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楽しい遊びは子どもたちの毎日を喜びで満たしてくれ、
そんな毎日の積み重ねが子どもの育ちを支えてくれます。
私たちは、学び・気づき・心と体と考える力の育ちにつ
ながる「遊び」について、研修講座を開催しております。
講座カレンダー
日付

午前

9月3日(土)

遊びの基礎講座 p2

9月6日(火)

午後・夜間

遊びの基礎講座（夜） p2

9月11日(日)

身近なおもちゃで発達支援 p2

9月17日(土)

色と形を遊ぶ p2

量と数を遊ぶ p3

9月18日(日)

遊びの基礎講座 p2

大きさを遊ぶ p3

9月23日(金祝)

「描く」を探る p4

「うたう」を探る p4

10月1日(土)

遊びの基礎講座 p2

10月2日(日)

「切る」を探る p4

10月11日(火)

園長・施設長、研修ご担当の皆様へ
いつもご覧いただき、誠にありがとうござい
ます。 職員の皆様へのご回覧も、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

2022年9月～2023年3月

日付

午前

午後・夜間

12月17日(土)

遊びの基礎講座 p2

積木遊び p3

12月18日(日)

0・1・2才の遊び方を探る p4

ドイツのおもちゃ作り p3

12月24日(土)

ピラミーデ全日コース第三日目 p7

12月25日(日)

2～3才以降の遊び方を探る
p5

2023年
1月7-9日(土・
日・月祝)

ピラミーデ講座（大阪） p7

1月15日(日)

つながりのある保育 0・1・2才 発達支援の遊び(記憶力、注
編 p5
意力) p3

「くっつける」を探る p4

1月21日(土)

つながりのある保育 2・3才編 ピラミーデ半日コース第一日目
p5
p8

遊びの基礎講座（夜） p2

1月25日(水)

ピラミーデ半日コース第一日目
p8

10月15・16日
(土・日)

おもちゃコーディネーター養成講座(大阪) p7

1月28日(土)

つながりのある保育 3・4・5才 ピラミーデ半日コース第二日目
編 p5
p8

10月22日(土)

ドイツのおもちゃ作り p3

2月1日(水)

ピラミーデ半日コース第二日目
p8

10月23日(日)

「環境を使った保育」って何？
乳児編 p5

2月4・5日(土・
日)

おもちゃコーディネーター養成講座(大阪) p7

ピラミーデ入門講座 p7

2月11日(土祝)

「描く」を探る p4

積木遊び p3

2月14日(火)

ピラミーデ半日コース第三日目
p8

11月5・6日(土・
おもちゃコーディネーター養成講座(新潟) p7
日)

2月19日(日)

「うたう」を探る p4

11月19日(土)

遊びの基礎講座 p2

大きさを遊ぶ p3

2月25日(土)

11月20日(日)

「環境を使った保育」って何？
量と数を遊ぶ p3
幼児編 p5

2月26日(日)

受け入れ＝保育と関わりを“デザイン”する p6

3月1日(水)

ピラミーデ半日コース第四日目
p8

3月14日(火)

ピラミーデ半日コース第五日目
p8

10月29日(土)
10月30日(日)

ピラミーデ入門講座 p7

遊びの基礎講座 p2

11月23日(水祝) ピラミーデ全日コース第一日目 p7

ピラミーデ半日コース第三日目
p8

ピラミーデ半日コース第四日目
p8

11月26日(土)

発達支援の遊び(記憶力、注
意力) p3

11月27日(日)

ピラミーデ全日コース第一日目 p7

3月18日(土)

「切る」を探る p4

ピラミーデ半日コース第五日目
p8

12月4日(日)

ピラミーデ全日コース第二日目 p7

3月25日(土)

「くっつける」を探る p4

ピラミーデ半日コース第六日目
p8

12月10日(土)

ピラミーデ全日コース第二日目 p7

3月29日(水)

ピラミーデ半日コース第六日目
p8

12月11日(日)

