
受講申込みについて
①受講をご希望の方は、同封の『申込書』に必要事項をご記入のうえ、各会場担当の申込先へFAX又は郵便で
お申込みください。

②ご氏名、受付番号入り受講票（郵便振替番号又は銀行口座番号入り）をお送りいたします。受講票到着後10日
以内にご入金ください。

③申込み後に受講をキャンセルされる場合は、必ず申込みをされた支部にご連絡をお願いします。	
セミナーの3日前までにご連絡をいただいた場合は、受講料をご返金いたします。それ以降はご返金でき
ませんのでご承知おきください。

④受講当日は、受講票ならびに支払票写しをお持ちください。

◎ご不明な点は、担当支部又は本部事務局へお尋ねください。

受講料   登録会員 10,000円／一般 12,000円／学生 7,000円

セミナーへのおさそい
　ムーブメント教育・療法は、和光大学現代人間学部教授（横浜国立大学名誉教授）小林芳文博士が、1977年に初めて日本
へ紹介してから36年が経過しました。ムーブメント教育・療法のすばらしさは、一人ひとりの自主性を大切にし、人間尊
重を基本理念としていることです。
　「みんなの喜びと健康と幸福感の達成」を目標に、からだ〈動くこと〉と、あたま〈考えること〉と、こころ〈感じること〉の
調和のとれた発達をめざします。
　乳幼児から高齢者まで、元気な方も障がいのある方も支援される方も応援する方も、活動場面では笑顔と拍手は絶える
ことがありません。喜び溢れる遊びを学問にまで高めたのがムーブメント教育・療法です。
　今や、全国で約4000名の方々が協会認定のムーブメント教育・療法指導者資格を取得されて、各職場あるいは地域で活
躍されています。今年は全国3会場でセミナーを開催いたします。なお、信越大会では重症児（者）・重度重複障がい児の発
達アセスメントMEPA-ⅡR発刊記念の講座を組んでおります。
　どなたにも親しみやすく、明日の実践に活かすことができる講座内容です。実技・実践を中心にした夏期セミナーで、感
動を共有できる幸せを実感されますようご案内いたします。

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY
一人ひとりに寄り添い楽しいムーブメントの風を送ろう

ムーブメント教育・療法夏期実践講座
主　催 	特定非営利活動法人　日本ムーブメント教育・療法協会　信越支部・大阪支部・関東支部
共　催 	国際ムーブメント教育・療法学術研究センター

2013 Summer Seminar

信越大会　8月10日（土）・11日（日）
会　　場：	 松本市Ｍウイング　6階　ホール
	 長野県松本市中央1-18-1
申 込 先：	 〒399-0021　長野県松本市寿豊丘811
	 NHOまつもと医療センター中信松本病院　療育指導科療育指導室内
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　信越支部事務局
	 TEL・FAX：	0263-57-2096

大阪大会　8月17日（土）・18日（日）
会　　場：	 大阪国際会議場　10階　1003会議室　
	 大阪市北区中之島5-3-51
申 込 先：	 〒589-0023　大阪府大阪狭山市大野台1-30-1
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　大阪支部事務局
	 TEL：	090-9995-5223／FAX：	072-367-0713
問 合 せ：	 osaka-movement@good.zaq.jp	　髙井照隆

関東大会　9月14日（土）・15日（日）
会　　場：	 大田区産業プラザPiO　4階　コンベンションホール　
	 東京都大田区南蒲田1-20-20
申 込 先：	 〒247-8512　神奈川県鎌倉市大船6-1-3　鎌倉女子大学内
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　関東支部事務局
	 TEL・	FAX	：0467-44-2168
問 合 せ：	 jamet-kantou@kamakura-u.ac.jp	　飯村敦子

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY

特定非営利活動法人　日本ムーブメント教育・療法協会
〒144-0056 東京都大田区西六郷4-20-6　TEL.03-3738-1094　FAX.03-3738-1172　URL  http：//jamet.jp/

（注1）各会場共に定員になり次第締め切らせていただきます。最終申込み受付は、各会場とも開催1週間前です。
（注2）講師、内容は都合により変更になる場合があります。予めご承知おきくださいますようお願いいたします。



9月14日（土）
9：30 〈受付〉
9：55 〈開会〉

10：00
〈講演〉

ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～フロスティッグ理論の理解・New DVDを通して～	 小林　芳文

