地域の遊びリーダーを目指すおもちゃコンサルタント上級講座

獲得ポイント一覧表

調査研究開発力

C

子ども支援力

B

イベン ト 企 画 力

A

おもちゃに関わる
イベントを企画・
運営し、地域にお
ける総合的なイベ
ント企画力を身に
つける。

おもちゃを通じて、
地 域の子育て支
援に関わる活動に
参加し、子どもと
関わる力を身につ
ける。

おもちゃに関わる
研究・調査・開発
等を行い、おもちゃ
研究を深める力を
身につける。

おもちゃの広場・赤ちゃん木育広場・赤ちゃん木育寺子屋を開催した。

2

グッド・トイキャラバン・木育キャラバンを誘致し、企画運営側として参画した。 ５点

3

病児の遊びとおもちゃ委員会のメンバーになっている。

５点

4

ホスピタルキャラバンを誘致し、企画運営側として参画した。

５点

5

支部主催のイベントに企画・運営側として参画した。

4点

6

その他、当法人が関わるイベントに企画運営側として参画した。

５点

7

助成金を獲得して、地域のイベントを企画運営した。

５点

8

地域でのイベントや子育て広場に企画運営側として参画した。

4点

1

東京おもちゃまつり（旧おもちゃフォーラム）に出店した。

５点

2

東京おもちゃ美術館でおもちゃ学芸員として、来館者と関わった。

５点

3

グッド・トイキャラバン・木育キャラバンでワークショップを実施した。

５点

4

病児の遊びとおもちゃ委員会の活動に継続して参加した。

５点

5

おもちゃの広場・赤ちゃん木育広場・赤ちゃん木育寺子屋に
お手伝いとして継続して参加した。

4点

6

支部主催のイベントへの出店・ワークショップ等を実施した。

4点

7

その他、当法人が関わるイベントにボランティアとして継続して参加した。

4点

8

地域でのイベントや子育て広場にボランティアとして継続して参加した。

3点

おもちゃや遊びの重要性を唱えるアドバイザーとして多くの｢おもちゃコンサ

1

おもちゃ・遊びに関する論文を学会研究誌に投稿し、掲載された。

５点

ルタントマスター｣が誕生し、全国で活躍することを期待しております。

2

おもちゃ・遊びに関する研究発表を学会の研究大会、総会等で行った。

５点

3

自分の開発したおもちゃがグッド・トイに選定された。

５点

4

自分の開発したおもちゃが商品化された。

4点

5

おもちゃに関するレポート、報告等を雑誌などに投稿し、掲載された。

4点

6

病児の遊びとおもちゃケアのセミナーでの実践発表をした。

3点

7

グッド・トイ選考過程において、推薦レポートを提出した。

3点

8

グッド・トイ冊子選考において投票した。

2点

9

当法人の総会及びグッド・トイ選定証授与式に参加した。

2点

10 おもちゃや遊びのイベント・展示会等（東京おもちゃショーなど）に参加した。

教育力

D

おもちゃの意義や
魅力を伝える活動
を通じて、おもちゃ
の 広め 手として、
伝達能力を身につ
ける。

おもちゃ
コンサルタントマスター
養成講座

1

５点

2点

1

おもちゃに関する講演会での講師を務めた。

５点

2

おもちゃに関するテレビ番組等の監修をした。

５点

3

夏の芸術教育学校で講師を務めた。

５点

4

大学、短大、専門学校等でおもちゃに関する授業を行った。

５点

5

おもちゃショップの店員としてお客さまの対応をした。

4点

6

ホームページやブログで定期的におもちゃ情報を発信している。

4点

7

おもちゃに関する研修会で講師を務めた。

4点

8

地域での大人向けの手づくりおもちゃ教室の講師を務めた。

4点

9

赤ちゃん木育寺子屋の講師を務めた。

3点

＊上記項目で該当するものの総計が２０ポイントを超えること。
＊同じ項目を複数回行った場合には、積算は２回までとする。
＊ここにない項目でもポイントになりそうなものについては、
申告可能なので、記録を残しておくこと。
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第

