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こども環境学会 2017 大会 (北海道)
エクスカーション

A コース 恵庭幼稚園・北清の森 えこりん村 恵み野 ほか
B コース 札幌トモエ幼稚園 石山緑地 子どもの体験活動の場 Co ミドリ

10 : 00
10 : 20

開会式 （9 時 受付開始）
基調講演
岸 玲子（北海道大学環境健康科学研究教育センター 特別招へい教授）
井内 聖（学校法人リズム学園 学園長 、はやきた子ども園長）
13 : 00 首長シンポジウム 「こどもを元気に！遊びと自然体験に取り組む」
司会 中島 興世（こども環境学会副会長、前恵庭市長）
プロローグ 中谷通恵（子どもとメディア北海道事務局長）
パネリスト 瀧 孝（安平町長） 谷 一之（下川町長） 松岡 市郎（東川町長）
コーディネーター 仙田 満（こども環境学会代表理事、東京工業大学名誉教授）
15 : 15 ポスターセッション 16:45 会員総会
17 : 30 学会賞受賞者講演
18 : 30 懇親会
9 : 00 ポスターセッション
10 : 00 分科会 A 自然と体験活動 椎野 亜紀夫（札幌市立大学）
分科会 C 共に遊び共に育つ 宮武 大和（札幌トモエ幼稚園 、
こども環境学会評議員）
13 : 00 分科会 B 困難を抱えるこどもと外遊び 広田 まゆみ（北海道議会議員）
分科会 D 環境としての年齢 川田 学（北海道大学）
15 : 15 総括セッション 4 分科会からの報告、ポスター表彰
16 : 30 閉会
※ 5/29 ( 月) オプション企画

エクスカーション C コース

モエレ沼公園

◎ 北海道民の会員外の方は無料でご参加いただけます
（エクスカーション、懇親会 、一時保育については別途お支払いください）
公益社団法人こども環境学会

ほか

代表理事 仙田 満（東京工業大学名誉教授）
会長 松本 直司（名古屋工業大学名誉教授）
2017 大会（北海道）大会委員長 中島 興世（こども環境学会副会長）
同 実行委員長 小田 進一（北海道文教大学教授・同附属幼稚園園長）

2017.5.26 (FRI)
〜 5.28 (SUN)
会場 北海道文教大学
北海道恵庭市黄金中央 5 丁目

こどもは遊びを通して挑戦する力や
学びを獲得します。こどもが持てる
力を発揮するためには、日々の生活
の中の「こどものやりたい」が実現し、
こどもが自分の可能性に気付いてい
く体験が必要です。「体験の場」があ
ることに大きな意味があります。こ
どもの「外で遊びたい」「ぼく・わた
しもできる」という気持ちに沿った、
こどもの成育環境が求められている
のです。親が、保育園が、幼稚園が、
学校が、行政が、親や大人もこども
と共に育つことができる環境づくり
に向けて知恵を寄せ合うことは、こ
どもの育ち・学びへの支援に留まら
ず地域社会の再生にもつながります。
北海道大会では、こどもが育つ力に
眼差しを向けながら、こどもの成長
を支える環境について皆さんと考え
ていきたいと思います。

主催 公益社団法人 こども環境学会
後援（予定）
北海道 札幌市 恵庭市 安平町 下川町 東川町 内閣府 国土交通省 文部科学省 厚生労働省 環境省 日本学術会議 科学技術振興機構 日本ユニセフ協会 日本ユネス
コ協会連盟 日本建築学会 日本都市計画学会 日本造園学会 日本環境教育学会 日本発達心理学会 日本保育学会 日本体育学会 日本子ども社会学会 日本安全教育学会
日本感性工学会 人間・環境学会 日本小児保健協会 日本建築家協会 全国建築室内工事業協会 都市計画コンサルタント協会 日本公園施設業協会 日本公園緑地協会公園財
団 都市緑化機構 日本造園建設業協会 IPA日本支部 チャイルドライン支援センター セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 日本子ども NPO センター 北海道私立幼稚園協会
北海道文教大学 東海大学札幌キャンパス 聖徳大学 ほか

こども環境学会大会 2017 ( 北海道 ) 参加申込書
大会へのお申込みは、こども環境学会のホームページからが便利です。
こども環境学会 2017 大会を北海道で開催いたします。会員の方も会員外の方もぜひご参加頂きますようよろしくお願い
いたします。お申込みの方法は次の３通りです。
１. こども環境学会のホームページ（http://www.children-env.org/）からのお申込み
２. 本参加申込書に印をつけ、合計金額をご記入の上、FAX（03-6441-0563）によるお申込み
３. 本参加申込書に印をつけ、合計金額をご記入の上、郵送（下記お問い合せ先まで）によるお申込み
参加費を指定の銀行口座へお振込の上、5 月 15 日（月）までにお申込み頂くと事前扱いとなります。
※ 5 月 16 日以降にお申込みの方や、5 月 15 日までにお申込み頂いても 5 月 16 日以降のお振込や当日現金でのお支払いの方は、当日扱
いの金額になります。事前申込みをされた方は、入金確認後に参加証をお送りします。
※エクスカーションへの参加、託児のご利用を希望される方は、事前申込み（5 月 15 日まで）が必要です。
※エクスカーション及び懇親会は大会参加者が対象です。