11：00 〈休憩〉

11：10
〈理論〉

ムーブメント教育・療法プログラムアセスメント(MEPA-R)の基礎
　～MEPA-Rの目的・方法・結果の処理と活用方法など～	 小林　保子

12：10 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について	 JAMET事務局
12：30 〈昼食〉

13：30
13：35

14：00
14：05

〈理論・実技〉
アセスメントに基づく支援を展開するために	コーディネーター：當島　茂登
MEPA-R発達パターンＡの理解
発達パターンＡに基づく支援  ～重症児（者）・重度重複障がい児を中心とした支援の実際
	 藤村　元那
MEPA-R発達パターンＢの理解
発達パターンＢに基づく支援  ～知的障がい児を中心とした支援の実際～
	 並木　淑乃

14：30 〈休憩〉
14：40
14：45

15：10
15：15

15：40
15：45

MEPA-R発達パターンＣの理解
発達パターンＣに基づく支援の実際  ～肢体不自由児を中心とした支援～
	 新井　良保
MEPA-R発達パターンＤの理解
発達パターンＤに基づく支援の実際  ～自閉症児を中心とした支援～
	 是枝喜代治
MEPA-R発達パターンＥの理解
発達パターンＥに基づく支援の実際  ～発達障がい児を中心とした支援～
	 安藤　正紀

16：15 質疑応答	 	小林芳文・常任専門指導員ほか

16：30
〈実技〉

からだ・あたま・こころが輝くダンスムーブメント
　～受講の皆様とともに～	 大橋さつき

17：00 〈終了〉

9月15日（日）
9：15 〈受付〉

9：30
〈理論〉

ムーブメント教育・療法の基礎
　～ムーブメント教育・療法の達成課題と発達の考え方～	 松瀬三千代

10：30 〈休憩〉

10：35

11：35

〈保育実技〉
よいこの保育園、おひさま保育園の子どもたちとともに
	 プログラムリーダー：長村　賢治・酒井　美香
	 プログラム助言：佐々木了子・市崎みゆき
保育実技を受けて  ～解説～	 小林　芳文

11：50 〈ホットタイム〉
12：00 〈昼食〉

13：00

13：30

〈実践報告〉
①療育を支える保育の力
　～「たけのこムーブメント教室」32年の歩み～	 竹内　麗子
②我が子の成長を語る
　～「ムーブメントサークル・アンダンテ」の活動を通して～	 大崎　恵子

14：00 〈休憩〉
14：10

14：40

③障害学童児の発達支援
　～「スマイルキッズ」の活動を通して～	 上原　淑枝
④「ゆっくり、楽しく」生涯発達を支えるということ
　～茨城県鹿嶋市「松の木学園」の若者たちと保護者の願い～	 橋本　浩子

15：10 実践報告を受けて  ～質疑応答と解説～	 実践報告者・小林　芳文
15：25 〈休憩〉

15：30
〈実技〉

からだ・あたま・こころに響く音楽ムーブメント 
　～受講の皆様とともに～ 飯村　敦子

16：00 〈閉会〉

8月10日（土）
12：00 〈受付〉
12：15 nozomi gazing quartetによる生演奏
12：45 〈開会〉

13：00

〈講演〉
ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～発達障害や重度重複障害のある子どもに寄り添う支援～

小林　芳文

14：00

〈話題提供・実践報告〉
ムーブメント環境作りのヒント ～主に学校での実践を通して～

柳澤美恵子・古谷久美子
14：50 〈休憩〉

15：00

〈講演〉
教育の力 ～いのちが育ち、家族もかがやく～

亀井　智泉
15：50 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について

JAMET事務局
16：05 〈休憩〉

16：15

〈実技〉
重症児(者)・重度重複障がい児のQOLを支える感覚運動ムーブメント
　～ムーブメント環境としての遊具、音楽、徹底活用～

小林　芳文

17：00

〈映像完成・特別企画〉
New DVD「ムーブメント教育・療法Ⅱ～フロスティッグ理論を理解する～」

解説：飯村敦子
17：40 〈質疑応答〉
18：00 〈終了〉

8月11日（日）
9：00 〈受付〉

9：15

〈MEPA-ⅡR発刊記念〉
重症児（者）・重度重複障がい児の支援アセスメント「MEPA-ⅡR」完成によせて
 小林　芳文

9：30

〈理論〉
MEPA-ⅡRの理論と活用
　～実施にあたって・構成と記入法・結果の処理について～
 飯村　敦子

10：25 〈休憩〉

10：35

10：55

11：15

〈実践報告〉重症心身障がい児（者）病棟での実践
①明日からできる！！！病棟内ムーブメント
　～楽しい活動と睡眠リズムから見るムーブメントの効果～ 吉田　幸香
②重症児（者）病棟における実践
　～余暇支援の充実を目指して～ 津城　有紀
③NIRS（近赤外光線方式脳血流評価システム）を用いた音刺激による脳血流の変化
　～家族の声に対する指の動きと心の結びつき～ 竹川沙也香

