
京都音楽センター・2012 年夏の講習会案内

講習会番号①　ケロポンズ　ミュージックパネル・あそびうたレクチャー

講習会番号②　井上伸子の「リズムあそび・うた」講習会

この講習会は “先生自らが、うたう楽しさを実感する”、“「うたうってどんなこと」を味わう”
を目的に開催されます。ですから、特別な専門知識や発声は必要ありません。
みんなの身体に元気のパワーがわいてくる、子どもたちの素直な心と強い感受性を引き出し、
楽しく歌えるコツがつかめる、そんな講習会です。
　※上靴が必要です。動きやすい服装でご参加ください。

ミュージックパネルとは
ネル地の舞台（パネル）とＰペーパー（不織布）さえあれば、
いつでも、だれでも、どこででも簡単にできる楽しいあそび。
パネルの舞台の上でＰペーパーの絵人形がくっついたり、動いたり、歌ったり、
踊ったり、胸わくわく、夢がふくらむ楽しい世界です。
あなた自身がミュージックパネルの脚本家にも、
演出家、監督、プロデューサーにもなれてしまう楽しいあそびです。

メール・FAX での受付を開始しました！。ご希望の講習会がありましたら、今すぐお

申し込みください。また、講習会で使うテキストだけの販売もしています。

ご遠慮なくお問い合わせ下さい。（TEL.075-822-3440・FAX.075-822-3439）

HP にも詳細を掲載しますのでご覧下さい。（ＨＰからもお申し込みいただけます。）

［http://www.wawawa.ne.jp］　メールアドレス［info@wawawa.ne.jp］

日　時 ８月７日（火）　14:00 ～ 16:00（受付 13:00 ～）

会　場 京都府立府民ホールアルティ（京都市営地下鉄烏丸線「今出川」下車徒歩５分）

受講料 ３５００円

定　員 ３００名（先着順・定員になり次第締め切ります）

内　容
ケロポンズのオリジナルのあそびうた、体操、ミュージックパネルなど、保育に役立つ
盛りだくさんのネタを伝授。コンサート形式で行います。
うたって、あそんで、体操して、とっても楽しい講習会です

講　師 ケロポンズ（ケロちゃん＝増田裕子・ぽんちゃん＝平田明子）

日　時 ８月１６日（木）　10:00 ～ 16:00（受付 9:30 ～）

会　場 ウイングス京都・スポーツルーム（烏丸四条より徒歩５分）

受講料 ６５００円（テキストは、クラスでうたうこどものうた「リズムあそび曲集」＝別売り 3000 円を使います）

定　員 １００名（先着順・定員になり次第締め切ります）

内　容

顔づくり・身体作りで「見えるこえ」をつくります。
リズム運動やダンスで心と身体が自然に反応して、音楽を素直に受け入れられる方法を学びます。
うたを楽しくうたえるちょっとしたヒントや工夫を交えて、こどものうたを覚えます。

（５才児から小学生を対象とした楽曲を使います。）

講　師 井上伸子（合唱指揮者）



日　時
③７月３１日（火）　10:00 ～ 16:00（受付 9:30 ～）

④８月１７日（金）　10:00 ～ 16:00（受付 9:30 ～）

会　場 ウイングス京都（烏丸四条より徒歩５分）・③はスポーツルーム　④はイベントホール

受講料 １講座６５００円（テキスト別売り・CD ﾌﾞｯｸ「せんせいだいすき③集」3000 円）

定　員 各１００名（先着順・定員になり次第締め切ります）

内　容

うたやピアノが苦手な先生も大丈夫！
明日からすぐに使える子どもたちのうたを楽しく学びましょう！
運動会や発表会で使えるダンスも講習します。
簡単な振付けや手話を取り入れるコツ、指導のコツを学びましょう。※ 上靴が必要です

講　師 ながそようこ（「せんせ いっしょにうたお～」「せんせいだいすき」シリーズ監修）

講習会番号③④　ながそようこの　「せんせいだいすき」講習会

日　時

会　場 アスニー山科（JR・京阪・京都市営地下鉄「山科駅」前、ラクト山科 C 棟２階）

受講料 １講座６５００円（テキストなしで受講できます。⑦にご参加の方で５集をお持ちの方はご持参ください）

定　員 各４０名（先着順・定員になり次第締め切ります）

内　容

要望の強かった「年齢別講習会」を今年は開催。
日常使える手あそびやリズムあそび、参観日や発表会で使える曲を講習します♪
楽譜集には書かれていない振り付けや内容もてんこ盛り！の予定です。

