
百幼大学 子育て学部 令和元年度講座一覧 
「百幼大学 子育て学部講座！」は子育てに必要なお話や情報、学びの場を提供し、育児と育自ができる勉強会で

す。百幼大学で見事 10単位以上を獲得した方は、年度末に子育て学部初等科修了証をお渡しします。 

履修科目一覧表 

 内容 講義ポイント 日時・会場 備考 

1 

2 

単位 

家族をつなぐ 

コミュニケーションスキル 

講師 松橋 恵美 

コミュニケーションの仕方は、誰に習い

ましたか？意外と知らない「効果的なコ

ミュニケーション法」を学びましょう。

家族・友人・育児いろいろ応用できます。 

5月 28日（火） 

10：00～12：00 

百石幼稚園 2階 

お茶とお菓子付 

300円 

2 

1 

単位 

季節を彩る 

フラワーアレンジメント 

講師 ゆうこ さん 

恵みカフェ SHOP でクリスマスリーズの

素敵なアレンジを教えて下さったゆう

こさんが、今年は季節の花を使ったアレ

ンジをご指導くださいます。 

6月 4日（火） 

10：00～12：00 

百石幼稚園 2階 

材料費 1,000円 

3 

2 

単位 

慌てる前に知っておきたい！ 

我が子の思春期 心とからだ 

講師 看護師 長沖みのり さん 

看護師として思春期相談を長きにわた

り行ってきた長沖先生から、思春期の心

と体のトラブルや、対処法などを学びま

す。備えあれば憂いなし！みんなで聞き

ましょう！ 

7月 6日（土） 

10：00～12：00 

百石小学校 

※百小共催 

参加無料 

 

4 

1 

単位 

子どもが育つ・ママが楽になる 

動きを使って学ぶ講座 

MBLインストラクター 吉田恵美  

子どもたちがしている「ペース」って

何？背中の散歩？足のマッサージ？幼

稚園でとり組んでいる、「動きを通じて

学ぶ」方法を体験します。大人も使える

学びがいっぱいです！ 

8月 24日（土） 

9：00～12：00 

百石幼稚園ホール 

水（500ml程度） 

水筒可、動きやすい服

装、ヨガマット 

5 

2 

単位 

レッツ健康クッキング！ 

講師 自然食品の店＆玄米食堂  

 代表取締役 西舘三津子 さん 

健康クッキングについて、講義と

実践で学びます。健康的な食材や

料理について長年にわたり取り組

んできた講師から、沢山聞いちゃ

おう！ 

9月 9日（月） 

10：00～11：30 

百石小学校調理室 

材料費 1,000円 

※百小共催 

6 

1 

単位 

大人も「つくる」大人のアートイズ 

講師 現代芸術教室アートイズ 

佐貫 巧 さん 

子どもフェスタ企画「子どもの作

るを考える」から、大人も作るを

一緒に体験しましょう。つくると

いえば、アートイズ！ですね。 

10月 5日（土） 

13：30～15：00 

百石幼稚園園庭 

材料費 500円 

7 

2 

単位 

かむ Come Go Goon! 

