
受講申込みについて

インターネットでの申込み 　http://jamet.jp/
NPO 法人日本ムーブメント協会・療法協会のホームページ（http://jamet.jp/）からインターネットでの参加申込みが可能に
なりました。

信越大会：	協会 HP にアクセス。2017年夏期セミナーの【申込】にある 信越大会Web申込 をクリックし、申込みフォームに
 入力の上、送信してください。

関東大会：	協会 HP にアクセス。2017年夏期セミナーの【申込】にある 関東大会Web申込 をクリックし、申込みフォームに
 入力の上、送信してください。

※申込みが完了すると、自動返信メールが届きます。その内容をご確認いただき、一週間以内に受講料をご入金ください。 
自動返信メールが届かない場合は、Web申込み担当までメールにてご連絡ください。

 Web申込み担当 : 小林保子　y-koba@kamakura-u.ac.jp

FAX・郵送での申込み

1 同封の「申込書」に必要事項を記入のうえ、申込先へ FAX 又は郵送でお申込みください。
2「申込書」受理後、受講料の振込先を郵送でお知らせいたします。受講料は、文書到着後一週間以内にご入金ください。

信越大会申込先：	〒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　JAMET 信越支部事務局
 FAX：0263-57-2096

関東大会申込先：	〒247-8512　神奈川県鎌倉市大船6-1-3　鎌倉女子大学
 国際ムーブメント教育・療法学術研究センター内　JAMET 関東支部事務局
 FAX：0467-44-2168

▶申込み後のキャンセルについて
申込み後にキャンセルされる場合には、申込みをされた大会事務局にメールまたは FAX でご連絡ください。
なお、申込者の都合でキャンセルされた場合、受講料の返金はできませんのでご承知おきください。

問合せ／キャンセル等の連絡について
信越大会事務局：	 matsumoto229229@hosp.go.jp	 担当：高橋明美
	 TEL：0263-58-3121　内線：877　	FAX：0263-57-2096
関東大会事務局：	 jamet-kantou@kamakura-u.ac.jp	 担当：飯村敦子
	 TEL・FAX：0467-44-2168

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

指導者資格「更新ポイント取得連携講座」のお知らせ

下記の通り「ムーブメント教育・療法指導者資格更新ポイント取得連携講座」が開催されます。なお、指導者資格をお持ちでない場合も 
ムーブメント教育・療法を学びたい方はご参加いただけますが、初級又は中級資格取得講座ではございませんのでご承知おきください。

　　　　　　北海道教育大学・釧路専門学校公開講座　　　　　　
2017年7月29日（土）午後～30日（日）	 「子育て支援に活かすムーブメント教育・療法の実際」
　参加費3000円（学生無料）　会場：釧路市 ※2日間の参加で資格更新ポイント「5 ポイント」付与

2017年10月14日（土）午後	 「ムーブメント教育・療法の活用　～実践例に学ぶ～」
　参加費2000円（学生無料）　会場：札幌市 ※資格更新ポイント「2 ポイント」付与

詳細は、ムーブメント教育・療法協会ホームページをご覧くださるか、kushiro_movement@yahoo.co.jpまでメールでお問い合わせください。

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY 2017 Summer Seminar

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/

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

　ムーブメント教育・療法は、小林芳文博士（横浜国立大学・和光大学名誉教授）が、1977年に初めて日本へ紹介してから
40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、ムーブメントの活動場面では笑顔
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4000名をこえる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。今年は信越と関東との2会場で指導者資格取得に対応するセミナーを開催いたします。
　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。

セミナーへのおさそい

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・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