11：35 実践報告を振り返って 石田　修一・小林　芳文
12：00 〈昼食〉

13：00

〈特別講演〉
医師の立場から重症児（者）を支援する 塩川　智司

14：10 〈休憩・階段席収納〉

14：25

14：35

14：55

15：15

〈理論・実技〉利用者・受講者の皆さんと
MEPA-ⅡRにおけるコミュニケーションの考え方 小林　芳文
ロープを活用したコミュニケーション支援の実際 信越支部スタッフ
スカーフを活用したコミュニケーション支援の実際 信越支部スタッフ
感覚運動を支える環境と支援の実際　　
～ユランコ・トランポリン・大型回転遊具などを活用して～ 信越支部スタッフ

16：00 〈閉会〉

8月18日（日）
9：00 〈受付〉

初級講座 中級講座

9：30

〈理論・実技〉
発達障がい児の支援に活かすムーブメント
　～教科学習の立場から～

金井　典子

9：30

〈理論・演習〉
MEPA-R発達タイプの
読み取りと活用

飯村　敦子
10：20 〈休憩〉

10：30

10：50

11：20

11：40

〈実践報告〉
①保育園でのムーブメント教育の活用
	 中村　幸恵
②子どもムーブメント教室の事例報告
	 碓井　和枝
③特別支援学校（肢体不自由）でのムーブメント
　  教育の実践	 神田　育美
④私とムーブメントとの出会い！
	 中村まふみ

10：30

〈グループワークⅠ〉
MEPA-R発達タイプによる
プログラムづくり
	 飯村　敦子・金川　朋子

11：20

〈グループワークⅡ〉
グループワークの
成果発表と振り返り
	 飯村　敦子・金川　朋子

12：00 〈昼食〉

13：00

〈実技・解説〉
生き生き元気、シルバームーブメントの実際
	 金川　朋子・髙井　照隆・川端　智美
	 解説：小林　芳文

14：20 ホットタイム
14：30 質疑応答	 髙井　照隆
14：50 〈休憩〉

15：00

〈実技〉
　～動く、感じる、考える～  音楽ムーブメントの展開	 飯村　敦子

16：00 〈閉会〉

8月17日（土）
10：00 〈受付〉
10：25 〈開会〉

10：30

〈実技〉
子どもと家族の笑顔を支えるムーブメント教室の実際
	 金川　朋子・大阪支部スタッフ

11：30

〈理論・実技〉
特別支援教育に活かすムーブメント教育・療法
　～感覚運動ムーブメント～	 金川　朋子

12：15 〈昼食〉

13：15

〈講演〉
ムーブメント教育・療法のポイントと実践をつなぐ
　～New DVD「フロスティッグ理論を理解する」の解説を通して～
	 小林　芳文

14：30 〈休憩〉

14：40

〈講演〉
特別支援教育に活かすムーブメント教育・療法
　～発達を支える身体意識ムーブメント～	 森　太

15：40 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について　	 JAMET事務局
15：55 〈休憩〉

初級講座 中級講座

16：10

17：10

〈理論・演習〉
支援のためのアセスメント
　～MEPA-Rの基本理論～
	 奥村　操子

16：10

17：10

〈講義〉
中級指導者に望むこと
	 髙井　照隆

〈理論・演習〉
ムーブメント遊具の活用　
　～問題解決／創造性を育む～
	 金川　朋子

17：30〜18：00 ワンコイン　イブニングレクチャ－（参加費：500円）
金川　朋子・奥村　操子

QOL・発達を援助する医療・療育の実践講座
～重症児（者）・重度重複障がい児の発達アセスメントMEPA-ⅡR発刊記念～
会場：松本市Ｍウイング 6階ホール
長野県松本市中央1-18-1