主催・認定：認定NPO法人 芸術と遊び創造協会

おもちゃコンサルタントマスターとは
おもちゃコンサルタントはこれまで全国で6,000名を越える方々が誕生して
います。
その活動は、保育・幼児教育の現場、優良おもちゃに関心のある
消費者へのアドバイザー、おもちゃの製作・販売、小児病棟や高齢者福祉
施設等での社会貢献など、多方面に渡ります。
｢おもちゃコンサルタントマスター養成講座｣では、
地域の指導者・教育者として
期待されるリーダーの育成を目指しています。
各自の専門性や力量を活かし、

講座概要
日程

2019年2月 9日（土）13：00〜20：00
2月10日（日） 9：30〜16：30

講師

多田 千尋 他、おもちゃコンサルタントマスター

会場

東京おもちゃ美術館

定員

12 名

宿泊地 ホテルウィングインターナショナル
プレミアム東京四谷

※全受講者完全宿泊研修（首都圏にお住まいの方も宿泊）

受講 ・おもちゃコンサルタント認定者であること。
資格者 ・芸術と遊び創造協会の会員であること。
（2018年度の年会費を納入済み）
・資格取得後、
芸術と遊び創造協会の活動に積極的に関わる意思があり、
また、
おもちゃを通じた地域活動に関わる意思があること。
・規定ポイントを取得していること。( 裏面の「獲得ポイント一覧表」参照 )
・受講動機、
獲得ポイントなどを記入する
「エントリーシート」を提出し、
その内容が芸術と遊び創造協会の行う書類選考に通過すること。
・事前に与えられた
「課題レポート」
を、
決められた期日までに提出すること。

受講料 50,000 円

※受講料・宿泊費・食費 (3 食 ) 含む。懇親会費は別途。

応募
方法

内面の「申込みから受講までのながれ」に従って、ご応募ください。
※受講料の入金は、受講が確定してからの振込みとなります。

＊該当項目は上記４つのカテゴリーすべてにわたっていること。
＊積算は 2017 年４月１日からとする。

認定NPO法人

お問い合わせ・
申込み

〒165-0026 東京都中野区新井2-12-10 中野オフィス
電話：050-5528-2030／FAX：03-3228-0699／nakano@art-play.or.jp

受講内容・プログラム

1日目 13：00〜20：00

懇親会 20：00〜

講師 多田千尋（芸術と遊び創造協会理事長）
善本眞弓（グッド・トイ選考委員会委員長 東京成徳大学教授）
石井今日子（芸術と遊び創造協会子育て支援事業部部長）

講座①「おもちゃコンサルタントマスター概論」
おもちゃコンサルタントマスターに期待される役割や視点などについて
お話いたします。

講座②「芸術と遊び創造協会のこれからの活動について」
芸術と遊び創造協会が進むべき、今後のビジョンについてお話します。

夕食
講師も一緒に、お弁当を食べながら親交を深めましょう。

講座③
「おもちゃコンサルタントマスターに求められること」
「ウッドスタート事業」
「グッド・トイ選考事業」
「病児の遊び支援事業」
など、当法人が進めている活動の最新情報と、おもちゃコンサルタント
マスターに期待される役割についてお伝えします。

活躍するおもちゃコンサルタントマスター
中村 令子

佐々木 美喜子

鳥海山木のおもちゃ美術館企画運営部
秋田県

子育て支援ステーションニッセ主宰
千葉県

マスター講座受講後、地域で子育て支援
施設を立ち上げ、昨年からは地域の森を
親子で再生する活動も行っています。講
座では全国から集まったおもちゃコンサ
ルタントとの交流と学び合いにより、マス
ターとしての自覚も生まれました。迷って
いるあなた、ぜひ一歩踏み出し、マスター
として地域で活躍してみませんか？

岡田 真弓

認定こども園乳児部主任、
手作りおもちゃ講師
新潟県

「自分の可能性を信じよう！」と
受講される皆さんに伝えたい。
新しいことに一歩を踏み出すか
どうかは自分次第です！学びの
先には、笑顔・仲間・夢が広が
り、遊びによって人生が豊かに
なっていくのを実 感していま
す。子育て支援センターなどで
木育広場の開催、親子手作りお
もちゃワークショップや子育て
支援者・保育者向けの講師な
ど、
活動が広がっています。