咀嚼と成長の話 

講師 言語療法士 都築昌子 さん 

咀嚼は消化のみならず、脳への刺

激や、歯並びの形成、発語や運動

機能へも影響を及ぼす？！ 

多くの指導例を持つ実践家の講師

に、学びます。 

10月 12日（土） 

9：30～11：30 

百石幼稚園ホール 

参加無料 

8 

1 

単位 

楽しく運動！代謝アップ！ 

ジャザサイズ 

講師 中村宏美 さん 

昨年も大人気だった、ジャズダンスとエ

クササイズの融合した、新しい運動「ジ

ャザサイズ」。体を動かしすっきり爽快

です。子どもも一緒に動きましょう！ 

10月 30日（水） 

13：00～14：30 

いちょう体育館 

内履き運動靴・水・タオル、

ダンベル１K×2、なければ

500ml のペットボトル×

2、ヨガマットか大判バス

タオル※百小共催 

9 

1 

単位 

秋を楽しむ 

オータムコンサート 

講師 みきの会 前田美樹 さん 

ピアノコンサートです。親子で素敵なピ

アノを聞きながら、心に栄養を届けまし

ょう。 

日頃は子連に敷居が高いコンサートも、

今日は安心ゆっくり楽しめますよ。 

11月 13日（水） 

10：30～11：30 

百石幼稚園ホール 

参加無料 

10 

1 

単位 

冬に活躍アロマクリーム作り 

講師 アロマコーディネーター吉田恵美  

大人気のアロマクリーム作りです。冬の

乾燥肌に栄養と潤いを与えます。自分の

好きなアロマの香りを選べは、世界で一

つのマイクリームの出来上がり！ 

12月 20日（金） 

10：00～12：00 

百石幼稚園 2階 

材料費 

30ml 1,200円 

11 

2 

単位 

園庭・遊びを 

先生・親・みんなで考える 

講師 おおぞら教育研究所  

木村歩美 さん 

子どもの遊びが広がる園庭づくりにつ

いて、みんなで話し合います。 

特に父親会のみな様には、是非参加して

ほしい内容です。講師の先生をお呼びし

て、遊びに伴うリスクについても一緒に

考え、一緒に園庭を作りましょう。 

1月 25日（土） 

講話 10：00～12：00 

懇親会 12：00～15：00 

懇親会１５００円 

アルコールありで

す。 

恵みカフェ（予定） 



12 

1 

単位 

三万語の格差を語る 

～親が育てる言葉と絵本～ 

パネラー 福音館スタッフ 

人が学ぶ言葉は、親との会話から育まれ

る。環境によって、３万語の格差が生ま

れる！？この事実を今知っていれば、ま

だ出来ることがあるはず！ 

2月 4日（火） 

12：30～14：30 

百石幼稚園 2階 

 

13 

1 

単位 

皆で考える未来 

未来を覗く「県議会ツアー」＆ 

「町議会見学」 

園長先生が、皆さんの声を届ける「県議

会」を一緒にツアーしましょう！いつも

は会えない人や場所に行くこともでき

ます。楽しいツアーです。 

日程調整中 

 

バス経費３０００円程度 

 百幼大学へようこそ！参加費無料でこれだけの学びができるのは、百幼大学だけ！学びは明日の自分を変えます。ぜひ多数のご

参加をお待ちしております。まずは、別紙参加希望用紙に記入して、幼稚園まで！単位カードをもらったら、さあ新しい世界へ GO!  

百幼大学学長 吉田恵美 

 

これまでの活動の様子 

フラワーアレンジメント 

 

 

咀嚼の話                    動きを使って学ぶ 

  

 

 

 

 

 

 

 



百幼大学 子育て学部講座 申込書 

所属（〇を付ける） 在園保護者 卒園保護者 一般  参加者氏名          

  内 容 日時・会場 参加希望に○ 

1 

2単位 

家族をつなぐコミュニケーションスキル 

講師 松橋 恵美 
5月 28日（火）10：00～12：00 

百石幼稚園 2階 

 

2 

1単位 

季節を彩るフラワーアレンジメント 

講師 ゆうこ さん 

6月 4日（火）10：00～12：00 

百石幼稚園 2階 

 

3 

2単位 

慌てる前に知っておきたい！ 

我が子の思春期 心とからだ 

講師 看護師 長沖みのり さん 

7月 6日（土）10：00～12：00 

百石小学校 

 

4 

1単位 

子どもが育つ・ママが楽になる 

動きを使って学ぶ講座 

MBLインストラクター 吉田恵美  

8月 24日（土）9：00～12：00 

百石幼稚園ホール 

 

5 

2単位 

レッツ健康クッキング！ 

講師 自然食品の店＆玄米食堂  

 代表取締役 西舘三津子 さん 

9月 9日（月）10：00～11：30 

百石小学校調理室 

 

6 

1単位 

大人も「つくる」大人のアートイズ 

講師 現代芸術教室アートイズ 

佐貫 巧 さん 

10月 5日（土）13：30～15：00 

百石幼稚園園庭 

 

7 

2単位 

かむ Come Go Goon! 咀嚼と成長の話 

講師 言語療法士 都築昌子 さん 

10月 12日（土）9：30～11：30 

百石幼稚園ホール 

 

8 

1単位 

楽しく運動！代謝アップ！ ジャザサイズ 

講師 中村宏美 さん 

10月 30日（水）13：00～14：30 

いちょう体育館 

 

9 

1単位 

秋を楽しむ オータムコンサート 

講師 みきの会 前田美樹 さん 

11月 13日（水）10：30～11：30 

百石幼稚園ホール 

 

10 

1単位 

冬に活躍アロマクリーム作り 

講師 アロマコーディネーター吉田恵美  

12月 20日（金）10：00～12：00 

百石幼稚園 2階 

 

11 

2単位 

園庭・遊びを先生・親・みんなで考える 

講師 おおぞら教育研究所 

木村歩美 さん 

1月 25日（土） 

講話 10：00～12：00 

懇親会 12：00～15：00 

 

12 

1単位 

三万語の格差を語る ～親が育てる言葉と絵本～ 

パネラー 福音館スタッフ 

2月 4日（火）12：30～14：30 

百石幼稚園 2階 

 

13 

1単位 

皆で考える未来未来を覗く「県議会ツアー」＆ 

「町議会見学」 

日程調整中 

 

 

★希望者には、日程が近くなりましたら再度参加の予定をお伺いします。幼稚園の LINE＠でお知らせしま

す。未登録の方は、ご登録下さい。（QRコードを読み込んでから、お子様のお名前を送ってください。トー

ク開始になります） 

★材料費は、基本的に当日払いです。やむを得ず急に欠席した場合、アロマクリームなど物をお渡しできる

のものは、お渡しします。食事などは予約変更できた場合のみ返金になります。ご了承ください。 

★この他、追加で単位取得ができる講演会などが増えましたら、順次お知らせします。 

★日程等に変更がある場合は、園だより等でお知らせします。ご確認ください。 