ピラミーデ全日コース第三日目 p7

p○は紹介文の掲載ページです。
青字は会場で行う講座（リアル講座）です。黒字はオンライン講座です。

色と形を遊ぶ p2

追加の講座も企画中です。決まり次第メールマガジンとHPでお知らせいたしますので、ご覧ください。
http://www.play-dev.jp
メールマガジンご希望の方はhttp://www.play-dev.jp/contact/からお申し込みください。

p1

主催講座のご案内
テーマ別講座
私たちは、乳幼児の「アクティブラーニング」「主体的・対話的で深い学び」に最も適した活動が「楽し
さをともなった遊び」であると考えます。この講座ではいろいろな種類・さまざまな側面から遊びを取り
上げ、保育・教育のねらいや目的にあった「楽しい遊び」を具体的にお伝えしています。「楽しく遊ぶこ
とが学びであり育ちの基である」ということを自信を持って実践できる講座です。
また、ピラミーデ（ピラミッドメソッド）を実践しておられる方には、プロジェクトともつながっている
講座です。おもちゃコーディネーター取得者の方も、スキルup＆ブラッシュupに最適です。
・すべてzoomを使ったオンライン講座です
・【 】内は講座番号です。
・開催日が複数回ある講座は、各回の内容は同じです。
・受講料は1回あたりの金額です。
・オンライン講座の受講料は事前振り込みとなります。
・「テキスト＝PDF」と記載されている講座では、PDF化したテキストをメールでお送りします。
PDF閲覧ソフトをご準備ください。

遊びの基礎講座

講師＝宮野

亮

【2209034】9月3日(土) 10:00～11:00
【2209066】9月6日(火) 21:00～22:00
【2209184】9月18日(日) 10:00～11:00
【2210014】10月1日(土) 10:00～11:00
受講料＝各2,000円（税込）

【2210116】10月11日(火)
【2210225】10月22日(土)
【2211194】11月19日(土)
【2212174】12月17日(土)

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

21:00～22:00
13:30～14:30
10:00～11:00
10:00～11:00
テキスト＝PDF

私どもが開催するすべての講座の基礎をなす内容です。
「楽しい遊びが学び」ってよく言われますが、それはどういうことでしょうか?
乳幼児は毎日たくさんの遊びをします。その遊びによって子どもはたくさんのことを知って（学んで）いきます。遊びの様子
は成長とともにどう変わり、それぞれの時期にどんなことを学んでいるのか、楽しい遊びが学びとなるために大切なことを、
さまざまな理論を活用してお伝えします。
子どもの成長・遊び・学びに関心をお持ちの、ご家庭での子育て・保育幼児教育・子育て支援・発達支援など子どもと関
わる全ての方にお聞きいただきたい講座です。

身近なおもちゃで発達支援
2022年9月11日（日） 9:30～16:00（昼食・休憩を含む）
【2209112】個人参加 受講料＝12,000円（税込） 【2209113】団体参加 受講料＝60,000円（税込）
申し込み締め切り：9月4日（日）
テキスト＝郵送
日々の遊びの中で、いつも誰もが遊んでいるおもちゃを使って子どもの育ちを支援する遊びをご紹介します。
記憶すること、注意を向けること、身体のしなやかさ、動作の器用さ、ことばや会話などに焦点を当てた遊びが、いわゆる
「気になる子」への日常的な取り組みとして大切ですし、その「子」に合った、その「子」が楽しめる遊びが創造性や情緒な
どへの働きかけとなります。
また大きなボール（バランスボール、ボディボール）も使ってみます。これを使った体全体での遊びには、触覚・筋肉・平
衡感覚への同時的働きかけがあり、また気持ちを落ち着けること（弛緩、リラックス）にも利用できます。
どのようなおもちゃがふさわしいのか、それをどのように使うか、実際におもちゃを使いながらご説明します。
当団体の前身である「おもちゃライブラリー」時代からの経験も踏まえて「気になる子」とのいろいろな遊びをご紹介します。

色と形を遊ぶ

講師＝宮野

亮

【2209174】9月17日(土) 9:30～11:30
【2211265】11月26日(土) 13:30～15:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

「色・形・大きさ・量・数」は子どもが身の回りの世界を理解するための最初の手がかりです。中でも色と形は、子どもたちは
日々目にして過ごしていますので、とても身近な事柄といえます。色の遊びには、見て楽しむ遊び、分類する遊び、色付
けして楽しむ遊びなどがあります。形には、3次元（立体）の遊び、2次元（平面）の遊び、直線と曲線の遊びがあります。色
と形の「理解のステップ」と楽しく体験する遊びをご紹介します。
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量と数を遊ぶ

講師＝宮野

亮

【2209175】9月17日(土) 13:30～15:30
【2211205】11月20日(日) 13:30～15:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