新しい保育・教育・療育に向けた
ムーブメント教育・療法実践講座
会場：大田区産業プラザPiO　4階　コンベンションホール
東京都大田区蒲田1-20-20

（定員：150名） （定員：200名）

セミナーのご案内
（注1）各会場の講師、内容等はやむを得ない事情により変更にな

る場合があります。あらかじめご承知おきくださいますよう
お願いいたします。

（注2）受講のお申込みは、事務処理の正確さと迅速さのために
も、各会場の担当支部をご確認のうえ、FAX又は郵便でお
送りください。

　受講の際は、必ず「会員兼受講証」をご持参ください。お忘れ
になった場合は、受講証明の押印を行うことができませんのでご
注意ください。各会場2日間（開会から閉会まで）の受講で、受
講証明の押印をいたします。
　また、各会場2日間（開会から閉会まで）の受講で初級指導者・
中級指導者・上級指導者の資格更新ポイント「5ポイント」の押印
をいたします。

NPO法人 日本ムーブメント教育・療法協会の
登録会員の皆様へのお願い

大阪大会　8月17日（土）・18日（日）信越大会　8月10日（土）・11日（日） 関東大会　9月14日（土）・15日（日）

講師紹介 ［氏名（JAMET役職・資格／所属・役職）］

信越大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
塩川　智司	（大阪発達総合療育センター・小児外科医）
石田　修一	（NHOまつもと医療センター中信松本病院・小児科医長）
柳澤美恵子	（JAMET常任専門指導員）
古谷久美子	（JAMET上級指導者／松本市・特別支援教育支援員）
亀井　智泉	（長野こども療育推進サークルゆうテラス・代表）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）	
吉田　幸香	（JAMET初級指導者／NHOまつもと医療センター中信松本病院・療養介助員）
津城　有紀	（JAMET初級指導者／NHOまつもと医療センター中信松本病院・療養介助員）
竹川沙也香	（NHOまつもと医療センター中信松本病院・看護師）

大阪大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
金川　朋子	（JAMET常任専門指導員／大阪府立富田林支援学校・教諭）
森　　　太	（JAMET中級指導者／兵庫県立氷上特別支援学校・教諭）
奥村　操子	（JAMET上級指導者／鳥取県白兎養護学校・教諭）
髙井　照隆	（JAMET大阪支部代表・常任専門指導員／髙井音楽事務所・代表）
金井　典子	（JAMET中級指導者／河内長野市立三日市小学校・教諭）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
中村　幸恵	（JAMET初級指導者／同朋福祉会同朋にこにこ保育園・主任保育士）
碓井　和枝	（大阪ムーブメント教育研究会子ども教室参加者／島本町立第二小学校・教諭）
神田　育美	（JAMET中級指導者／大阪市立西淀川特別支援学校・教諭）
中村まふみ	 （JAMET初級指導者／独立行政法人国立病院機構和歌山病院・保育士）
川端　智美	（JAMET上級指導者／社会福祉法人秀美会アイリス・指導員）

関東大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
小林　保子	（JAMET常任専門指導員／東京福祉大学短期大学部・教授）
當島　茂登	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
藤村　元邦	（JAMET理事・常任専門指導員）
並木　淑乃	（JAMET常任専門指導員）
新井　良保	（JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
是枝喜代治	（JAMET常任専門指導員／東洋大学ライフデザイン学部・教授）
安藤　正紀	（JAMET常任専門指導員／玉川大学教職大学院・教授）
大橋さつき	 （JAMET常任専門指導員／和光大学現代人間学部・准教授）
松瀬三千代	（JAMET常任専門指導員）
長村　賢治	（JAMET中級指導者／よいこの保育園・保育士）
酒井　美香	（JAMET中級指導者／おひさま保育園・保育士）
佐々木了子	 （よいこの保育園・副園長）
市崎みゆき	 （よいこの保育園・園長）
竹内　麗子	（JAMET理事・常任専門指導員／清水台保育園・園長）
大崎　恵子	（JAMET上級指導者／ムーブメントサークル｢アンダンテ｣・代表）
上原　淑枝	（JAMET上級指導者／川崎市立東生田小学校・教諭）
橋本　浩子	（JAMET中級指導者／茨城県鹿嶋市「松の木学園」保護者会・前会長）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）

“もっと楽しく・健康に”
ムーブメント教育 ･ 療法の実践講座
会場：大阪国際会議場10階1003会議室
大阪市北区中之島5-3-51

（定員　初級：150名／中級：80名）



9月14日（土）
9：30 〈受付〉
9：55 〈開会〉

10：00
〈講演〉

ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～フロスティッグ理論の理解・New DVDを通して～	 小林　芳文

