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開催概要

はじめに

2020年11月末、新型コロナウィルスによって失われた学びの機会を再び創出する

ために実施した「保育をどうしよう未来会議」。多くの保育関係者の方に賛同い

ただき累計視聴者数が10,000名を突破しました。4度目となる今回のテーマは「明

日の保育を語る」です。身近な未来の理想の姿（＝明日の保育）を実現するため

に、園内で小さな改善をポジティブに語り合えるキッカケとなれば幸いです。そ

んな「明日の保育」を考える切り口として、ゆとり作り、保護者の巻き込み、

日々の振り返り、学びの継続という4つのトピックをご用意しました。

これらに関連する20以上のセッションを通じて、皆さまと一緒に社会全体で「保

育・子どもの未来を考える6日間」を作り上げたいと思います。

開催日程

2021年11月9日(火)・10日(水)・12日(金)・16日(火)・17日(水)・19日(金)

開催形式

オンライン（Zoom）　

※後日、録画配信予定

参加費用

無料
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対象者

全国の保育関係者

参加方法

保育をどうしよう未来会議Webサイト（https://lookmee.jp/miraikaigi/）より、

必要事項を登録の上、後日送られてくるZoomのURLより視聴可能です。

※登録メールアドレスに誤りがあると、当日の視聴URLを受取れません。

※Zoom利用が初めてで不安な方も事前サポート致します。気軽にご登録下さい。

※登録が上手く行えない方はlookmee-report@unifa-e.comまでお知らせ下さい。

※すべてのプログラムに参加頂く必要はありません。視聴したいプログラムを自由

にご覧いただけます。

※ご登録いただいた方には後日録画配信を行います。
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今回の特徴

①４つのトピック

過去のアンケート結果でもっともご関心の高かった４つのトピックに沿った

セッションをご用意しました。ご関心のあるトピックを深掘りいただけます。

②ライブ限定の公開Q&Aセッション「もやもやルーム」

皆さまが抱えている「もやもや（＝課題）」を登壇者と一緒に考える「もやも

やルーム」を開催します。是非ご参加ください。
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プログラム一覧
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Day1：11月9日（火）

10:00

|

11:30

子どもを真ん中においた語り合い

　～保育の本質は語り合いの中に～

　汐見 稔幸

　東京大学名誉教授

　白梅学園大学名誉学長

13:00

|

14:00

園内研修を活用した日々の保育の振り返り

　糸永 寛道

　天宗瓜破東園 副主任

15:00

|

16:30

保護者を園の味方にする

　～保護者コミュニケーションの基本と実践～

　山本 幸子

　社会福祉法人ルピナス

　キッズ・キッズ折尾保育園 園長

日々の保育を振り返る

保護者や地域を巻き込む

もやもやルーム

もやもやルーム



プログラム一覧
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Day2：11月10日（水）

10:00

|

11:00

地域づくりの中心として園が担える役割

　柿沼 平太郎

　学校法人柿沼学園 認定こども園こどもむら 理事長

13:00

|

14:30

令和時代の保育施設経営

　～これからの園経営を考えるために押さえるべきポイント～

　堀内 顕秀

　株式会社船井総合研究所 第三経営支援本部

　保育・教育支援部チームリーダー

　シニア経営コンサルタント

15:00

|

16:00

フレーベル西が丘みらい園でのドキュメンテーションの実践

　柴田 直美

　原島 有紀乃

　フレーベル西が丘みらい園　園長＆保育士

 

保護者や地域を巻き込む

ゆとりを生み出す

日々の保育を振り返る

もやもやルーム



プログラム一覧
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Day3：11月12日（金）

10:00

|

11:00

誰でもできる！保護者・地域の垣根を越えていく保育のヒント

　今津 太陽

　社会福祉法人泉新会 かがやきの森保育園うえだ 園長

13:00

|

14:00

語り合いが増える！

　ルクミーフォト・ドキュメンテーション活用事例

　小室 信子

　学校法人くるみ学園北柏駅前保育園わらび　園長

　上 由希子

　副主任

15:00

|

16:30

職員の人材育成につなげる振り返りの考え方と実践

　村松 良太

　学校法人リズム学園　あいおい子ども園

　園長

 

保護者や地域を巻き込む

日々の保育を振り返る

日々の保育を振り返る もやもやルーム



プログラム一覧
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Day4：11月16日（火）

10:00

|

11:30

幼保小接続における、幼児教育・保育が持つ意味

　無藤 隆

  白梅学園大学　名誉教授

13:00

|

14:00

現場のゆとりを生み出すために必要な保育施設経営の考え方

　山下 真実

　株式会社ここるく 代表取締役

　一般社団法人Learning Journey理事

15:00

|

16:00

悩めるあなたの、信じる保育はここにある

～一緒に悩もう！考えよう！～　

　石田　雅一

　社会福祉法人呉竹会　三茶こだま保育園　理事長

　秋山　由香

　社会福祉法人聖光会　国立クムクム保育園　園長

 

ゆとりを生み出す

保育者として学び続ける もやもやルーム



プログラム一覧
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Day5：11月17日（火）

10:00

|

11:30

やりたい保育のための挑戦

　～時間と心、両方のゆとり作り～

　村本 あすか

　株式会社Step Up

　心育保育園 統括管理者

13:00

|

14:00

もう悩まない！保育士の「採用」「定着」に効く人事マネジメント　　　

～保育士転職支援トップランナー企業による最新転職動向の考察～

　若林 利晃

　株式会社トライト 執行役員

　株式会社トライトキャリア　営業本部

　第三事業部　事業部長

15:00

|

16:00

ゆとりの作り方

　～誰のゆとりをどのように作るか～

　戸巻 聖

　学校法人くるみ学園

　理事長

 