8月21日（月）

9：30 受　付

9：55 開　会

10：00

〜

10：50

理論：基礎
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～ 安藤 正紀

初級講座 中級講座

11：05

〜

11：40

理論：アセスメント
①保育・教育に活かす
　MEPA-Rの基礎	 郡司 茂則

11：05

〜

11：40

理論：アセスメント
①重症児（者）の療育に活かす
　MEPA-ⅡRの活用	 小林 保子

11：40

〜

12：15

②重症児（者）の療育に活かす
　MEPA-ⅡRの基礎	 小林 保子

11：40

〜

12：15

②保育・教育に活かす
　MEPA-Rの活用	 郡司 茂則

12：15
〜

12：30

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

12：15

〜

12：30

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

昼　食

13：30

〜

14：15

理論と実技
ムーブメントカラーロープでの動き
づくり	 新井 良保

13：30

〜

14：20

グループワーク
アセスメントからプログラムを考
える

14：15

〜

15：00

ハットフリスビーでの身体意識
 河合 高鋭

14：20

〜

15：50

グループワークの成果発表
コーディネーター： 大橋 さつき

 並木 淑乃休　憩

15：15

〜

16：00

ムーブメント形板での教科学習
 上野 敦子

休　憩

16：00
〜

16：45

理 論 　
特別支援学校における動きづくり
やソーシャルスキルプログラム
 堀内 結子

16：00

〜

16：45

パラシュートでのファンタジープロ
グラム 飯村 敦子

17：00 終　了

7月15日（土）

12：00 受　付

13：00 開　会

13：10

〜

14：00

実 践 　
ムーブメント教育・療法の実践
　～中信松本病院通所「すてっぷ」利用者の皆さんと一緒に遊具で楽しむ～
 栗山 友子・穂苅 啓子・小林 芳文

休　憩

14：15

〜

14：30

認定ムーブメント教育・療法指導者資格認定制度について
 JAMET本部事務局

14：30

〜

15：30

講 演 　
ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～Ｍ.フロスティッグ理論から障害の重い児（者）のQOLを考える～
 小林 芳文

休　憩

15：40

〜

16：30

実 技 　
発達障がい児の支援に活かすムーブメント
　～LD等通級指導教室の実践から～ 大塚 美奈子・大嵩崎 めぐみ

16：30

〜

17：40

特別講演 　
地方における障害者医療の現状　
　～長野県飯田市周辺地域の場合～ 長沼 邦明

17：40

〜

18：00

振り返り 　
～実践と理論をつなぐために～
 小林 芳文・栗山 友子・穂苅 啓子・大塚 美奈子・大嵩崎 めぐみ

18：00 終　了

7月16日（日）

  9：15 受　付

  9：30

〜

10：20

講義・演習	❶
障害の重い児（者）のアセスメント：MEPA-ⅡRの感覚・運動理論に基づいて
 新井 良保

10：20

〜

11：10

講義・演習	❷
障害の重い児（者）のアセスメント：MEPA-ⅡRのコミュニケーション理論に基づいて
 小林 保子

休　憩

11：20

〜

12：10

理 論 　
MEPA-ⅡRの基礎　
　～活用に向けた基本を学ぶ～ 飯村 敦子

昼　食

13：10

〜

13：30

実践報告 　
重症心身障害病棟での取り組み
　～楽しく健康ムーブメント～ 中信松本ムーブメントチーム

13：30

〜

14：20

実 技 　
ムーブメントで活き活き生活
　～デイ・サービスでの豊かな支援に向けて～ 古谷 久美子

休　憩

14：30

〜

15：30

振り返り 　
～受講者の皆様とともに考える～
 小林 芳文・新井 良保・小林 保子・飯村 敦子・古谷 久美子・
 中信松本ムーブメントチーム

15：30 閉　会

8月22日（火）

  9：15 受　付

  9：30

〜

10：30

講 演 　
ムーブメント教育･療法の理論と実際　　
　～発達障がい児の育成支援の視点から～ 小林 芳文

10：40

〜

11：40

実 技 　
動きを通して子ども達に喜びを　　
　～おひさま保育園の園児と共に～ 水森 朗子・阿部 裕美子・小島 翔平

11：40

〜

12：00

実技を受けて　～解説～
 増田 まゆみ

昼　食

13：00

〜

14：00

講 義 　
「MEPA-R活用事例集　
		保育・療育・特別支援教育に生かすムーブメント教育・療法」発刊記念
		MEPA-Rの具体的活用法を学ぶ 是枝 喜代治

14：10

〜

14：40

実践報告：MEPA-R活用事例集	実践編より 　
①重症児(者)におけるコミュニケーション能力を生かしたアプローチ　
　～MEPA-RプロフィールパターンＣ	実践例～  小澤 美津子

14：40

〜

15：10

②小学校体育におけるMEPA-Rの活用
　「サーキットムーブメント:とんでわたってスーイスイ」
　~MEPA-RプロフィールパターンD	実践例~ 上原 淑枝

15：15

〜

16：00

実 技 　
子どもの発達支援に活かす地域でのムーブメントプログラムの体験
　～参加者すべての幸福感に向けて～ 松川 節理子

16：00 閉　会

　登録会員の皆様は、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。
　なお、個人情報保護のため、会場での撮影等についてはご遠慮いただいております。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