「色・形・大きさ・量・数」は子どもが身の回りの世界を理解するための最初の手がかりです。
子どもは遊びの中で数と量についてどんな体験をしているのでしょうか?
この遊び体験から得られる感覚が、数と量についての理解と操作につながります。
数と量の「理解のステップ」と楽しく体験する遊びをご紹介します。

大きさを遊ぶ

講師＝宮野

亮

【2209185】9月18日(日) 13:30～15:30
【2211195】11月19日(土) 13:30～15:30
受講料＝各4,000円（税込） 申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

「色・形・大きさ・量・数」は子どもが身の回りの世界を理解するための最初の手がかりです。
大きさに関する遊びは「比べることを楽しむ遊び」です。比べるは、見て判断するだけでなく、触る／持つ／動かすなどの
からだを使った動作から生じる感覚も使って判断しています。また、大きさの順序立ては秩序を生み出し、秩序だった
整った状態は「心地良さ」「快」の感情を与えてくれて情緒を育てるのに大切です。
大きさの「理解のステップ」と楽しく体験する遊びをご紹介します。

ドイツのおもちゃ作り

講師＝宮野

亮

【2210224】10月22日(土) 9:30～11:30
【2212185】12月18日(日) 13:30～15:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

おもちゃライブラリーに始まり現在の子ども総研まで、私たちが子どもの指導や講座で使っているおもちゃはドイツを筆頭に
ヨーロッパ製のものが多いです。なぜドイツ製の木製玩具が多いのでしょうか? 色々な理由があるのでしょうが、教育思想
と産業の歴史に焦点を当て考えてみます。ドイツ以外の国のおもちゃも取り上げて、どんな特徴的なおもちゃがあるのかも
整理してみます。子どもたちに遊んでほしいおもちゃの背景をお伝えする講座です。

積木遊び

講師＝宮野

亮

【2210305】10月30日(日) 13:30～15:30
【2212175】12月17日(土) 13:30～15:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

積木遊びにはいろいろなおもちゃ遊びの楽しさが詰まっています。なので、年令によっていろいろな楽しみ方が可能です。
一緒に使うと楽しい補助道具やいろいろなおもちゃも一緒に用いながら、発達段階によって変化していくいろいろな積木
の遊び方をご紹介します。
積木をお持ちの方は手元にご用意されて一緒に遊びながら聞いてくださると楽しいですよ。

発達支援の遊び（記憶力、注意力）

講師＝宮野

亮

【2211264】11月26日(土) 9:30～11:30
【2301155】2023年1月15日(日) 13:30～15:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

日々の遊びの中で、いつも誰もが遊んでいるおもちゃを使って子どもの育ちを支援する遊びをご紹介します。今回は記憶
力と注意力を取り上げます。
発達支援の遊びは、まさに「一人ひとりへの個別な配慮と働きかけ」が求められます。身近なおもちゃを使った日常的な
取り組みとして、その「子」に合った、その「子」が楽しめる遊びをたくさん知っておくことが日々の療育活動を助けてくれま
す。当団体の前身である「おもちゃライブラリー」時代からの経験も踏まえて、どのようなおもちゃがふさわしいのか、それを
どのように使うか、実際におもちゃを使いながらご説明します。
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「あそびの世界を探索する」シリーズ
おとなだって世界を広げたい、子どもと一緒に楽しめるようになりたい。そんな方々とともに、あそびの中にある要素を取り
上げて、分解したりつなげたりする講座です。＜表現編＞ではいろいろな手法と道具に注目します。＜発達編＞では発達
に伴って遊び方がどのように変わっていくのかを取り上げます。
ここでの気づきは、子ども理解を大いに助け、保育を計画するときにも子どもと遊ぶ時にも活かしていただけると思います。
＜表現編＞

「描く」を探る

講師＝宍戸

信子

【2209234】9月23日(金祝) 9:30～11:30
【2302114】2023年2月11日(土祝) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

あそび=表現できることは、発見であり喜びです。
皆さんは「描く」と聞いて、どんな「道具」・どんな「作品」をイメージされますか? 道具やその使い方のバリエーションを
探るだけでも、描くあそびのイメージは広がります。作品を残すために描くのではなく、描けるという喜び＝あそびが先に
あることを大事にするための講座です。
＜表現編＞

「うたう」を探る

講師＝宍戸

信子

【2209235】9月23日(金祝) 13:30～15:30
【2302194】2023年2月19日(日) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

