
東 京 お も ちゃ美 術 館  木 育 推 進 プ ロ ジェクト

お問合せ先
NPO法人　芸術と遊び創造協会　芸術教育学校事務局
〒165-0026　東京都中野区新井2-12-10　電話 050-5528-2030（木・日曜日、祝日以外の9：30～18：00）
URL http://www.artplaylab.jp

2022.4～2023.3

幼稚園・保育園
子育て支援施設に
おすすめ

2022年度

受講生
募集

木育インストラクター養成講座
保育ナチュラリスト養成講座

世界有数の森林大国の《日本》。その日本で生まれた木を保育や子育て、
暮らしに取り入れ、子どもの頃から木と親しむ中で、木とふれあい、木に
学び、木と生きる取り組みが『木育』です。暮らしの文化を木で築き上げ
てきた日本人。その将来を担う子どもたちと木のぬくもりや温かさを肌で感
じ、感性豊かな心を育むことを目指します。

講　師　福島計一（ぎふ県木育推進委員・共育工房IPPO主宰）
長谷川彰（NPO法人岐阜県木育推進協議会・森林文化士）
遠藤智史（森林文化士、学校法人自由学園　環境文化
創造センター所属）

定　員　各30名
受講料　各12,650円（テキスト・教材付）

テキスト：
「幼児の心とからだを育むはじめての木育」

時　間　10:00～16:15

講座番号 開催地 日程 会場
811 東京 5月28日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
812 大阪 7月28日（木） 天満研修センター（大阪市）
813 東京 7月29日（金） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
814 東京 8月20日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
815 東京 10月29日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
816 東京 11月23日（水祝） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
817 東京 2023年1月21日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
818 東京 2月18日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）

樹や木と親しむ　“木育”専門家への第一歩

木育インストラクター 
養成講座

カリキュラム
《木育概論》木育インストラクターはじめの一歩
《木育プログラム体験》知ってほしい樹と木のはなし遊んで楽しむ木育
《木育プログラムの企画・開発》木と暮らす子どもの木育

木育を広め、深める

資格認定
講座

認　定　全課程を修了された方には「木育インストラクター認定証」を発行　　認定機関　NPO法人芸術と遊び創造協会

お 申 し 込 み 方 法

＊領収書がご入用の方はWEB「会員登録」が必要となります。（登録無料）
　登録いただくと、マイページから領収書の発行及び購入履歴の確認が可能です。
・ここでのご登録は『芸術と遊びらぼ』のWEB会員で芸術と遊び創造協会の会員で
はありません
・すでに「芸術と遊び創造協会」の会員の方も、領収書などが必要な方は、
「WEB会員登録」をしてください。

https://artplaylab.jp/nature/　

ホームページ「芸術と遊びらぼ」の木育インストラクター養成講座
及び保育ナチュラリスト養成講座のページよりお申し込みください。
ご入金方法は、クレジットカード・コンビニ・PayPay・郵便振替・
銀行振込からお選びいただけます

木育実践の場として！ 子どもたちの心ゆたかな遊び場・遠足先として！
おもちゃと遊びでワクワクどきどきを生む

各地のおもちゃ美術館へぜひお越しください。

注意事項
•お申し込み後のキャンセルはできません。
•受講料は原則お返しいたしません。但し、代理の方が受講されることは可能です。
•1週間以内に入金がない場合はキャンセルになる場合があります。
•講座当日について
　※当日やむを得ない事情により、講師・講座内容が変更になる場合があります。
　※天災、交通機関のストなどにより、受講ができない場合は、

受講料の返金ができないことをご了承ください。

＊現在、全国各地におもちゃ美術館が広がっています。各々、独自の魅力あふれる美術館を展開しています。

詳細は東京おもちゃ美術館　HPにてご覧ください。
https://art-play.or.jp/area/

都心の歴史的校舎に
子どもたちの声がよみがえる
東京おもちゃ美術館

4月25日開館！ 2000万人が訪れる
商業施設でインクルーシブに挑戦

福岡おもちゃ美術館

世界自然遺産の玄関口
森林公園内のミュージアム

やんばる森のおもちゃ美術館

・明日から始める木育プログラム体験

・ 子どもと楽しむための 
自然感察プログラムの実際

保育ナチュラリストフォローアップ講座

木育インストラクターフォローアップ講座
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講座番号 日程 テーマ