（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。
（注2）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。

受講される皆様へのお願い

信越大会 関東大会

信越大会　7月15日（土）・16日（日）

関東大会　8月21日（月）・22日（火）

講師
小林　芳文 （JAMET会長／横浜国立大学・和光大学名誉教授）

長沼　邦明 （社会医療法人栗山会 飯田病院総合内科・医師／飯田市立病院・参与）

講師（JAMET役職・資格／所属・役職等）講座担当順

栗山　友子 （JAMET上級指導者／NHO中信松本病院・サービス管理責任者）

穂苅　啓子 （JAMET中級指導者／NHO中信松本病院・保育士）

大塚美奈子 （JAMET上級指導者／上田北小学校ＬＤ等通級指導教室・教諭）

大嵩崎めぐみ （上田北小学校ＬＤ等通級指導教室・教諭）

新井　良保 （JAMET常任専門指導員／東京福祉大学短期大学部・教授）

小林　保子 （JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）

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）

中信松本ムーブメントチーム

武居有香子 （NHO中信松本病院・看護師）

水澤　瑠美 （NHO中信松本病院・看護師）

米澤　明美 （NHO中信松本病院・療養介助職）

守屋　未来 （NHO中信松本病院・療養介助職）

栗山　友子 （JAMET上級指導者／NHO中信松本病院 ・サービス管理責任者）

穂苅　啓子 （JAMET中級指導者／NHO中信松本病院・保育士）

岩垂　佳菜 （NHO中信松本病院・保育士）

山崎　美保 （NHO中信松本病院・保育士）

小口　明美 （NHO中信松本病院・保育士）

津城　有紀 （JAMET中級指導者／NHO中信松本病院・保育士）

高橋　明美 （JAMET初級指導者／NHO中信松本病院 ・児童発達支援管理責任者）

上野ひとみ （JAMET初級指導者／NHO中信松本病院・サービス管理責任者）

浜　　清美 （JAMET初級指導者／NHO中信松本病院・保育士）

古谷久美子 （JAMET上級指導者／NPO法人ムーブメントまつもと就労継続支援Ｂ型事業所ムーブ）

講師紹介

講師
小林　芳文  （JAMET会長／横浜国立大学・和光大学名誉教授）

講師（JAMET役職・資格／所属・役職等）講座担当順

安藤　正紀 （JAMET理事・常任専門指導員／玉川大学教職大学院・教授）

郡司　茂則 （JAMET上級指導者／社会福祉法人茨城補成会 涸沼学園児童寮・副寮長）

小林　保子 （JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）

新井　良保 （JAMET常任専門指導員／東京福祉大学短期大学部・教授）

河合　高鋭 （JAMET上級指導者／鶴見大学短期大学部・専任講師）

上野　敦子 （JAMET上級指導者／鎌倉市立大船小学校・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）

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）

並木　淑乃 （JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学・非常勤講師）

堀内　結子 （JAMET常任専門指導員／横浜国立大学附属特別支援学校・教諭）

水森　朗子 （JAMET初級指導者／社会福祉法人行道福祉会 おひさま保育園・保育士）

阿部裕美子 （社会福祉法人行道福祉会 おひさま保育園・保育士）

小島　翔平 （社会福祉法人行道福祉会 おひさま保育園・保育士）

増田まゆみ （JAMET理事・常任専門指導員／東京家政大学家政学部・教授）

是枝喜代治 （JAMET監事・常任専門指導員／東洋大学ライフデザイン学部・教授）

小澤美津子 （JAMET上級指導者／社会福祉法人慈恵療育会 相模原療育園・生活支援員副主任）

上原　淑枝 （JAMET上級指導者／川崎市立東生田小学校・教諭）

松川節理子 （JAMET上級指導者／  子育て支援サークル｢トライアングルしもふさ｣・代表）

信越大会テーマ：QOL・発達を援助する医療・福祉・療育の実践講座
会場：松本市Ｍウィング	6階ホール（長野県松本市中央1-18-1）

関東大会テーマ：発達と療育を巡るムーブメントプログラム実践講座
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：初級指導者資格取得講座150名）