11：00 〈休憩〉

11：10
〈理論〉

ムーブメント教育・療法プログラムアセスメント(MEPA-R)の基礎
　～MEPA-Rの目的・方法・結果の処理と活用方法など～	 小林　保子

12：10 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について	 JAMET事務局
12：30 〈昼食〉

13：30
13：35

14：00
14：05

〈理論・実技〉
アセスメントに基づく支援を展開するために	コーディネーター：當島　茂登
MEPA-R発達パターンＡの理解
発達パターンＡに基づく支援  ～重症児（者）・重度重複障がい児を中心とした支援の実際
	 藤村　元那
MEPA-R発達パターンＢの理解
発達パターンＢに基づく支援  ～知的障がい児を中心とした支援の実際～
	 並木　淑乃

14：30 〈休憩〉
14：40
14：45

15：10
15：15

15：40
15：45

MEPA-R発達パターンＣの理解
発達パターンＣに基づく支援の実際  ～肢体不自由児を中心とした支援～
	 新井　良保
MEPA-R発達パターンＤの理解
発達パターンＤに基づく支援の実際  ～自閉症児を中心とした支援～
	 是枝喜代治
MEPA-R発達パターンＥの理解
発達パターンＥに基づく支援の実際  ～発達障がい児を中心とした支援～
	 安藤　正紀

16：15 質疑応答	 	小林芳文・常任専門指導員ほか

16：30
〈実技〉

からだ・あたま・こころが輝くダンスムーブメント
　～受講の皆様とともに～	 大橋さつき

17：00 〈終了〉

9月15日（日）
9：15 〈受付〉

9：30
〈理論〉

ムーブメント教育・療法の基礎
　～ムーブメント教育・療法の達成課題と発達の考え方～	 松瀬三千代

10：30 〈休憩〉

10：35

11：35

〈保育実技〉
よいこの保育園、おひさま保育園の子どもたちとともに
	 プログラムリーダー：長村　賢治・酒井　美香
	 プログラム助言：佐々木了子・市崎みゆき
保育実技を受けて  ～解説～	 小林　芳文

11：50 〈ホットタイム〉
12：00 〈昼食〉

13：00

13：30

〈実践報告〉
①療育を支える保育の力
　～「たけのこムーブメント教室」32年の歩み～	 竹内　麗子
②我が子の成長を語る
　～「ムーブメントサークル・アンダンテ」の活動を通して～	 大崎　恵子

14：00 〈休憩〉
14：10

14：40

③障害学童児の発達支援
　～「スマイルキッズ」の活動を通して～	 上原　淑枝
④「ゆっくり、楽しく」生涯発達を支えるということ
　～茨城県鹿嶋市「松の木学園」の若者たちと保護者の願い～	 橋本　浩子

15：10 実践報告を受けて  ～質疑応答と解説～	 実践報告者・小林　芳文
15：25 〈休憩〉

15：30
〈実技〉

からだ・あたま・こころに響く音楽ムーブメント 
　～受講の皆様とともに～ 飯村　敦子

16：00 〈閉会〉

8月10日（土）
12：00 〈受付〉
12：15 nozomi gazing quartetによる生演奏
12：45 〈開会〉

13：00

〈講演〉
ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～発達障害や重度重複障害のある子どもに寄り添う支援～