あそび=表現できることは、発見であり喜びです。
「うたう」の道具は「歌」と「声」です。歌には物語や風景があり、声にはリズム・音程・テンポがあります。小さい人たちと
の歌う遊びは、動きを伴うこともしばしばです。「うたう」なかにあるたくさんの要素のそれぞれの楽しさを知っておくと、
歌うことが楽しくなりますよ。
＜表現編＞

「切る」を探る

講師＝宍戸

信子

【2210024】10月2日(日) 9:30～11:30
【2303184】2023年3月18日(土) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

あそび=表現できることは、発見であり喜びです。
「切る」ってあそびですか？と問われそうですね。「切る」は、造形作業のひと工程のように思いがちですが、切れた喜
びはそれだけで十分に表現＝あそびになりえます。「手」も含めた切る道具とその使い方のバリエーションを探りながら
「切る」「切れる」という喜び＝あそびがあることを再確認します。
＜表現編＞

「くっつける」を探る

講師＝宍戸

信子

【2210025】10月2日(日) 13:30～15:30
【2303254】2023年3月25日(土) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

あそび=表現できることは、発見であり喜びです。
「くっつく」道具は、のりやテープ・ホッチキスなどの素材もあれば、ブロックなどのおもちゃもあります。子どもの発見は、
まず「取れなくなる」ことの発見と実験です。それのなにが楽しいのか、を探りながら「くっつける」というあそびの面白さ
を再発見してみます。

＜発達編＞

0・1・2才の遊び方を探る

講師＝宍戸

信子

【2212184】12月18日(日) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

「自分の身体でどんなことができるのか？を探ることが遊び」の時期の子どもをみて、なにがどう発達するのか?、感覚
をどう使っているのか?、を探るコツを知っていると、あそびを観察したり関わったりするのが楽しくなります。
p4

＜発達編＞

2～3才以降の遊び方を探る 講師＝宍戸 信子

【2212254】12月25日(日) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

「やりたい・知りたい・つながりたい＝表現することが遊び」の時期の子どもをみて、なにがどう発達するのか?、感覚をど
う使っているのか?、を探るコツを知っていると、あそびを観察したり関わったりするのが楽しくなります。

「環境を使った保育って何？」シリーズ
「環境を使って保育する」と言われますが、実際にどういうこと？と質問を受けることがあります。「環境＝子どもの居場所
つくり」はさまざまな要素がありますが、ここでは狭い意味での「環境＝場所＝保育室」を中心に、保育環境に必要なこと
はなにか？を探ります。

「環境を使った保育」って何？ 乳児編

講師＝宍戸

信子

【2210234】10月23日(日) 9:30～11:30

受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

「環境を使った保育」って何？ 幼児編

講師＝宍戸

テキスト＝PDF

信子

【2211204】11月20日(日) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）

申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

「つながりのある保育」シリーズ
「縦割り」「月齢差のある」保育について、また「次年度への接続」を思案される先生方に出会うことがあります。〇歳児ク
ラス、と1学年だけの年齢構成ではないことも珍しくありません。「生活」と「あそび」のなかで育ちはつながっていますから、
0歳から6歳までの育ちのつながりを意識する大切さの確認と、その方法を探ります。

つながりのある保育 0・1・2才編

講師＝宍戸

信子

【2301154】2023年1月15日(日) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）
申し込み締め切り＝各開催日の3日前
0～3歳児クラスの先生にお薦めします。

つながりのある保育 2・3才編

講師＝宍戸

テキスト＝PDF

信子

【2301214】2023年1月21日(土) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）
申し込み締め切り＝各開催日の3日前
1～4歳児クラスの先生にお薦めします。

つながりのある保育 3・4・5才編

講師＝宍戸

テキスト＝PDF

信子

【2301284】2023年1月28日(土) 9:30～11:30
受講料＝各4,000円（税込）
申し込み締め切り＝各開催日の3日前
2～5歳児クラスの先生にお薦めします。

