内
郵便振替 １３３９０−１６０５３９１ 福井県保育団体連絡会

全国実行委員会

宮崎保育団体連絡会

〒880-0037 宮崎市南方町御供田1191 南方保育園内
郵便振替 １７３3０−1698171 宮崎保育団体連絡会
〒895-0072

薩摩川内市中郷町5629

沖縄保育問題研究会

〒904-0033

共同保育所ひまわり園内

098-933-1002

沖縄市山里1-18-18 こばと保育園内

098-932-7487

地域で視聴会場を設定する場合があります。
詳細は各地域申込み窓口におたずねください。

〒162-0837 東京都新宿区納戸町26-3 全国保育団体連絡会内 TEL 03-6265-3171 FAX 03-6265-3230 ホームページ https://hoiku-goken.org