小林　芳文

14：00

〈話題提供・実践報告〉
ムーブメント環境作りのヒント ～主に学校での実践を通して～

柳澤美恵子・古谷久美子
14：50 〈休憩〉

15：00

〈講演〉
教育の力 ～いのちが育ち、家族もかがやく～

亀井　智泉
15：50 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について

JAMET事務局
16：05 〈休憩〉

16：15

〈実技〉
重症児(者)・重度重複障がい児のQOLを支える感覚運動ムーブメント
　～ムーブメント環境としての遊具、音楽、徹底活用～

小林　芳文

17：00

〈映像完成・特別企画〉
New DVD「ムーブメント教育・療法Ⅱ～フロスティッグ理論を理解する～」

解説：飯村敦子
17：40 〈質疑応答〉
18：00 〈終了〉

8月11日（日）
9：00 〈受付〉

9：15

〈MEPA-ⅡR発刊記念〉
重症児（者）・重度重複障がい児の支援アセスメント「MEPA-ⅡR」完成によせて
 小林　芳文

9：30

〈理論〉
MEPA-ⅡRの理論と活用
　～実施にあたって・構成と記入法・結果の処理について～
 飯村　敦子

10：25 〈休憩〉

10：35

10：55

11：15

〈実践報告〉重症心身障がい児（者）病棟での実践
①明日からできる！！！病棟内ムーブメント
　～楽しい活動と睡眠リズムから見るムーブメントの効果～ 吉田　幸香
②重症児（者）病棟における実践
　～余暇支援の充実を目指して～ 津城　有紀
③NIRS（近赤外光線方式脳血流評価システム）を用いた音刺激による脳血流の変化
　～家族の声に対する指の動きと心の結びつき～ 竹川沙也香

11：35 実践報告を振り返って 石田　修一・小林　芳文
12：00 〈昼食〉

13：00

〈特別講演〉
医師の立場から重症児（者）を支援する 塩川　智司

14：10 〈休憩・階段席収納〉

14：25

14：35

14：55

15：15

〈理論・実技〉利用者・受講者の皆さんと
MEPA-ⅡRにおけるコミュニケーションの考え方 小林　芳文
ロープを活用したコミュニケーション支援の実際 信越支部スタッフ
スカーフを活用したコミュニケーション支援の実際 信越支部スタッフ
感覚運動を支える環境と支援の実際　　
～ユランコ・トランポリン・大型回転遊具などを活用して～ 信越支部スタッフ

16：00 〈閉会〉

8月18日（日）
9：00 〈受付〉

初級講座 中級講座

9：30

〈理論・実技〉
発達障がい児の支援に活かすムーブメント
　～教科学習の立場から～

金井　典子

9：30

〈理論・演習〉
MEPA-R発達タイプの
読み取りと活用

飯村　敦子
10：20 〈休憩〉

10：30

10：50

11：20

11：40

〈実践報告〉
①保育園でのムーブメント教育の活用
	 中村　幸恵
②子どもムーブメント教室の事例報告
	 碓井　和枝
③特別支援学校（肢体不自由）でのムーブメント
　  教育の実践	 神田　育美
④私とムーブメントとの出会い！
	 中村まふみ

10：30

〈グループワークⅠ〉
MEPA-R発達タイプによる
プログラムづくり
	 飯村　敦子・金川　朋子

11：20

〈グループワークⅡ〉
グループワークの
成果発表と振り返り
	 飯村　敦子・金川　朋子

12：00 〈昼食〉

13：00

〈実技・解説〉
生き生き元気、シルバームーブメントの実際
	 金川　朋子・髙井　照隆・川端　智美
	 解説：小林　芳文

14：20 ホットタイム
14：30 質疑応答	 髙井　照隆
14：50 〈休憩〉

15：00

〈実技〉
　～動く、感じる、考える～  音楽ムーブメントの展開	 飯村　敦子

16：00 〈閉会〉

8月17日（土）
10：00 〈受付〉
10：25 〈開会〉

10：30

〈実技〉
子どもと家族の笑顔を支えるムーブメント教室の実際
	 金川　朋子・大阪支部スタッフ

11：30

〈理論・実技〉
特別支援教育に活かすムーブメント教育・療法
　～感覚運動ムーブメント～	 金川　朋子

12：15 〈昼食〉

13：15

〈講演〉
ムーブメント教育・療法のポイントと実践をつなぐ
　～New DVD「フロスティッグ理論を理解する」の解説を通して～
	 小林　芳文

14：30 〈休憩〉

14：40

〈講演〉
特別支援教育に活かすムーブメント教育・療法
　～発達を支える身体意識ムーブメント～	 森　太

15：40 認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について　	 JAMET事務局
15：55 〈休憩〉

初級講座 中級講座

16：10

17：10

〈理論・演習〉
支援のためのアセスメント
　～MEPA-Rの基本理論～
	 奥村　操子

16：10

17：10

〈講義〉
中級指導者に望むこと
	 髙井　照隆

〈理論・演習〉
ムーブメント遊具の活用　
　～問題解決／創造性を育む～
	 金川　朋子

17：30〜18：00 ワンコイン　イブニングレクチャ－（参加費：500円）
金川　朋子・奥村　操子

QOL・発達を援助する医療・療育の実践講座
～重症児（者）・重度重複障がい児の発達アセスメントMEPA-ⅡR発刊記念～
会場：松本市Ｍウイング 6階ホール
長野県松本市中央1-18-1