テキスト＝PDF

追加の講座も企画中です。決まり次第メールマガジンとHPでお知らせいたしますので、ご覧ください。
http://www.play-dev.jp
メールマガジンご希望の方はhttp://www.play-dev.jp/contact/からお申し込みください。
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受け入れ＝保育と関わりを“デザイン”する
2023年2月26日（日） 9:30～16:00（昼食・休憩を含む）
【2302262】個人参加 受講料＝12,000円（税込） 【2302263】団体参加 受講料＝60,000円（税込）
申し込み締め切り：2月19日（日）
テキスト＝郵送
進級・新入園の子どもたちを迎え入れ、新年度を順調にスタートするための準備に欠かせない「保育環境の整え」「保育
内容（カリキュラム）の決定」、そして日々の保育教育活動での「子どもとの関わり方」を取り上げます。
例えば、保育室内の子どもの「動線」を考慮してコーナーつくりをすると落ち着いた生活が実現できます。
例えば、「クラスで取り組む遊びと各々の遊び」「興味を引き付けるテーマ」「子どもの能力に配慮した保育教育素材の活
用」、これらのバランスと組み合わせが充実した保育教育活動を生みます。
例えば、「そばにいて一緒に遊ぶ時間と離れて見守る時間」「スキンシップと言葉がけ・対話」の意味・役割を理解し実践
することが愛着と主体性、自己肯定感を育てます。
乳幼児期にふさわしい「主体的・対話的で深い学び」の姿である「遊び」。それを支える3つの「間」＝空間（保育環境）・
時間（保育内容・カリキュラム）・人間（子どもに関わる人）について、新年度を控えたこの時期にお伝えします。
ピラミーデ（ピラミッドメソッド）を取り入れておられる方には「入園・進級の受け入れ方」とつながる講座です。

申
込

各講座へのお申し込みは、HPからお願いします http://www.play-dev.jp/entry/
FAXでのお申し込みの際は、http://www.play-dev.jp/pdf/application.pdfより申込書を印刷してご
利用ください。

＜お申し込み後の流れ＞お申し込み後に届く自動返信メールに従って受講料の事前お振込みをお願いします（振込手数料はご負担ください）。着金を
もって正式な受付とさせていただき、受講票を発行しテキストをお送りします（事前振込が無ければ、講座にはご参加いただけません）。
（受講料お振込み後にキャンセルの場合は、手数料1,000円を差し引いて返金いたします。）

おもちゃコーディネーター®養成講座

＜全て会場で行う講座です。オンラインはありません＞

「遊び」は子どもの生活そのものであり、「おもちゃ」は子どもがはじめて出会う文化。だからこそ、成長に合
わせておもちゃが活かされることで、子どもの体験や経験はより豊かになっていきます。おもちゃを知り、子ど
もの育ちを知り、子どもたちにより良い育ちを届ける「おもちゃコーディネーター® 」の養成講座を行っていま
す。2006年の開始以来、ご家庭での育児、保育・幼児教育、育児支援、おもちゃの製作、おもちゃの販売など
様々な場面でおもちゃに関わっておられる2200名以上の方々がご参加されています。修了者には当団体発行の
「おもちゃコーディネーター®認定証」をお渡しいたします。

01．講義と実践 おもちゃを知る・選ぶ・遊ぶ
おもちゃを選ぶときに考えたいこと、おもちゃ遊びを「より楽
しく」広げるための工夫を考えます。
02．講義と実践 “ひと”と“モノ”が出合うとき
おもちゃ遊びは、子どもの成長とともに変わっていきます。乳
児からの成長を概観し、おもちゃ遊びの変化を見ていきます。
03．講義と実践 積み木遊び
遊びの要素が凝縮した「積木遊び」。そのシンプルさが子ども
の想像力をかき立て、時にはより難易度の高い遊びにも変化し
ます。
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04．講義と実践 表現するってどんなこと？
工作素材を使ったりWSを通して『表現』の楽しさを感じていた
だきます。『創作』や『音』を愉しむってどういうこと? 身体
を使って体感してみましょう！

05．講義と実践 ゲーム遊び
ボードゲーム・カードゲームを体験します。コミュニケーショ
ンがうまれ、遊びを通して様々な感情を体験することで気持ち
を処理する力が育ちます。
06．講義と実践 子どもとおもちゃをつなぐ
おもちゃを環境の中でどう活かすのか。また、子どもの今の力
を見据えた時、おもちゃのどの力を活かすのかを考えます。