懇親会

応募

講座④「地域貢献活動の原動力

講師 稲葉恭子（NPO法人 青梅こども未来 理事）
椎谷照美（NPO法人 ヒューマン・エイド22 代表理事）
山根眞知子（一般社団法人ユニバーサル志縁センター）

その１」

地域で活動を展開するために必要な「人材とネットワーク」作り
について、実例から学びます。

講座⑤「地域貢献活動の原動力

その２」

地域で活動を展開するために必要な「資金と活動PR」について、
実例から学びます。

昼食
講師も一緒に、お弁当を食べながら親交を深めましょう。

課題レポート発表「おもちゃを通じて行う地域貢献活動」
プレゼンテーションと講評
ご自身の得意分野を活かし、おもちゃを通じて行う事ができる地域
貢献活動について、何をする事ができるか。事前に提出いただいた
課題レポートの内容をプレゼンテーションしていただきます。
グループディスカッションや先輩おもちゃコンサルタントマスター
からの講評をいただきながら、活動を具現化していきます。

認定書授与式
すべての課程を修了した方に認定書をお渡しします。
「おもちゃコンサルタントマスター」の活動スタートです！
※事情により講座の内容やスケジュール、講師が変更となることがあります。

両角 美映

NPO法人レインボー代表
東京都

障がいの理解啓発活動として小中学校や
企業、行政などで公演活動や講義を行っ
たり、おもちゃ広場開催などを行ってい
ます。受講時に、自分と同じように《おも
ちゃ》から、いろんな形で世の中にアプ
ローチをかけている方たちと語り合うこ
とで、自分の中の視野が広がりました。
皆さんもおもちゃでHappyを届けていこ
う！という仲間とさらに繋がりましょう♪

申込みから受講までのながれ

全国から集まった受講生同士の情報交換をしましょう。

2日目 9：30〜16：30

受講前、自分なりにおもちゃや
遊びの地位向上・社会貢献など
に頑張っている自負はあったも
のの何処へ向かっているのかわ
からなくなり悩んでいました。
挑戦する事で1upの学び・大切
な仲間との出会いがあり、マス
ターとして出発できました。今
は、県内にできた「鳥海山木の
おもちゃ美術館」で活動できる
ことに誇りを持っています。

締切り：11月10日
（土）

受講を希望される方は、講座内容を確認の上、
メール
（またはFAX、郵便）
にて下記の項目についてお伝えください。
お名前、おもちゃコンサルタント認定期、
メールアドレス、電話・FAX、住所

エントリーシート提出

事務局から
「エントリーシート
（受講動機、獲得ポイントなど）
「
」課題レポート用紙」
を
送りますので、
「エントリーシート」
に記入して、事務局に提出ください。

締切り：12月8日
（土）

※「課題レポート」は受講決定後にご提出いただきます。

審査・決定通知

事務局にて審査 ⇒ 受講の可否を12月22日までに連絡します。

入金

締切り：1月12日
（土）

課題レポートの提出
締切り：1月26日
（土）

受講

受講料は受講が決定した後、
郵便振替にて、ご入金ください。

※手数料はご負担ください。

郵便振込口座 00100-3-730904
加入者名
通信欄

芸術教育学校
TCM

12期

事前に、
「課題レポート」
をご提出ください。

※下記の「課題レポートについて」
もご参照ください。

講座、課題レポート発表、懇親会、認定書授与式

※準備物や宿泊の詳細などは、あらためてお伝えします。

課題レポートについて

認定について

■本カリキュラムは、
ご自身の得意分野とネットワークを活かし、
おもちゃコンサルタントマスターとして、
地域に向かって
どのような地域貢献活動ができるかについて考えるカリキュラムです。

1「エントリーシート」
「課題レポート」
など

■ご自身の考える「地域への社会貢献活動」に関して、
フォーマットに則った企画書をまとめて、期限までに提出ください。

3「課題レポート」
の内容と発表が、

■当日は、10 分間のプレゼンテーションを行っていただきます。
■プレゼンテーション後、講師から講評を加えます。

必要な書類を期限内に提出する。

2 １泊２日の宿泊研修の全カリキュラムを受講する。

おもちゃコンサルタントマスターのレベルに達している。

4 今後も地域のリーダーとして、
活動していく意思がある。
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「おもちゃコンサルタントマスター」の
認定書が授与されます。