821 8月6日（土）
森を感じ、木と遊ぶための実践講座　
～実際に森で行われているプログラムの事例を学び、木育の必要性を考える
（菅原和利　株式会社東京・森と市庭　営業部長）

822 8月21日（日） 木育製作プログラムを体験。プログラム作りの方法を学ぶ　
楽器を作る、使う　福島計一（ぎふ県木育推進委員・共育工房IPPO主宰）　　

823 2023年1月28日（土）

現場の活動例から読み解く
異業種が繋がり合うことで　広がる木育の可能性　
佐々木友路（ウッドコンシェルジュ三代目合同会社　代表社員）
小島美紅（ラフ・クルー大泉保育園　園長）

木育インストラクターフォローアップ講座

資格を取得したけどうまく実践できず困っている、どんなことから始めれば
いいのかわからない…木育プログラムを実践する中でのさまざまな課題を、
体験を通して解決します。
木育インストラクター養成講座のメイン講師、木育指導の専門家や実践者
とともに、保育の中での『木育』の可能性を探ります。

明日からはじめる 
木育プログラム体験

受講料　7,500円（材料費を含む）
定　員　各20名　　時　間　10:00～15:00
対　象　木育インストラクター・保育ナチュラリスト　木育に興味のある方　　
会　場　東京おもちゃ美術館（新宿区）

子どものための芸術と遊びフォーラム2023
日時：2023年2月　開催予定　
全国の保育者や子どもに関わる方々が集合し、絵画指導、自然あそび、おも
ちゃ遊び、表現あそびの4つの分野について導入のしかた、実践の組み立て
方や展開法等普段現場で行っている実践を具体的に語り合い、共感し合い明
日からの現場につなげるための学び合うセミナーです。

森のめぐみの保育環境セミナー2022
9月10日（土）　都民ホール（東京都新宿区）
受講料　無料/事前申込制
主催　東京都　NPO法人　芸術と遊びの創造協会
「木育ってどんなこと？」をキーワードに専門家からの話や積極的に木育の活
動や自然保育を取り入れている幼稚園や保育園の実践報告を聞いて学び合い
ます。明日からのあなたの園で木育をはじめるための糸口をみつけよう！

＊上記2講座に関しましては詳細が決まり次第「芸術とあーとらぼ」のホームページに掲載します。
URL　http：//www.artplaylab.jp

多様な生物がつながりあって生きている自然。その自然にふれあうことは、
子どもたちの思いやりの心を引きだし、他者への理解と想像力を育みます。
まずは保育者自身が楽しみましょう。実際に都会の公園に出向き、観察や
遊びを通して「子どもたちとの自然のみつけ方・感じ方・接し方」などを体
験し、「自然に強い保育者」を目指します。

講　師　村松亜希子（NPO法人生態教育センター）
佐藤真人（NPO法人生態教育センター）
木下裕美子（NPO法人生態教育センター）
椎名明日香（NPO法人生態教育センター）

定　員　20名
受講料　各13,750円（テキスト・教材付）

認　定　全課程を修了された方には「保育ナチュラリスト認定証」を発行　　認定機関　NPO法人生態教育センター

講座番号 開催地 日程 会場
831 東京 6月4日（土）・5日（日） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
832 東京 7月2日（土）・3日（日） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
833 東京 9月24日（土）・25日（日） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
834 東京 10月8日（土）・9日（日） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
835 大阪 11月19日（土）・20日（日） 堺自然ふれあいの森（堺市）
836 東京 2023年3月11日（土）・12日（日） 東京おもちゃ美術館（新宿区）

「自然好きな子ども」を育むには、まず保育者から！ 
園庭やお散歩コースでは、園の「ナチュラリスト」が大活躍!!

