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1. Objective of the Session： 
The protection against the natural disasters such as earthquake and tsunami are common task 

throughout the Asian Pacific countries striving to establish the sustainable societies.   We will report on 
the activities of OMEP Japan KODOMO Fund established immediately after the East Japan Great 
Earthquake of 2011. Mainly report on childcare and family situation about ECEC under radiation 
catastrophe confirmed at the Fukushima Hoiku Forum. From that point on, we will consider the role 
required of nursery teachers at the time of the disaster. In addition, we report ECEC under radioactive 
disasters, especially about the impact on the childcare of radioactive disaster, “Nature Deprivation 
Syndrome”, and propose the importance of relationship with nature in early childhood from the 
viewpoint of ESD.  

 

2. Exhibitors：  
General Chairperson / Nobuko KAMIGAICHI  
Discussion and language facilitator / Sam MURCHIE (Shokei Gakuin University) 
Speakers /  
1) Nobuko KAMIGAICHI (Jumonji University) 

Title：The workshops ‘FUKUSHIMA Forum’ titled “ECEC under the radioactive contamination”  by 
OMEP Japan KODOMO Fund 

2) Hatsue SEKIGUCHI (Tokyo University of Social Welfare) 
Title：Recognition of nursery teachers and parents on development of children and childcare after 

the radiation disaster in Fukushima  ― From Questionnaire and interview research ― 
3) Tomoko KATAYAMA (Izumi Nursery School /Japan Christian Federation of Early Childhood Care 

and Education) 
Title：A suffering and hope of the stricken area 

4) Mihoko ENDO (Haramachi Seiai Kodomoen) 
Title：Striving for safety: The story behind the 8 year relentless efforts to shield   children from the 

 fallout of the FUKUSHIMA daiichi nuclear catastrophe  
5) Masaki IWAKURA (Shokei Gakuin University / Radiation research group) 

Title：The social responsibility of nursery teachers to protect children from the fallout  of man-made 
nuclear catastrophes  

Moderator / Makiko ISONO (Japan Christian Federation of Early Childhood Care and Education) 
 
*Planned by OMEP Japan KODOMO Fund Project Team: Nobuko KAMIGAICHI, Hatsue SEKIGUCHI, 
Mie OHBA 
 

SPECIAL SESSION 1【Symposium】 

ECEC in FUKUSHIMA, Japan 
Coordinators ： Nobuko KAMIGAICHI,Jumonji University 

             Hatsue SEKIGUCHI,Tokyo University of Social Welfare 
     Masaki  IWAKURA,Shokei Gakuin University  

Friday, September 6 13:00-14:30 ＜2F. East, Study Room＞ 

Theme： Affected areas support activities by OMEP Japan 

KODOMO Fund "Fukushima Hoiku Forum" 
－Children, Families, Community, and nursery teachers  

under the earthquake disaster－ 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．テーマ設定の趣旨： 
地震や津波などの自然災害への対応は、持続可能な社会の構築を目指すアジア太平洋地域各国に共通

する課題である。2011 年の東日本大震災発生直後に設立した OMEP Japan KODOMO Fund による活

動報告を行う。主に、福島保育フォーラムで確認してきた放射能災害下の保育について、更に子どもと

家族の状況について報告する。そこから、震災時の保育者に求められる役割を考える。更に、放射能災

害下における保育について、放射能災害による「自然剥奪症候群」という提案を含めて報告し、ESD

の観点から、幼児期の自然との関わりの重要性についても提言する。 

 

２．登壇者：  
総合司会／上垣内 伸子（十文字学園女子大学） 

言語ファシリテーター／Sam MURCHIE（尚絅学院大学） 

報告／1) 上垣内 伸子（十文字学園女子大学） 

演題：「OMEP 子どもファンドによる『放射能災害下の保育実践と子どもの育ち』を 

テーマとした「福島保育フォーラム」の活動報告」  

2) 関口 はつ江（東京福祉大学） 

 演題：「放射能災害後の子どもの育ちと養育に関する保育者と保護者の意識 

―質問紙調査と面接調査から－」 

3) 片山 知子（和泉保育園/日本キリスト教保育連盟） 

演題：「被災地の苦悩と希望」   

4) 遠藤 美保子（社会福祉法人ちいろば会原町聖愛こども園） 

演題：「子どもたちを福島の保育現場で守り通す 8 年間の営み」 

5) 岩倉 政城 （尚絅学院大学/放射線研究班） 

演題：「人災によって起こった放射能汚染から子どもたちを守る保育者の社会的責務」 

進行・運営／磯野 眞紀子（キリスト教保育連盟） 

＊企画／OMEP「子どもファンド」プロジェクトチーム：上垣内 伸子、関口 はつ江、大庭 三枝 

 

３．内容： 
初めに、OMEP 日本委員会が、世界各国の OMEP メンバーから寄せられた KODOMO Fund によっ

て福島で開催してきた保育者との語り合いの会「福島保育フォーラム」の報告を行い、続いて「保育フ

ォーラム」に関わってきた会員から、この 8 年間の保護者の意識とその変化、保育者の取り組みと努力

についての発表、最後に放射能災害に対する保育者そして OMEP の課題について提言し、フロアとのデ

ィスカッションを行う。「福島」からの提案は、一地域に留まらない普遍性をもつという視点から、参

加者との対話を深めたいい。ポスターや報告書など、資料を示しながらすすめていく。 

OMEP Japan KODOMO Fund による 

被災地支援活動「福島保育フォーラム」 

― 震災下の子ども・家庭・地域・保育者 ― 

特別企画分科会 1【シンポジウム】  

福島の保育 
 

担当者 ：上垣内  伸子（十文字学園女子大学） 

関口  はつ江（東京福祉大学） 

岩倉   政城（尚絅学院大学） 
 

9 月 6 日（金） 13:00-14:30 ＜東館 2 階  研修室＞ 