講座番号

開催日

地域

会場

2210150

2022年10月15・16日（土・日）

大阪

2211050

2022年11月5・6日（土・日）

2302040

2023年 2月4・5日（土・日）

受講料（税込）

定員

大阪国際交流センター

28,000

40名

新潟

新潟テルサ

30,000

40名

大阪

大阪国際交流センター

28,000

40名

備考

協力：krtek
select toys

＜時間＞1日目10:30～18:00
2日目9:30～16:30
＜会場＞大阪国際交流センター＝地下鉄谷町九丁目駅・近鉄大阪上本町駅 徒歩約10分
新潟テルサ＝新潟市中央区鐘木185-18

申
込

お申し込みは、HPからお願いします http://www.play-dev.jp/entry/
FAXでのお申し込みの際は、http://www.play-dev.jp/pdf/application.pdfより申込書を印刷してご
利用ください。

ピラミーデ（ピラミッドメソッド）幼児教育法基礎理論講座
オランダの幼児教育は世界中で注目されていますが、そのオランダ政府が1994年に採用した幼児教育法が
Cito（オランダ政府教育評価機構。1999年民営化）により開発されたこのピラミーデ（ピラミッドメソッ
ド）です。
「さまざまな遊びを日々楽しむことが主体性と自己肯定感を育てることであり学びである」という、乳幼児
にふさわしいアクティブラーニングを実践する内容です。そのための保育室の環境づくり、遊びと学びのプ
ログラム「プロジェクト」、子ども理解と良い関わりづくりなどを、相互に関連させながら解説している理
論と実践方法です。
この講座はオランダのピラミーデ本部承認のもと2005年から40回以上実施しています。今までに400を超え
る幼児教育保育団体からご参加をいただいております。修了された方にはオランダのピラミーデ（ピラミッ
ドメソッド）本部発行の「Teacher資格修了証」が授与される、国内唯一の講座です。

ピラミーデ（ピラミッドメソッド）入門講座 （オンライン講座）

(「Teacher資格修了証」は発行されません)

【2210295】10月29日(土)13:00～15:30
【2210304】10月30日(日) 9:30～12:00
受講料＝各4,000円（税込）
申し込み締め切り＝各開催日の3日前

テキスト＝PDF

ピラミーデ（ピラミッドメソッド）とはどのようなものか、分かりやすく解説いたします。
ピラミーデには、乳幼児にふさわしいアクティブラーニングの実践方法が取り組みやすいように詳しく丁寧に提示されており、
またそれを裏付ける理論もしっかりと述べられているので、実践する先生方で考え方の共有ができ、新しい先生への伝達
もスムーズに行えます。
ピラミーデについて知りたいという方に、またピラミーデ実践園の新しい先生にもお薦めいたします。
【2211234】 ピラミーデ講座オンライン全日コース

3日間の講座です。各日目、同じ内容の講座を2022年11～12月にかけて2回ずつ開催します。どちらかご
都合の良い日をお選びいただけます。（受講日を決めてお申し込みください。後日に変更可能です。）
第一日目 11月23日(水祝)、11月27日(日)
第二日目 12月4日(日)、12月10日(土)
第三日目 12月11日(日)、12月24日(土)
（例えば、第一日目は11月23日(水)、第二日目は12月10日(土)、第三日目は12月11日(日))
（第一～三日目すべてにご出席ください。部分欠席されるとTeacher資格をお渡しできません。）

時間：全て9：30～16：30（昼食、休憩時間を含む）
受講料：8ページをご覧ください。
【2301070】ピラミーデ講座会場コース ＜会場で行う講座です。オンラインはありません＞

2023年1月7～9日（土・日・月祝）
定員＝20名
1日目 10：30～17：30
2日目 9：30～17：00
3日目 9：30～16：00
（3日間すべてにご出席ください。部分欠席されるとTeacher資格をお渡しできません。）
会場＝大阪府社会福祉会館 (地下鉄谷町六丁目駅より徒歩5分)
受講料：8ページをご覧ください。
※2日目の講義終了後に、希望者のみ参加の意見交流会を開催します。ぜひ、ご参加ください。
※新型コロナウイルスの今後の状況によっては中止する場合がございます。
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【2301215】 ピラミーデ講座オンライン半日コース

6日間の講座です。各日目、同じ内容の講座を2023年1～3月にかけて2回ずつ開催します。どちらかご都
合の良い日をお選びいただけます。（受講日を決めてお申し込みください。後日に変更可能です。）
第四日目 2月25日(土)、3月1日(水)
第一日目 1月21日(土)、1月25日(水)
第五日目 3月14日(火)、3月18日(土)
第二日目 1月28日(土)、2月1日(水)
第六日目 3月25日(土)、3月29日(水)
第三日目 2月11日(土祝)、2月14日(火)
（例えば、第一日目は1月21日(土)、第二日目は2月1日(水)、第三日目は2月14日(火)、第四日目は、、、）
（第一～六日目すべてにご出席ください。部分欠席されるとTeacher資格をお渡しできません。）