保育ナチュラリスト養成講座

カリキュラム

1日目
13:00～16:00
※832のみ13:30～16:30

《概論》自分の街の自然を知る
身近なものを活用！ 自然観察七つ道具

《ミニ野外実習》体験！ お散歩で簡単自然あそび

2日目
10:00～16:15

《野外実習》体験から身につけよう！ 自然感察
4 4

力
自然の中で遊ぶ時のポイント
自然体験ヒヤリハット 危険な動植物

《室内プログラム》子どもと楽しむ自然物製作

資格認定
講座

＊2日目は集合場所が変わる場合があります。
＊2日目の野外の実習先によって入館料がかかる場合があります（～500円当日支払い）
＊天候その他により、プログラムの変更・中止の場合があります。

＊831～836は同じカリキュラム

日常的に子どもたちと自然を楽しむために場面別のフォローアップ講座をご
用意いたしました。継続的な学びを通して、日々の保育を見直してみませ
んか。資格を取得された方はもちろんのこと、ご興味のある方にもご参加
いただける体験型セミナーです。

受講料　各回5,500円　＊野外の実習先によって入場料がかかる場合があります。（～500円当日支払い）　
時　間　10:00～15:00　　定　員　各20名　　
対　象　保育ナチュラリスト・木育インストラクター　子どもたちの自然とのふれあいに興味のある方

保育ナチュラリストフォローアップ講座

東京都　東京おもちゃ美術館（新宿区）
講座番号 日程 テーマ 講師
841 5月21日（土） 012歳児から育む自然との関りを考える 村松亜希子（NPO法人生態教育センター）

842 7月16日（土） 園庭や飼育等、身近な生き物と親しむ方法を学ぶ　佐藤真人（NPO法人生態教育センター）

843 11月5日（土） 色・形等　自然の多様性に着目した造形あそび 濱下和子（おもちゃコンサルタント、木育インストラクター）
844 12月3日（土） 生き物や自然を楽しむ～冬編 椎名明日香（NPO法人生態教育センター）
845 2023年2月４日（土） 自然あそびの1年間　役割と実践例 戸田了達（妙福寺保育園園長）

千葉県　谷津干潟自然観察センター
講座番号 日程 テーマ 講師
846 10月22日（土） 「生き物観察」からみる自然との関りの大切さとは 永井祐紀（NPO法人生態教育センター）

子どもと楽しむための 
自然感察プログラムの実際
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講座番号 日程 テーマ

821 8月6日（土）
森を感じ、木と遊ぶための実践講座　
～実際に森で行われているプログラムの事例を学び、木育の必要性を考える
（菅原和利　株式会社東京・森と市庭　営業部長）

822 8月21日（日） 木育製作プログラムを体験。プログラム作りの方法を学ぶ　
楽器を作る、使う　福島計一（ぎふ県木育推進委員・共育工房IPPO主宰）　　

823 2023年1月28日（土）

現場の活動例から読み解く
異業種が繋がり合うことで　広がる木育の可能性　
佐々木友路（ウッドコンシェルジュ三代目合同会社　代表社員）
小島美紅（ラフ・クルー大泉保育園　園長）

木育インストラクターフォローアップ講座

資格を取得したけどうまく実践できず困っている、どんなことから始めれば
いいのかわからない…木育プログラムを実践する中でのさまざまな課題を、
体験を通して解決します。
木育インストラクター養成講座のメイン講師、木育指導の専門家や実践者
とともに、保育の中での『木育』の可能性を探ります。

明日からはじめる 
木育プログラム体験

受講料　7,500円（材料費を含む）
定　員　各20名　　時　間　10:00～15:00
対　象　木育インストラクター・保育ナチュラリスト　木育に興味のある方　　
会　場　東京おもちゃ美術館（新宿区）