新しい保育・教育・療育に向けた
ムーブメント教育・療法実践講座
会場：大田区産業プラザPiO　4階　コンベンションホール
東京都大田区蒲田1-20-20

（定員：150名） （定員：200名）

セミナーのご案内
（注1）各会場の講師、内容等はやむを得ない事情により変更にな

る場合があります。あらかじめご承知おきくださいますよう
お願いいたします。

（注2）受講のお申込みは、事務処理の正確さと迅速さのために
も、各会場の担当支部をご確認のうえ、FAX又は郵便でお
送りください。

　受講の際は、必ず「会員兼受講証」をご持参ください。お忘れ
になった場合は、受講証明の押印を行うことができませんのでご
注意ください。各会場2日間（開会から閉会まで）の受講で、受
講証明の押印をいたします。
　また、各会場2日間（開会から閉会まで）の受講で初級指導者・
中級指導者・上級指導者の資格更新ポイント「5ポイント」の押印
をいたします。

NPO法人 日本ムーブメント教育・療法協会の
登録会員の皆様へのお願い

大阪大会　8月17日（土）・18日（日）信越大会　8月10日（土）・11日（日） 関東大会　9月14日（土）・15日（日）

講師紹介 ［氏名（JAMET役職・資格／所属・役職）］

信越大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
塩川　智司	（大阪発達総合療育センター・小児外科医）
石田　修一	（NHOまつもと医療センター中信松本病院・小児科医長）
柳澤美恵子	（JAMET常任専門指導員）
古谷久美子	（JAMET上級指導者／松本市・特別支援教育支援員）
亀井　智泉	（長野こども療育推進サークルゆうテラス・代表）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）	
吉田　幸香	（JAMET初級指導者／NHOまつもと医療センター中信松本病院・療養介助員）
津城　有紀	（JAMET初級指導者／NHOまつもと医療センター中信松本病院・療養介助員）
竹川沙也香	（NHOまつもと医療センター中信松本病院・看護師）

大阪大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
金川　朋子	（JAMET常任専門指導員／大阪府立富田林支援学校・教諭）
森　　　太	（JAMET中級指導者／兵庫県立氷上特別支援学校・教諭）
奥村　操子	（JAMET上級指導者／鳥取県白兎養護学校・教諭）
髙井　照隆	（JAMET大阪支部代表・常任専門指導員／髙井音楽事務所・代表）
金井　典子	（JAMET中級指導者／河内長野市立三日市小学校・教諭）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
中村　幸恵	（JAMET初級指導者／同朋福祉会同朋にこにこ保育園・主任保育士）
碓井　和枝	（大阪ムーブメント教育研究会子ども教室参加者／島本町立第二小学校・教諭）
神田　育美	（JAMET中級指導者／大阪市立西淀川特別支援学校・教諭）
中村まふみ	 （JAMET初級指導者／独立行政法人国立病院機構和歌山病院・保育士）
川端　智美	（JAMET上級指導者／社会福祉法人秀美会アイリス・指導員）

関東大会
小林　芳文	（JAMET会長／和光大学現代人間学部・教授）
小林　保子	（JAMET常任専門指導員／東京福祉大学短期大学部・教授）
當島　茂登	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
藤村　元邦	（JAMET理事・常任専門指導員）
並木　淑乃	（JAMET常任専門指導員）
新井　良保	（JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）
是枝喜代治	（JAMET常任専門指導員／東洋大学ライフデザイン学部・教授）
安藤　正紀	（JAMET常任専門指導員／玉川大学教職大学院・教授）
大橋さつき	 （JAMET常任専門指導員／和光大学現代人間学部・准教授）
松瀬三千代	（JAMET常任専門指導員）
長村　賢治	（JAMET中級指導者／よいこの保育園・保育士）
酒井　美香	（JAMET中級指導者／おひさま保育園・保育士）
佐々木了子	 （よいこの保育園・副園長）
市崎みゆき	 （よいこの保育園・園長）
竹内　麗子	（JAMET理事・常任専門指導員／清水台保育園・園長）
大崎　恵子	（JAMET上級指導者／ムーブメントサークル｢アンダンテ｣・代表）
上原　淑枝	（JAMET上級指導者／川崎市立東生田小学校・教諭）
橋本　浩子	（JAMET中級指導者／茨城県鹿嶋市「松の木学園」保護者会・前会長）
飯村　敦子	（JAMET理事・常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）