受講内容・プログラム

1日目 13：00〜20：00

懇親会 20：00〜

講師 多田千尋（芸術と遊び創造協会理事長）
善本眞弓（グッド・トイ選考委員会委員長 東京成徳大学教授）
石井今日子（芸術と遊び創造協会子育て支援事業部部長）

講座①「おもちゃコンサルタントマスター概論」
おもちゃコンサルタントマスターに期待される役割や視点などについて
お話いたします。

講座②「芸術と遊び創造協会のこれからの活動について」
芸術と遊び創造協会が進むべき、今後のビジョンについてお話します。

夕食
講師も一緒に、お弁当を食べながら親交を深めましょう。

講座③
「おもちゃコンサルタントマスターに求められること」
「ウッドスタート事業」
「グッド・トイ選考事業」
「病児の遊び支援事業」
など、当法人が進めている活動の最新情報と、おもちゃコンサルタント
マスターに期待される役割についてお伝えします。

活躍するおもちゃコンサルタントマスター
中村 令子

佐々木 美喜子

鳥海山木のおもちゃ美術館企画運営部
秋田県

子育て支援ステーションニッセ主宰
千葉県

マスター講座受講後、地域で子育て支援
施設を立ち上げ、昨年からは地域の森を
親子で再生する活動も行っています。講
座では全国から集まったおもちゃコンサ
ルタントとの交流と学び合いにより、マス
ターとしての自覚も生まれました。迷って
いるあなた、ぜひ一歩踏み出し、マスター
として地域で活躍してみませんか？

岡田 真弓

認定こども園乳児部主任、
手作りおもちゃ講師
新潟県

「自分の可能性を信じよう！」と
受講される皆さんに伝えたい。
新しいことに一歩を踏み出すか
どうかは自分次第です！学びの
先には、笑顔・仲間・夢が広が
り、遊びによって人生が豊かに
なっていくのを実 感していま
す。子育て支援センターなどで
木育広場の開催、親子手作りお
もちゃワークショップや子育て
支援者・保育者向けの講師な
ど、
活動が広がっています。

懇親会

応募

講座④「地域貢献活動の原動力

講師 稲葉恭子（NPO法人 青梅こども未来 理事）
椎谷照美（NPO法人 ヒューマン・エイド22 代表理事）
山根眞知子（一般社団法人ユニバーサル志縁センター）

その１」

地域で活動を展開するために必要な「人材とネットワーク」作り
について、実例から学びます。

講座⑤「地域貢献活動の原動力

その２」

地域で活動を展開するために必要な「資金と活動PR」について、
実例から学びます。

昼食
講師も一緒に、お弁当を食べながら親交を深めましょう。

課題レポート発表「おもちゃを通じて行う地域貢献活動」
プレゼンテーションと講評
ご自身の得意分野を活かし、おもちゃを通じて行う事ができる地域
貢献活動について、何をする事ができるか。事前に提出いただいた
課題レポートの内容をプレゼンテーションしていただきます。
グループディスカッションや先輩おもちゃコンサルタントマスター
からの講評をいただきながら、活動を具現化していきます。

認定書授与式
すべての課程を修了した方に認定書をお渡しします。
「おもちゃコンサルタントマスター」の活動スタートです！
※事情により講座の内容やスケジュール、講師が変更となることがあります。

両角 美映

NPO法人レインボー代表
東京都

障がいの理解啓発活動として小中学校や
企業、行政などで公演活動や講義を行っ
たり、おもちゃ広場開催などを行ってい
ます。受講時に、自分と同じように《おも
ちゃ》から、いろんな形で世の中にアプ
ローチをかけている方たちと語り合うこ
とで、自分の中の視野が広がりました。
皆さんもおもちゃでHappyを届けていこ
う！という仲間とさらに繋がりましょう♪

申込みから受講までのながれ

全国から集まった受講生同士の情報交換をしましょう。

2日目 9：30〜16：30

受講前、自分なりにおもちゃや
遊びの地位向上・社会貢献など
に頑張っている自負はあったも
のの何処へ向かっているのかわ
からなくなり悩んでいました。
挑戦する事で1upの学び・大切
な仲間との出会いがあり、マス
ターとして出発できました。今
は、県内にできた「鳥海山木の
おもちゃ美術館」で活動できる
ことに誇りを持っています。