時間：土曜日は13：30～16：30、火・水曜日は9：30～12：30（共に休憩時間を含む）
◆基礎書籍『ピラミッドブック基礎編【改訳版】』をお持ちでない方
65,500円（税込）（内訳＝受講料46,000円、Teacher資格登録料3,000円、基礎書籍代16,500円）

受
講
料

◆お持ちの方
49,000円（税込）（内訳＝受講料46,000円、Teacher資格登録料3,000円）
※お勤めの施設（保育園や幼稚園、こども園など）で基礎書籍をお持ちの場合は「お持ちの方」の受講料と
なります。
※基礎書籍『ピラミッドブック基礎編【改訳版】』は、通常価格は31,900円です。基礎理論講座受講の方は
上記の特別価格でご購入いただけます。

申
込

各講座へのお申し込みは、HPからお願いします http://www.play-dev.jp/entry/
FAXでのお申し込みの際は、http://www.play-dev.jp/pdf/application.pdfより申込書を印刷してご
利用ください。

＜オンライン講座のお申し込み後の流れ＞お申し込み後に届く自動返信メールに従って受講料の事前お振込みをお願いします（振込手数料はご負担
ください）。着金をもって正式な受付とさせていただき、受講票を発行しテキストをお送りします（事前振込が無ければ、講座にはご参加いただけません）。
（受講料お振込み後にキャンセルの場合は、手数料1,000円を差し引いて返金いたします。）
＜会場コースの受講料は当日に会場でお支払いください。＞

「ピラミーデ（ピラミッドメソッド）」について解説したガイドブックをご用意しております。下記の項目を明記したメールまた
はファックスでお申し込みください。郵送いたします（無料）。
①お名前 ②お送り先郵便番号 ③お送り先住所

送り先メールアドレス：info@play-dev.jp

送り先ファックス番号：0745-44-3382

ピラミッドメソッド保育全集
ピラミーデではプロジェクトを実践するための書籍が各テーマ
ごと・学年別に用意されています。詳しくは下記からカタログ
をダウンロードしてください。

http://www.play-dev.jp/pdf/Pyramid Method.pdf

講師紹介

（主催するすべての講座の講師を務めます）

所長：宮野 亮（みやの あきら）

1960年福岡県生まれ。大阪府立大学総合科学部人間関係コース（心理学・社会学専攻）卒業。高
校時代より野外活動リーダーをつとめ、辻井正の主宰する「おもちゃライブラリー」において障がい児療育活動とおもちゃによる保育活動をは
じめる。2004年オランダCitoにてピラミッドメソッド国際普及会議に参加。2011年、子どもと育ち総合研究所所長に就任。神戸こども総合専門
学院非常勤講師。

主任研究員 宍戸 信子（ししど のぶこ）

京都生まれ。平安女学院短期大学保育科 卒業。幼稚園教諭として保育に没頭後、
「おもちゃライブラリー」に入職、障害児療育活動（＝豊かなあそびをつくるおもちゃ）・ヨーロッパの保育との出会いをきっかけに、「豊かなあそ
びと子どもの育ち」「誰でもみんなアーティスト―創造的な表現あそび」などをテーマに研究・実践し、現在は保育・教育現場から依頼される
様々なテーマを通じて、学び合い・気づき合う場としての研修・講座講師も務める。また、“音も動きも造形も…つながるつなげる表現・アート
あそび”のワークショップもすすめる。ピラミッドメソッド・ティーチャー／チューター両資格取得。2002-3年、オルフ研究所（オーストリア・ザルツ
ブルグ）のインターナショナルコースに参加。

一般社団法人子どもと育ち総合研究所
〒639-0222 奈良県香芝市西真美2-23-28 TEL：0745-44-3381 FAX：0745-44-3382 mail：info@play-dev.jp
web site＝http://www.play-dev.jp
Instagram＝https://www.instagram.com/kodomotosodachi/
Facebook＝https://www.facebook.com/kodomotosodachi
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保育研修指導、保護者向けの講演、ワークショップ指導などもお受けしております。お気軽にご相談ください。