子どものための芸術と遊びフォーラム2023
日時：2023年2月　開催予定　
全国の保育者や子どもに関わる方々が集合し、絵画指導、自然あそび、おも
ちゃ遊び、表現あそびの4つの分野について導入のしかた、実践の組み立て
方や展開法等普段現場で行っている実践を具体的に語り合い、共感し合い明
日からの現場につなげるための学び合うセミナーです。

森のめぐみの保育環境セミナー2022
9月10日（土）　都民ホール（東京都新宿区）
受講料　無料/事前申込制
主催　東京都　NPO法人　芸術と遊びの創造協会
「木育ってどんなこと？」をキーワードに専門家からの話や積極的に木育の活
動や自然保育を取り入れている幼稚園や保育園の実践報告を聞いて学び合い
ます。明日からのあなたの園で木育をはじめるための糸口をみつけよう！

＊上記2講座に関しましては詳細が決まり次第「芸術とあーとらぼ」のホームページに掲載します。
URL　http：//www.artplaylab.jp
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子どもたちの思いやりの心を引きだし、他者への理解と想像力を育みます。
まずは保育者自身が楽しみましょう。実際に都会の公園に出向き、観察や
遊びを通して「子どもたちとの自然のみつけ方・感じ方・接し方」などを体
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認　定　全課程を修了された方には「保育ナチュラリスト認定証」を発行　　認定機関　NPO法人生態教育センター
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園庭やお散歩コースでは、園の「ナチュラリスト」が大活躍!!
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身近なものを活用！ 自然観察七つ道具

《ミニ野外実習》体験！ お散歩で簡単自然あそび

2日目
10:00～16:15

《野外実習》体験から身につけよう！ 自然感察
4 4

力
自然の中で遊ぶ時のポイント
自然体験ヒヤリハット 危険な動植物

《室内プログラム》子どもと楽しむ自然物製作

資格認定
講座

＊2日目は集合場所が変わる場合があります。
＊2日目の野外の実習先によって入館料がかかる場合があります（～500円当日支払い）
＊天候その他により、プログラムの変更・中止の場合があります。

＊831～836は同じカリキュラム

日常的に子どもたちと自然を楽しむために場面別のフォローアップ講座をご
用意いたしました。継続的な学びを通して、日々の保育を見直してみませ
んか。資格を取得された方はもちろんのこと、ご興味のある方にもご参加
いただける体験型セミナーです。

受講料　各回5,500円　＊野外の実習先によって入場料がかかる場合があります。（～500円当日支払い）　
時　間　10:00～15:00　　定　員　各20名　　
対　象　保育ナチュラリスト・木育インストラクター　子どもたちの自然とのふれあいに興味のある方

保育ナチュラリストフォローアップ講座

東京都　東京おもちゃ美術館（新宿区）
講座番号 日程 テーマ 講師
841 5月21日（土） 012歳児から育む自然との関りを考える 村松亜希子（NPO法人生態教育センター）

842 7月16日（土） 園庭や飼育等、身近な生き物と親しむ方法を学ぶ　佐藤真人（NPO法人生態教育センター）

843 11月5日（土） 色・形等　自然の多様性に着目した造形あそび 濱下和子（おもちゃコンサルタント、木育インストラクター）
844 12月3日（土） 生き物や自然を楽しむ～冬編 椎名明日香（NPO法人生態教育センター）
845 2023年2月４日（土） 自然あそびの1年間　役割と実践例 戸田了達（妙福寺保育園園長）

千葉県　谷津干潟自然観察センター
講座番号 日程 テーマ 講師
846 10月22日（土） 「生き物観察」からみる自然との関りの大切さとは 永井祐紀（NPO法人生態教育センター）

子どもと楽しむための 
自然感察プログラムの実際
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東 京 お も ちゃ美 術 館  木 育 推 進 プ ロ ジェクト

お問合せ先
NPO法人　芸術と遊び創造協会　芸術教育学校事務局
〒165-0026　東京都中野区新井2-12-10　電話 050-5528-2030（木・日曜日、祝日以外の9：30～18：00）
URL http://www.artplaylab.jp