締切り：11月10日
（土）

受講を希望される方は、講座内容を確認の上、
メール
（またはFAX、郵便）
にて下記の項目についてお伝えください。
お名前、おもちゃコンサルタント認定期、
メールアドレス、電話・FAX、住所

エントリーシート提出

事務局から
「エントリーシート
（受講動機、獲得ポイントなど）
「
」課題レポート用紙」
を
送りますので、
「エントリーシート」
に記入して、事務局に提出ください。

締切り：12月8日
（土）

※「課題レポート」は受講決定後にご提出いただきます。

審査・決定通知

事務局にて審査 ⇒ 受講の可否を12月22日までに連絡します。

入金

締切り：1月12日
（土）

課題レポートの提出
締切り：1月26日
（土）

受講

受講料は受講が決定した後、
郵便振替にて、ご入金ください。

※手数料はご負担ください。

郵便振込口座 00100-3-730904
加入者名
通信欄

芸術教育学校
TCM

12期

事前に、
「課題レポート」
をご提出ください。

※下記の「課題レポートについて」
もご参照ください。

講座、課題レポート発表、懇親会、認定書授与式

※準備物や宿泊の詳細などは、あらためてお伝えします。

課題レポートについて

認定について

■本カリキュラムは、
ご自身の得意分野とネットワークを活かし、
おもちゃコンサルタントマスターとして、
地域に向かって
どのような地域貢献活動ができるかについて考えるカリキュラムです。

