NPO 法人 日本ムーブメント教育・療法協会

ムーブメント教育・療法 オンラインセミナー開催の知らせ
会員の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
昨年度は、新型コロナ感染拡大防止のため、全ての講座の開催を見送らざるを得ない状況となり、楽し
みにしておられた皆様には心よりお詫び申し上げます。2021 年「ムーブメント教育・療法実践講座」に
つきましては、状況を見定めてまいりましたが、会場に集まっての実施は困難と判断し、オンラインセミ
ナー形式（動画配信等）で開催することといたしました。対面で開催できないのは、大変残念ではありま
すが、Zoom（テレビ会議形式）を用いたライブ講座も企画しています。ご満足いただける内容となって
おりますので、皆様におかれましては、是非、ご参加くださいますようお願いいたします。

大会テーマ：テーマ：運動・遊び・学びを育てるムーブメント実践講座
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 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
定 員： 初級指導者資格取得講座／指導者資格更新ポイント取得講座 250 名
オンデマンド講座： 視聴期間 2021 年 8 月 14 日（土）～8 月 28 日（土）
ライブ講座： 開催日時 2021 年 8 月 29 日（日）午後 13 時～14 時半
受講料： 6000 円（コロナに負けるな！オンライン開催限定特別価格）
講座内容： 次ページを参照ください。
受講方法：
・
「オンデマンド講座」は全ての講義を動画（youtube にて）で配信します。上記の視聴期間中にご都
合に合わせてご視聴ください。
「ライブ講座」は、上記の日時に Zoom で開催いたします。
・受講申し込み完了後、
8 月上旬にオンデマンド講座の視聴及びライブ講座の参加に必要な情報等
（zoom
の URL/ミーティング ID/パスコード）をメールにて通知します。必ずメールが受信できるようご準
備ください。
※視聴環境：
・動画の視聴並びにライブ講座への参加には、インターネット通信が可能な PC やタブレット、スマー
トフォン等が必要となります。事前にご準備をお願いします。
・Zoom によるライブ講座にご都合等で参加できない場合は、後日、動画配信いたしますので、それを
ご視聴いただけます（配信には 1 週間程度かかります）
。
・なお、通信環境や視聴方法に関する個別の問い合わせには応じかねますので、ご了承下さい。

会員登録・資格取得・更新ポイントについて：
全てのオンデマンド講座とライブ講座を受講し、受講確認アンケートに回答いただくことで、本講座の
受講証明書を発行いたします。
次回の対面で実施するセミナーにご持参いただければ、
会員兼受講証の
「受
講記録」に押印します。会員登録を希望される方は、受講記録の押印と共に会員登録手続きを行いますの
で、忘れずご持参ください。
申込及び支払い方法： 協会公式サイト hppt//:jamet-npo.jp/のリンクからお申込みください。
・“イベントペイ”のページにアクセスし、申し込みフォームに必要事項をご記入の上、支払い方法（ク
レジットカード決済/コンビニ決済/ペイジー決済）を選択し申込を完了してください。
・申し込みが完了すると受付完了メール（自動配信）が届きます。内容を必ず確認してください。
・受付完了メールが届かない場合は、下記までメールにてご連絡ください。
・申し込み受付期間： 2021 年 6 月 26 日（土）～7 月 31 日（土）
（定員に達し次第終了）
・申し込み後のキャンセル：キャンセルの際は、協会宛てに下記のアドレスまでメールしてください。
申し込み者の都合でキャンセルした場合は、受講料の返金はできませんのでご了承ください。
◎問合せ 関東支部 オンラインセミナー事務局
担当：小林
E-mail：jametkantou@gmail.com ※問合せは、メールにてお願いいたします。
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2021 年 ムーブメント教育・療法 オンラインセミナー
テーマ：運動・遊び・学びを育てるムーブメント実践講座

定

員： 250 名 (初級指導者資格取得講座／指導者資格更新ポイント取得講座)

オンデマンド講座： 視聴期間 2021 年 8 月 14 日（土）～8 月 28 日（土）
ライブ講座： 開催日時 2021 年 8 月 29 日（日）午後 13 時～14 時半
《プログラム》
Part A〔オンデマンド講座〕
〈理論〉 40 分
A-1 ムーブメント教育・療法の基礎～達成課題と発達の考え方～

飯村 敦子

〈理論：アセスメント〉 各 30 分
A-2 ①保育・教育に活かす MEPA-R の基礎

尾関 美和

A-3 ②重症児（者）の療育に活かす MEPA-ⅡR の基礎

阿部美穂子

〈理論と実技〉 各 30 分（10 分説明・20 分実技）
A-4 感覚運動ムーブメント

小林 保子・河合 高鋭

A-5 知覚運動ムーブメント

庄司

亮子・袴田 優子

A-6 精神運動ムーブメント

大橋さつき

〈認定ムーブメント教育・療法指導者資格の取得について〉

飯村 敦子

Part B〔オンデマンド講座〕
〈講演〉 40 分
B-1 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の流れを受けて～
小林 芳文
〈実践報告〉 各 30 分
B-2 地域におけるムーブメント教育・療法による発達支援の取り組みから

松川節理子

B-3 特別支援学級におけるムーブメントの実践

上原 淑枝

B-4 実践報告を受けて 20 分

増田まゆみ

〈書籍紹介〉 20 分
B-5 「子どもたちが笑顔に育つムーブメント療育」出版記念オンラインセミナーより
～25 年間にわたる療育センターでの取り組みから～

小林 保子

B-6 支部からのメッセージ（各 5 分～10 分）
Part C〔ライブ講座〕
〈出版記念ライブ講座〉
「運動・遊び・学びを育てるムーブメント教育プログラム 100」発刊を記念して
日 時：2021 年 8 月 29 日（日）午後 13 時～14 時半（Zoom を使用してのオンライン開催）
講

演：
「ムーブメント教育の基礎・基本」
（30 分）

小林 芳文

新刊の紹介：「
『ムーブメント教育プログラム 100』書籍概要の紹介」
（20 分）

是枝喜代治

実践事例の報告： 各 20 分
報告１「発達障害のある子どもの支援に生かすムーブメント教育・療法」

大塚美奈子

報告２「ムーブメント教育で紡ぐ子どもと家族と地域のつながり」

敦川 真樹

講

師 紹 介

小林 芳文 （JAMET 会長／横浜国立大学・和光大学名誉教授）
講座担当順
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）
尾関 美和 （AMET 上級指導者／鳴門教育大学大学院・講師）
阿部美穂子 （JAMET 常任専門指導員／山梨県立大学看護学部・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）
河合 高鋭 （JAMET 常任専門指導員／鶴見大学短期大学部・准教授）
庄司 亮子 （JAMET 上級指導者／海老名市立わかば学園・児童指導員）
袴田 優子 （JAMET 上級指導者／市川市教育センター・心理相談員）
大橋さつき （JAMET 常任専門指導員／和光大学現代人間学部・教授）
松川節理子 （JAMET 上級指導者／NPO 法人あそび発達サポート研究所・代表理事）
上原 淑枝 （JAMET 常任専門指導員／川崎市立栗木台小学校・総括教諭）
増田まゆみ （JAMET 理事・常任専門指導員／湘南ケア アンド エデュケーション研究所・所長）
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）
大塚美奈子

(JAMET 上級指導者／上田女子短期大学・専任講師）

敦川 真樹 （弘前大学教職大学院・教授）