2022.4～2023.3

幼稚園・保育園
子育て支援施設に
おすすめ

2022年度

受講生
募集

木育インストラクター養成講座
保育ナチュラリスト養成講座

世界有数の森林大国の《日本》。その日本で生まれた木を保育や子育て、
暮らしに取り入れ、子どもの頃から木と親しむ中で、木とふれあい、木に
学び、木と生きる取り組みが『木育』です。暮らしの文化を木で築き上げ
てきた日本人。その将来を担う子どもたちと木のぬくもりや温かさを肌で感
じ、感性豊かな心を育むことを目指します。

講　師　福島計一（ぎふ県木育推進委員・共育工房IPPO主宰）
長谷川彰（NPO法人岐阜県木育推進協議会・森林文化士）
遠藤智史（森林文化士、学校法人自由学園　環境文化
創造センター所属）

定　員　各30名
受講料　各12,650円（テキスト・教材付）

テキスト：
「幼児の心とからだを育むはじめての木育」

時　間　10:00～16:15

講座番号 開催地 日程 会場
811 東京 5月28日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
812 大阪 7月28日（木） 天満研修センター（大阪市）
813 東京 7月29日（金） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
814 東京 8月20日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
815 東京 10月29日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
816 東京 11月23日（水祝） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
817 東京 2023年1月21日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）
818 東京 2月18日（土） 東京おもちゃ美術館（新宿区）

樹や木と親しむ　“木育”専門家への第一歩

木育インストラクター 
養成講座

カリキュラム
《木育概論》木育インストラクターはじめの一歩
《木育プログラム体験》知ってほしい樹と木のはなし遊んで楽しむ木育
《木育プログラムの企画・開発》木と暮らす子どもの木育

木育を広め、深める

資格認定
講座

認　定　全課程を修了された方には「木育インストラクター認定証」を発行　　認定機関　NPO法人芸術と遊び創造協会

お 申 し 込 み 方 法

＊領収書がご入用の方はWEB「会員登録」が必要となります。（登録無料）
　登録いただくと、マイページから領収書の発行及び購入履歴の確認が可能です。
・ここでのご登録は『芸術と遊びらぼ』のWEB会員で芸術と遊び創造協会の会員で
はありません
・すでに「芸術と遊び創造協会」の会員の方も、領収書などが必要な方は、
「WEB会員登録」をしてください。

https://artplaylab.jp/nature/　

ホームページ「芸術と遊びらぼ」の木育インストラクター養成講座
及び保育ナチュラリスト養成講座のページよりお申し込みください。
ご入金方法は、クレジットカード・コンビニ・PayPay・郵便振替・
銀行振込からお選びいただけます

木育実践の場として！ 子どもたちの心ゆたかな遊び場・遠足先として！
おもちゃと遊びでワクワクどきどきを生む

各地のおもちゃ美術館へぜひお越しください。

注意事項
•お申し込み後のキャンセルはできません。
•受講料は原則お返しいたしません。但し、代理の方が受講されることは可能です。
•1週間以内に入金がない場合はキャンセルになる場合があります。
•講座当日について
　※当日やむを得ない事情により、講師・講座内容が変更になる場合があります。
　※天災、交通機関のストなどにより、受講ができない場合は、

受講料の返金ができないことをご了承ください。

＊現在、全国各地におもちゃ美術館が広がっています。各々、独自の魅力あふれる美術館を展開しています。

詳細は東京おもちゃ美術館　HPにてご覧ください。
https://art-play.or.jp/area/

都心の歴史的校舎に
子どもたちの声がよみがえる
東京おもちゃ美術館

4月25日開館！ 2000万人が訪れる
商業施設でインクルーシブに挑戦

福岡おもちゃ美術館

世界自然遺産の玄関口
森林公園内のミュージアム

やんばる森のおもちゃ美術館

・明日から始める木育プログラム体験

・ 子どもと楽しむための 
自然感察プログラムの実際

保育ナチュラリストフォローアップ講座

木育インストラクターフォローアップ講座
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