1「エントリーシート」
「課題レポート」
など

■ご自身の考える「地域への社会貢献活動」に関して、
フォーマットに則った企画書をまとめて、期限までに提出ください。

3「課題レポート」
の内容と発表が、

■当日は、10 分間のプレゼンテーションを行っていただきます。
■プレゼンテーション後、講師から講評を加えます。

必要な書類を期限内に提出する。

2 １泊２日の宿泊研修の全カリキュラムを受講する。

おもちゃコンサルタントマスターのレベルに達している。

4 今後も地域のリーダーとして、
活動していく意思がある。
以上の項目を全て満たした方に
「おもちゃコンサルタントマスター」の
認定書が授与されます。

地域の遊びリーダーを目指すおもちゃコンサルタント上級講座

獲得ポイント一覧表

調査研究開発力

C

子ども支援力

B

イベン ト 企 画 力

A

おもちゃに関わる
イベントを企画・
運営し、地域にお
ける総合的なイベ
ント企画力を身に
つける。

おもちゃを通じて、
地 域の子育て支
援に関わる活動に
参加し、子どもと
関わる力を身につ
ける。

おもちゃに関わる
研究・調査・開発
等を行い、おもちゃ
研究を深める力を
身につける。

おもちゃの広場・赤ちゃん木育広場・赤ちゃん木育寺子屋を開催した。

2

グッド・トイキャラバン・木育キャラバンを誘致し、企画運営側として参画した。 ５点

3

病児の遊びとおもちゃ委員会のメンバーになっている。

５点

4

ホスピタルキャラバンを誘致し、企画運営側として参画した。

５点

5

支部主催のイベントに企画・運営側として参画した。

4点

6

その他、当法人が関わるイベントに企画運営側として参画した。

５点

7

助成金を獲得して、地域のイベントを企画運営した。

５点

8

地域でのイベントや子育て広場に企画運営側として参画した。

4点

1

東京おもちゃまつり（旧おもちゃフォーラム）に出店した。

５点

2

東京おもちゃ美術館でおもちゃ学芸員として、来館者と関わった。

５点

3

グッド・トイキャラバン・木育キャラバンでワークショップを実施した。

５点

4

病児の遊びとおもちゃ委員会の活動に継続して参加した。

５点

5

おもちゃの広場・赤ちゃん木育広場・赤ちゃん木育寺子屋に
お手伝いとして継続して参加した。

4点

6

支部主催のイベントへの出店・ワークショップ等を実施した。

4点

7

その他、当法人が関わるイベントにボランティアとして継続して参加した。

4点

8

地域でのイベントや子育て広場にボランティアとして継続して参加した。

3点

おもちゃや遊びの重要性を唱えるアドバイザーとして多くの｢おもちゃコンサ

1

おもちゃ・遊びに関する論文を学会研究誌に投稿し、掲載された。

５点

ルタントマスター｣が誕生し、全国で活躍することを期待しております。

2

おもちゃ・遊びに関する研究発表を学会の研究大会、総会等で行った。

５点

3

自分の開発したおもちゃがグッド・トイに選定された。

５点

4

自分の開発したおもちゃが商品化された。

4点

5

おもちゃに関するレポート、報告等を雑誌などに投稿し、掲載された。

4点

6

病児の遊びとおもちゃケアのセミナーでの実践発表をした。

3点

7

グッド・トイ選考過程において、推薦レポートを提出した。

3点

8

グッド・トイ冊子選考において投票した。

2点

9

当法人の総会及びグッド・トイ選定証授与式に参加した。

2点

10 おもちゃや遊びのイベント・展示会等（東京おもちゃショーなど）に参加した。

教育力

D

おもちゃの意義や
魅力を伝える活動
を通じて、おもちゃ
の 広め 手として、
伝達能力を身につ
ける。

おもちゃ
コンサルタントマスター
養成講座

1

５点

2点

1

おもちゃに関する講演会での講師を務めた。

５点

2

おもちゃに関するテレビ番組等の監修をした。

５点

3

夏の芸術教育学校で講師を務めた。

５点

4

大学、短大、専門学校等でおもちゃに関する授業を行った。

５点

5

おもちゃショップの店員としてお客さまの対応をした。

4点

6

ホームページやブログで定期的におもちゃ情報を発信している。

4点

7

おもちゃに関する研修会で講師を務めた。

4点

8

地域での大人向けの手づくりおもちゃ教室の講師を務めた。

4点

9

赤ちゃん木育寺子屋の講師を務めた。

3点

＊上記項目で該当するものの総計が２０ポイントを超えること。
＊同じ項目を複数回行った場合には、積算は２回までとする。
＊ここにない項目でもポイントになりそうなものについては、
申告可能なので、記録を残しておくこと。

12期

第

主催・認定：認定NPO法人 芸術と遊び創造協会

おもちゃコンサルタントマスターとは
おもちゃコンサルタントはこれまで全国で6,000名を越える方々が誕生して
います。
その活動は、保育・幼児教育の現場、優良おもちゃに関心のある
消費者へのアドバイザー、おもちゃの製作・販売、小児病棟や高齢者福祉
施設等での社会貢献など、多方面に渡ります。
｢おもちゃコンサルタントマスター養成講座｣では、
地域の指導者・教育者として
期待されるリーダーの育成を目指しています。
各自の専門性や力量を活かし、

講座概要
日程

2019年2月 9日（土）13：00〜20：00
2月10日（日） 9：30〜16：30

講師

多田 千尋 他、おもちゃコンサルタントマスター

会場

東京おもちゃ美術館

定員

12 名

宿泊地 ホテルウィングインターナショナル
プレミアム東京四谷

※全受講者完全宿泊研修（首都圏にお住まいの方も宿泊）

受講 ・おもちゃコンサルタント認定者であること。
資格者 ・芸術と遊び創造協会の会員であること。
（2018年度の年会費を納入済み）
・資格取得後、
芸術と遊び創造協会の活動に積極的に関わる意思があり、
また、
おもちゃを通じた地域活動に関わる意思があること。
・規定ポイントを取得していること。( 裏面の「獲得ポイント一覧表」参照 )
・受講動機、
獲得ポイントなどを記入する
「エントリーシート」を提出し、
その内容が芸術と遊び創造協会の行う書類選考に通過すること。
・事前に与えられた
「課題レポート」
を、
決められた期日までに提出すること。

受講料 50,000 円

※受講料・宿泊費・食費 (3 食 ) 含む。懇親会費は別途。

応募
方法

内面の「申込みから受講までのながれ」に従って、ご応募ください。
※受講料の入金は、受講が確定してからの振込みとなります。

＊該当項目は上記４つのカテゴリーすべてにわたっていること。
＊積算は 2017 年４月１日からとする。

認定NPO法人

お問い合わせ・
申込み

〒165-0026 東京都中野区新井2-12-10 中野オフィス
電話：050-5528-2030／FAX：03-3228-0699／nakano@art-play.or.jp