“もっと楽しく・健康に”
ムーブメント教育 ･ 療法の実践講座
会場：大阪国際会議場10階1003会議室
大阪市北区中之島5-3-51

（定員　初級：150名／中級：80名）



受講申込みについて
①受講をご希望の方は、同封の『申込書』に必要事項をご記入のうえ、各会場担当の申込先へFAX又は郵便で
お申込みください。

②ご氏名、受付番号入り受講票（郵便振替番号又は銀行口座番号入り）をお送りいたします。受講票到着後10日
以内にご入金ください。

③申込み後に受講をキャンセルされる場合は、必ず申込みをされた支部にご連絡をお願いします。	
セミナーの3日前までにご連絡をいただいた場合は、受講料をご返金いたします。それ以降はご返金でき
ませんのでご承知おきください。

④受講当日は、受講票ならびに支払票写しをお持ちください。

◎ご不明な点は、担当支部又は本部事務局へお尋ねください。

受講料   登録会員 10,000円／一般 12,000円／学生 7,000円

セミナーへのおさそい
　ムーブメント教育・療法は、和光大学現代人間学部教授（横浜国立大学名誉教授）小林芳文博士が、1977年に初めて日本
へ紹介してから36年が経過しました。ムーブメント教育・療法のすばらしさは、一人ひとりの自主性を大切にし、人間尊
重を基本理念としていることです。
　「みんなの喜びと健康と幸福感の達成」を目標に、からだ〈動くこと〉と、あたま〈考えること〉と、こころ〈感じること〉の
調和のとれた発達をめざします。
　乳幼児から高齢者まで、元気な方も障がいのある方も支援される方も応援する方も、活動場面では笑顔と拍手は絶える
ことがありません。喜び溢れる遊びを学問にまで高めたのがムーブメント教育・療法です。
　今や、全国で約4000名の方々が協会認定のムーブメント教育・療法指導者資格を取得されて、各職場あるいは地域で活
躍されています。今年は全国3会場でセミナーを開催いたします。なお、信越大会では重症児（者）・重度重複障がい児の発
達アセスメントMEPA-ⅡR発刊記念の講座を組んでおります。
　どなたにも親しみやすく、明日の実践に活かすことができる講座内容です。実技・実践を中心にした夏期セミナーで、感
動を共有できる幸せを実感されますようご案内いたします。

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY
一人ひとりに寄り添い楽しいムーブメントの風を送ろう

ムーブメント教育・療法夏期実践講座
主　催 	特定非営利活動法人　日本ムーブメント教育・療法協会　信越支部・大阪支部・関東支部
共　催 	国際ムーブメント教育・療法学術研究センター

2013 Summer Seminar

信越大会　8月10日（土）・11日（日）
会　　場：	 松本市Ｍウイング　6階　ホール
	 長野県松本市中央1-18-1
申 込 先：	 〒399-0021　長野県松本市寿豊丘811
	 NHOまつもと医療センター中信松本病院　療育指導科療育指導室内
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　信越支部事務局
	 TEL・FAX：	0263-57-2096

大阪大会　8月17日（土）・18日（日）
会　　場：	 大阪国際会議場　10階　1003会議室　
	 大阪市北区中之島5-3-51
申 込 先：	 〒589-0023　大阪府大阪狭山市大野台1-30-1
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　大阪支部事務局
	 TEL：	090-9995-5223／FAX：	072-367-0713
問 合 せ：	 osaka-movement@good.zaq.jp	　髙井照隆

関東大会　9月14日（土）・15日（日）
会　　場：	 大田区産業プラザPiO　4階　コンベンションホール　
	 東京都大田区南蒲田1-20-20
申 込 先：	 〒247-8512　神奈川県鎌倉市大船6-1-3　鎌倉女子大学内
	 NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会　関東支部事務局
	 TEL・	FAX	：0467-44-2168
問 合 せ：	 jamet-kantou@kamakura-u.ac.jp	　飯村敦子

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY

特定非営利活動法人　日本ムーブメント教育・療法協会
〒144-0056 東京都大田区西六郷4-20-6　TEL.03-3738-1094　FAX.03-3738-1172　URL  http：//jamet.jp/

（注1）各会場共に定員になり次第締め切らせていただきます。最終申込み受付は、各会場とも開催1週間前です。
（注2）講師、内容は都合により変更になる場合があります。予めご承知おきくださいますようお願いいたします。