5 / 26 (金)・29 (月) エクスカーション参加事前申込み
※大会参加者が対象です。参加には事前申込みが必要です。

参加コースにチェックをつけてください （詳細は HP でご確認ください）

26日 □ Aコース「森で遊ぶこどもたち＋花と川のまちづくり」
見学先

恵庭幼稚園・北清の森→えこりん村（昼食）→恵み野花の

まちづくり→多自然型川づくりほか
時間
JR 恵庭駅集合 10 : 30 解散 16: 30
定員
30 名
参加費 5000 円（えこりん村の入場料、昼食、保険含む）

□ Bコース「共に育つ自然型幼稚園＋ランドスケープ」

見学先

時間
定員
参加費

□ Cコース ※オプション企画

該当欄にチェックをつけてください

3,000 円（当日 3,500 円）
6,000 円（当日 6,500 円）

※北海道在住の会員外の方は無料 その場合も大会申込みは必要です

（当日資料は 1000 円で購入できます）
※障がいのある方、こども（高校生以下）はすべて無料です
※会場にて対応が必要な場合は事前にお知らせください

● 懇親会（5/27（土）18 : 30〜
□ 会員・会員外とも

大学内にて）
5,000 円（当日 5,500 円）

学食は週末開いていません。昼食は各自ご用意頂くか、事前にお弁当を
お申込みください。お弁当は 1 つ 1,000 円です。会場ロビーでお渡し致
します。参加証に同封される引換券をお持ちください。

□ 28 日（日）のお弁当

□学生会員 □会員外
（学生） □会員外（一般・北海
道民） □会員外（一般・北海道民以外）
〒

TEL

連絡先

FAX
E-mail

入会希望

（会員外で入会を
希望される方）

時
時

■ 会場

FAX 03-6441- 0563

※HP から入会できます。また当日受付でも入会できます。

北海道文教大学本館（キャンパス内で一番高い建物です）

■ アクセス

新千歳空港駅より
「快速エアポート」乗車「JR 恵庭駅」下車 (13 分) 東口より徒歩 8 分
札幌駅より
「JR 千歳線」乗車「恵庭駅」下車（ 23 分 ) 東口より徒歩 8 分
※快速エアポートは約 15 分おきに運行

人
人

23 分
JR 千歳線
快速エアポート

北海道文教大学

問い合せ（事務局） 公益社団法人 こども環境学会 〒106-0044 東京都港区東麻布 3- 4 -7 麻布第 1 コーポ 601

TEL 03- 6441-0564

□こども環境学会に入会を希望する
（入会すると会員料金でお申込みできます）

E-mail info@children-env.org

恵庭

午前・午後

時 〜 午前・午後
時 〜 午前・午後

□正会員 □準会員 □団体会員 □賛助会員

会員種別

札幌

午前・午後

お名前

●恵庭市内の宿泊先は限られていますので札幌市・千歳市のホテルも
ご利用ください。

5/28（日）9 : 00〜16 : 30）

利用料金 500 円 /1 人・1 時間（要事前申込み・当日払い）
対象年齢 満 1 歳児以上
ご利用希望日にチェックした上で、時間帯・人数をご記入ください

□ 5 月 27 日（土）
□ 5 月 28 日（日）

普通預金 2560885

URL http://www.children-env.org/

13 分
JR 千歳線
快速エアポート

8分

新千歳空港

● 託児（5/27（土）9 : 30〜18 : 00

（託児は当日払いです）

振込先 みずほ銀行自由が丘支店
公益社団法人 こども環境学会
シャ）コドモカンキョウガッカイ

通信欄

● お弁当

□ 27 日（土）のお弁当

円

所属

5,000 円（当日 5,500 円）

□ 会員外

＋ 懇親会 ＋ お弁当代

※参加証送付先

5 / 27 (土)・28 (日) 大会・懇親会・弁当・託児 申込み

□ 学生会員

大会

振込額合計

住所

イサム･ノグチ設計のモエレ沼公園→創成川緑地 ほか
JR 札幌駅集合 9:30 解散 15: 00（公共交通機関利用）
15 名
1500 円（昼食、交通費は各自となります 保険含む）

● 大会
□ 正会員、準会員

＋

ふりがな

見学先 札幌トモエ幼稚園→石山→子どもの体験活動の場 Coミドリ
時間
札幌市営地下鉄南北線真駒内駅集合 10 : 30 解散 16 : 00（園バス利用）
定員
30 名
参加費 1500 円（昼食は各自で御用意ください 保険含む）

29 日

エクスカーション