ゆとりを生み出す

ゆとりを生み出す

ゆとりを生み出す

もやもやルーム



プログラム一覧
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Day6：11月19日（金）

10:00

|

11:00

家庭内における突然死リスクについて

（2021 年7 月実施分の録画）

　小保内 俊雅

　公益財団法人　東京都保健医療公社　

　多摩北部医療センター

　小児科　部長

13:00

|

14:00

保育の質の向上・組織づくりにつながる自己評価ガイドラインの考

え方と実践

　大豆生田 啓友

　玉川大学　教授

15:00

|

16:00

もっとワクワク、保育を楽しむ！

　～理念を大切に『保育』を創造しよう～

　坂本 喜一郎

　社会福祉法人たちばな福祉会 RISSHO KID’S きらり岡本

　園長

　中嶋 淳

　社会福祉法人フィロス 刈谷ゆめの樹保育園

　園長

保護者や地域を巻き込む

保育者として学び続ける



よくあるご質問

Q．オンラインでの研修が初めてで不安なのですが、大丈夫でしょうか？

Zoomという無料のソフトを使用します。

研修にお申し込みいただいた方には、事前準備のマニュアルやお試し接続の

機会をご案内いたしますのでご安心ください。（ただし、施設のネット環境

によってはご視聴できない場合があります）

Q．録画配信は予定していますか？

イベント終了後、録画配信を予定しています。

登録頂いたメールアドレス宛にご案内を致しますので、まずは事前登録をお

願いします。

Q．全日程ではなく1日だけ（または1枠だけ）の視聴は可能でしょうか？

はい。お好きな時間帯のみご覧いただけます。

Q．複数人で同時に見る際は、人数分の登録が必要でしょうか？

登録は「施設単位」でお願いします。

同じ施設内で複数人で視聴される場合は、登録は代表者お一人のみのご登録

で構いません。ただし、別の施設（グループ園等）の場合は、別途ご登録を

お願いします。

Q．研修は無料でしょうか？

保育をどうしよう未来会議については全て無料でご参加いただくことができ

ます。

※別途開催されるルクミー みらい保育スクールについては有償となります。

　https://lookmee.jp/mirasuku/
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Q．申し込みページに入れないのですが、どうしたらいいでしょうか？

アクセスされる環境によってフォームを閲覧できない場合は、

lookmee-report@unifa-e.com（「保育をどうしよう未来会議」事務局）まで

メールにてその旨ご連絡ください。代理登録等を行います。

 

Q．研修をキャンセルしたいのですが、どうしたらいいでしょうか？

キャンセルの場合であっても、特に連絡いただく必要はありません。

後日録画配信を予定しておりますので、都合の良いときにぜひご覧ください。  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ルクミーのご紹介









【DAY1】11月9日（火）
子どもを真ん中においた語り合い～保育の本質は語り合いの中に～

東京大学・白梅学園大学　汐見 稔幸
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【DAY1】11月9日（火）
園内研修を活用した日々の保育の振り返り

天宗瓜破東園 糸永 寛道
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【DAY1】11月9日（火）
保護者を園の味方にする～保護者コミュニケーションの基本と実践～

キッズ・キッズ折尾保育園 山本 幸子
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【DAY2】11月10日（水）
地域づくりの中心として園が担える役割

認定こども園こどもむら 柿沼 平太郎
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【DAY2】11月10日（水）
令和時代の保育施設経営

株式会社船井総合研究所 堀内 顕秀
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【DAY2】11月10日（水）
フレーベル西が丘みらい園でのドキュメンテーションの実践

フレーベル西が丘みらい園 柴田 直美 / 原島 有紀乃
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【DAY3】11月12日（金）
誰でもできる！保護者・地域の垣根を越えていく保育のヒント

かがやきの森保育園うえだ 今津 太陽
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【DAY3】11月12日（金）
語り合いが増える！ルクミーフォト・ドキュメンテーション活用事例

北柏駅前保育園わらび 小室 信子 / 上 由希子

26



【DAY3】11月12日（金）
職員の人材育成につなげる振り返りの考え方と実践

あいおい子ども園 園長 村松 良太
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【DAY4】11月16日（火）
幼保小接続における、幼児教育・保育が持つ意味

白梅学園大学 無藤 隆
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【DAY4】11月16日（火）
現場のゆとりを生み出すために必要な保育施設経営の考え方

株式会社ここるく 山下 真実
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【DAY4】11月16日（火）
悩めるあなたの、信じる保育はここにある　～一緒に悩もう！考えよう！～

三茶こだま保育園 石田 雅一 / 国立クムクム保育園 秋山 由香
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【DAY5】11月17日（水）
やりたい保育のための挑戦～時間と心、両方のゆとり作り～

心育保育園 村本 あすか
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【DAY5】11月17日（水）
もう悩まない！保育士の「採用」「定着」に効く人事マネジメント

株式会社トライト 若林 利晃
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【DAY5】11月17日（水）
ゆとりの作り方～誰のゆとりをどのように作るか～

くるみ学園 戸巻 聖
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【DAY6】11月19日（金）
家庭内における突然死リスクについて（2021 年7 月実施分の録画）

多摩北部医療センター 小保内 俊雅
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【DAY6】11月19日（金）
保育の質の向上・組織づくりにつながる自己評価ガイドラインの考え方と実践

玉川大学 大豆生田 啓友
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【DAY6】11月19日（金）
もっとワクワク、保育を楽しむ！～理念を大切に『保育』を創造しよう～

RISSHO KID’S きらり岡本 坂本 喜一郎 / 刈谷ゆめの樹保育園 中嶋 淳
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