（定員：初級指導者資格取得講座160名／中級指導者資格取得講座40名）

セミナーのご案内



8月21日（月）

9：30 受　付

9：55 開　会

10：00

〜

10：50

理論：基礎
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～ 安藤 正紀

初級講座 中級講座

11：05

〜

11：40

理論：アセスメント
①保育・教育に活かす
　MEPA-Rの基礎	 郡司 茂則

11：05

〜

11：40

理論：アセスメント
①重症児（者）の療育に活かす
　MEPA-ⅡRの活用	 小林 保子

11：40

〜

12：15

②重症児（者）の療育に活かす
　MEPA-ⅡRの基礎	 小林 保子

11：40

〜

12：15

②保育・教育に活かす
　MEPA-Rの活用	 郡司 茂則

12：15

〜

12：30

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

12：15

〜

12：30

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

昼　食

13：30

〜

14：15

理論と実技
ムーブメントカラーロープでの動き
づくり	 新井 良保

13：30

〜

14：20

グループワーク
アセスメントからプログラムを考
える

14：15

〜

15：00

ハットフリスビーでの身体意識
 河合 高鋭

14：20

〜

15：50

グループワークの成果発表
コーディネーター： 大橋 さつき

 並木 淑乃休　憩

15：15

〜

16：00

ムーブメント形板での教科学習
 上野 敦子

休　憩

16：00

〜

16：45

理 論 　
特別支援学校における動きづくり
やソーシャルスキルプログラム
 堀内 結子

16：00

〜

16：45

パラシュートでのファンタジープロ
グラム 飯村 敦子

17：00 終　了

7月15日（土）

12：00 受　付

13：00 開　会

13：10

〜

14：00

実 践 　
ムーブメント教育・療法の実践
　～中信松本病院通所「すてっぷ」利用者の皆さんと一緒に遊具で楽しむ～
 栗山 友子・穂苅 啓子・小林 芳文

休　憩

14：15

〜

14：30

認定ムーブメント教育・療法指導者資格認定制度について
 JAMET本部事務局

14：30

〜

15：30

講 演 　
ムーブメント教育・療法の理論と実際
　～Ｍ.フロスティッグ理論から障害の重い児（者）のQOLを考える～
 小林 芳文

休　憩

15：40

〜

16：30

実 技 　
発達障がい児の支援に活かすムーブメント
　～LD等通級指導教室の実践から～ 大塚 美奈子・大嵩崎 めぐみ

16：30

〜

17：40

特別講演 　
地方における障害者医療の現状　
　～長野県飯田市周辺地域の場合～ 長沼 邦明

17：40

〜

18：00

振り返り 　
～実践と理論をつなぐために～
 小林 芳文・栗山 友子・穂苅 啓子・大塚 美奈子・大嵩崎 めぐみ

18：00 終　了

7月16日（日）

  9：15 受　付

  9：30

〜

10：20

講義・演習	❶
障害の重い児（者）のアセスメント：MEPA-ⅡRの感覚・運動理論に基づいて
 新井 良保

10：20

〜

11：10

講義・演習	❷
障害の重い児（者）のアセスメント：MEPA-ⅡRのコミュニケーション理論に基づいて
 小林 保子

休　憩

11：20

〜

12：10

理 論 　
MEPA-ⅡRの基礎　
　～活用に向けた基本を学ぶ～ 飯村 敦子

昼　食

13：10

〜

13：30

実践報告 　
重症心身障害病棟での取り組み
　～楽しく健康ムーブメント～ 中信松本ムーブメントチーム

13：30

〜
14：20

実 技 　
ムーブメントで活き活き生活
　～デイ・サービスでの豊かな支援に向けて～ 古谷 久美子

休　憩

14：30

〜

15：30

振り返り 　
～受講者の皆様とともに考える～
 小林 芳文・新井 良保・小林 保子・飯村 敦子・古谷 久美子・
 中信松本ムーブメントチーム

15：30 閉　会

8月22日（火）

  9：15 受　付

  9：30

〜

10：30

講 演 　
ムーブメント教育･療法の理論と実際　　
　～発達障がい児の育成支援の視点から～ 小林 芳文

10：40

〜

11：40

実 技 　
動きを通して子ども達に喜びを　　
　～おひさま保育園の園児と共に～ 水森 朗子・阿部 裕美子・小島 翔平

11：40

〜

12：00

実技を受けて　～解説～
 増田 まゆみ

昼　食

13：00

〜

14：00

講 義 　
「MEPA-R活用事例集　
		保育・療育・特別支援教育に生かすムーブメント教育・療法」発刊記念
		MEPA-Rの具体的活用法を学ぶ 是枝 喜代治

14：10

〜

14：40

実践報告：MEPA-R活用事例集	実践編より 　
①重症児(者)におけるコミュニケーション能力を生かしたアプローチ　
　～MEPA-RプロフィールパターンＣ	実践例～  小澤 美津子

14：40

〜

15：10

②小学校体育におけるMEPA-Rの活用
　「サーキットムーブメント:とんでわたってスーイスイ」
　~MEPA-RプロフィールパターンD	実践例~ 上原 淑枝

15：15

〜

16：00

実 技 　
子どもの発達支援に活かす地域でのムーブメントプログラムの体験
　～参加者すべての幸福感に向けて～ 松川 節理子

16：00 閉　会

　登録会員の皆様は、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。
　なお、個人情報保護のため、会場での撮影等についてはご遠慮いただいております。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

（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。
（注2）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。

受講される皆様へのお願い

信越大会 関東大会

信越大会　7月15日（土）・16日（日）

関東大会　8月21日（月）・22日（火）

講師
小林　芳文 （JAMET会長／横浜国立大学・和光大学名誉教授）

長沼　邦明 （社会医療法人栗山会 飯田病院総合内科・医師／飯田市立病院・参与）

講師（JAMET役職・資格／所属・役職等）講座担当順

栗山　友子 （JAMET上級指導者／NHO中信松本病院・サービス管理責任者）

穂苅　啓子 （JAMET中級指導者／NHO中信松本病院・保育士）

大塚美奈子 （JAMET上級指導者／上田北小学校ＬＤ等通級指導教室・教諭）

大嵩崎めぐみ （上田北小学校ＬＤ等通級指導教室・教諭）

新井　良保 （JAMET常任専門指導員／東京福祉大学短期大学部・教授）

小林　保子 （JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）

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）

中信松本ムーブメントチーム

武居有香子 （NHO中信松本病院・看護師）

水澤　瑠美 （NHO中信松本病院・看護師）

米澤　明美 （NHO中信松本病院・療養介助職）

守屋　未来 （NHO中信松本病院・療養介助職）

栗山　友子 （JAMET上級指導者／NHO中信松本病院 ・サービス管理責任者）

穂苅　啓子 （JAMET中級指導者／NHO中信松本病院・保育士）

岩垂　佳菜 （NHO中信松本病院・保育士）

山崎　美保 （NHO中信松本病院・保育士）

小口　明美 （NHO中信松本病院・保育士）

津城　有紀 （JAMET中級指導者／NHO中信松本病院・保育士）

高橋　明美 （JAMET初級指導者／NHO中信松本病院 ・児童発達支援管理責任者）

上野ひとみ （JAMET初級指導者／NHO中信松本病院・サービス管理責任者）

浜　　清美 （JAMET初級指導者／NHO中信松本病院・保育士）

古谷久美子 （JAMET上級指導者／NPO法人ムーブメントまつもと就労継続支援Ｂ型事業所ムーブ）

講師紹介

講師
小林　芳文  （JAMET会長／横浜国立大学・和光大学名誉教授）

講師（JAMET役職・資格／所属・役職等）講座担当順

安藤　正紀 （JAMET理事・常任専門指導員／玉川大学教職大学院・教授）

郡司　茂則 （JAMET上級指導者／社会福祉法人茨城補成会 涸沼学園児童寮・副寮長）

小林　保子 （JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学児童学部・教授）

新井　良保 （JAMET常任専門指導員／東京福祉大学短期大学部・教授）

河合　高鋭 （JAMET上級指導者／鶴見大学短期大学部・専任講師）

上野　敦子 （JAMET上級指導者／鎌倉市立大船小学校・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）

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）

並木　淑乃 （JAMET常任専門指導員／鎌倉女子大学・非常勤講師）

堀内　結子 （JAMET常任専門指導員／横浜国立大学附属特別支援学校・教諭）

水森　朗子 （JAMET初級指導者／社会福祉法人行道福祉会 おひさま保育園・保育士）

阿部裕美子 （社会福祉法人行道福祉会 おひさま保育園・保育士）

小島　翔平 （社会福祉法人行道福祉会 おひさま保育園・保育士）

増田まゆみ （JAMET理事・常任専門指導員／東京家政大学家政学部・教授）

是枝喜代治 （JAMET監事・常任専門指導員／東洋大学ライフデザイン学部・教授）

小澤美津子 （JAMET上級指導者／社会福祉法人慈恵療育会 相模原療育園・生活支援員副主任）

上原　淑枝 （JAMET上級指導者／川崎市立東生田小学校・教諭）

松川節理子 （JAMET上級指導者／  子育て支援サークル｢トライアングルしもふさ｣・代表）

信越大会テーマ：QOL・発達を援助する医療・福祉・療育の実践講座
会場：松本市Ｍウィング	6階ホール（長野県松本市中央1-18-1）

関東大会テーマ：発達と療育を巡るムーブメントプログラム実践講座
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：初級指導者資格取得講座150名）

（定員：初級指導者資格取得講座160名／中級指導者資格取得講座40名）

セミナーのご案内



受講申込みについて

インターネットでの申込み 　http://jamet.jp/
NPO 法人日本ムーブメント協会・療法協会のホームページ（http://jamet.jp/）からインターネットでの参加申込みが可能に
なりました。

信越大会：	協会 HP にアクセス。2017年夏期セミナーの【申込】にある 信越大会Web申込 をクリックし、申込みフォームに
 入力の上、送信してください。

関東大会：	協会 HP にアクセス。2017年夏期セミナーの【申込】にある 関東大会Web申込 をクリックし、申込みフォームに
 入力の上、送信してください。

※申込みが完了すると、自動返信メールが届きます。その内容をご確認いただき、一週間以内に受講料をご入金ください。 
自動返信メールが届かない場合は、Web申込み担当までメールにてご連絡ください。

 Web申込み担当 : 小林保子　y-koba@kamakura-u.ac.jp

FAX・郵送での申込み

1 同封の「申込書」に必要事項を記入のうえ、申込先へ FAX 又は郵送でお申込みください。
2「申込書」受理後、受講料の振込先を郵送でお知らせいたします。受講料は、文書到着後一週間以内にご入金ください。

信越大会申込先：	〒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　JAMET 信越支部事務局
 FAX：0263-57-2096

関東大会申込先：	〒247-8512　神奈川県鎌倉市大船6-1-3　鎌倉女子大学
 国際ムーブメント教育・療法学術研究センター内　JAMET 関東支部事務局
 FAX：0467-44-2168

▶申込み後のキャンセルについて
申込み後にキャンセルされる場合には、申込みをされた大会事務局にメールまたは FAX でご連絡ください。
なお、申込者の都合でキャンセルされた場合、受講料の返金はできませんのでご承知おきください。

問合せ／キャンセル等の連絡について
信越大会事務局：	 matsumoto229229@hosp.go.jp	 担当：高橋明美
	 TEL：0263-58-3121　内線：877　	FAX：0263-57-2096
関東大会事務局：	 jamet-kantou@kamakura-u.ac.jp	 担当：飯村敦子
	 TEL・FAX：0467-44-2168

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

指導者資格「更新ポイント取得連携講座」のお知らせ

下記の通り「ムーブメント教育・療法指導者資格更新ポイント取得連携講座」が開催されます。なお、指導者資格をお持ちでない場合も 
ムーブメント教育・療法を学びたい方はご参加いただけますが、初級又は中級資格取得講座ではございませんのでご承知おきください。

　　　　　　北海道教育大学・釧路専門学校公開講座　　　　　　
2017年7月29日（土）午後～30日（日）	 「子育て支援に活かすムーブメント教育・療法の実際」
　参加費3000円（学生無料）　会場：釧路市 ※2日間の参加で資格更新ポイント「5 ポイント」付与

2017年10月14日（土）午後	 「ムーブメント教育・療法の活用　～実践例に学ぶ～」
　参加費2000円（学生無料）　会場：札幌市 ※資格更新ポイント「2 ポイント」付与

詳細は、ムーブメント教育・療法協会ホームページをご覧くださるか、kushiro_movement@yahoo.co.jpまでメールでお問い合わせください。

MOVEMENT EDUCATION & THERAPY 2017 Summer Seminar

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/

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

　ムーブメント教育・療法は、小林芳文博士（横浜国立大学・和光大学名誉教授）が、1977年に初めて日本へ紹介してから
40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、ムーブメントの活動場面では笑顔
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4000名をこえる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。今年は信越と関東との2会場で指導者資格取得に対応するセミナーを開催いたします。
　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。

セミナーへのおさそい

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・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