（持ち物＝⑤タオル・上靴／⑥上靴／⑦せんせいっしょにうたお５集 = 持っている人のみ・上靴）

講　師 ながそようこ（「せんせ いっしょにうたお～」「せんせいだいすき」シリーズ監修）

※③と④の講習内容は同じです

日　時

⑧７月　８日（日）　10:00 ～ 12:30（受付 9:30 ～）※ 乳児さん中心のあそびいろいろ

⑨７月　８日（日）　13:30 ～ 16:00（受付 13:00 ～）※ 幼児さん中心のあそびワールド

⑩８月　６日（月）　10:00 ～ 16:00（受付 9:30 ～）

会　場 京都市右京ふれあい文化会館・創造活動室（ＪＲ山陰本線（嵯峨野線）「花園駅」下車徒歩３分）

受講料
⑧⑨はそれぞれ３５００円（⑧⑨を通してご参加の場合は２講座で 6500 円）
⑩は６５００円

（いずれの講座もテキストとして「サバイバルピクニック」「カッパフレンズ」「ハッピーダンス」「パイナップル
プル」「パックンコ（新発売）」を使用します。別売り各 1000 円＝なくても受講できます）

定　員 各５０名（先着順・定員になり次第締め切ります）

内　容
子どもと一緒にワクワク・ドキドキできるあそびを体験します。
保育園・幼稚園の先生はもちろん、子育てに関わる方なら誰でも参加できます。
参加者自身が楽しみ、あそび心を呼び起こせる楽しい講習内容です。
保育園・幼稚園の先生におすすめの講習会です。※ 上靴が必要です

講　師 安藤正彦（西七条保育園保育士 / こども未来財団研修会講師）

講習会番号⑧⑨⑩　あんちゃんの「うたあそび・ゲームあそび」講習会　

講習会番号⑤⑥⑦　「せんせ　いっしょにうたお～ベスト」講習会

⑤うたってあそぼう～０ ・ １ ・ ２才児さんと
７月１４日（土）　10:30 ～ 16:00（受付 10:00 ～）
⑥うたってあそぼう～３ ・ ４才児さんと
７月２５日（水）　10:30 ～ 16:00 （受付 10:00 ～）

⑦うたはともだち～４ ・ ５才児さんと
７月２６日（木）　10:30 ～ 16:00 （受付 10:00 ～）



講習会で使用するテキストのみの販売もしています。

職場などに講師を派遣することも可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

講習会番号⑪～⑳　運動会向けダンス講習会

７月１７日

（火）

 9：50　

　～ 12:20
⑪エイサー遊

あし

び　（大工哲弘・詞 / 曲）幼児から（パーランクー必要）

沖縄の楽しい太鼓踊り。幼児から始められる、やさしい振付です。

13:30

　～ 16:30
⑫キッズ・ソーラン　（北海道民謡）幼児から高学年

おなじみ、ロックで踊るソーラン節の「こども」バージョンです。

７月２１日

（土）

  9：50　

　～ 12:20
⑬僕たちのヒーロ（「ウルトラマンボーイのウルころ」より大門一也詞曲）／幼児～低学年向け

　男の子が大好きな「ヒーローもの」にカッコいいダンスを付けました。

13:30

　～ 16:30
⑭ラララ・ラッセーラ　（二本松はじめ・詞 / 曲）幼児以上

ラッセーラのかけ声に縄を持って踊る力強い“民舞風”のダンスです。（ヒモ又はタオル必要）

７月２４日

（火）

 9：50　

　～ 12:20
⑮元気で行こうソヤソヤ　（二本松はじめ・詞 / 曲）幼児から低学年向け

太鼓のバチを持って踊る「民舞風」のダンスです。（バチ必要）

13:30

　～ 16:30
⑯三村節　（本島のわらべうた）幼児以上（パーランクー必要）

　　　　パーランクーを持って沖縄のわらべうたにのせて楽しくおどりましょう。

７月２８日

（土）

 9：50　

　～ 12:20

⑰漲
は り

水
み ず

の声
くい

合
ちゃー

（宮古民謡）幼児から低学年

沖縄県宮古に伝わる楽しい手踊り「くいちゃー」、運動会でも大人気。

13:30

　～ 16:30

⑱キッズ・ソーラン　（北海道民謡）幼児から高学年

おなじみ、ロックで踊るソーラン節の「こども」バージョンです。

８月４日

（土）

 9：50　

　～ 12:20
⑲よさこいエイサー琉球王（仲里幸広・作詞 / 林有三・作曲）（鳴子必要です）

幼児から中学年向け。鳴子をもって沖縄のメロディーに合わせて踊ります。

13:30

　～ 16:30
⑳岩間先生の HipHop 講座

　　　　　　　HipHop の教え方を学びます。未経験の方、歓迎です！

会　場
⑪⑫⑮⑯ウィングス京都スポーツルーム（４階）／定員１００人

⑬⑭⑰⑱⑲⑳アスニー山科（JR・京阪・京都市営地下鉄「山科駅」前、ラクト山科 C 棟２階）

受講料 １講座３５００円（ただし、１日に２講座受講の方は２講座で６５００円）

定　員 ⑪⑫⑮⑯は各 100 名／他は各 40 名（先着順・定員になり次第締め切ります）

内　容

参加者自身がダンスを楽しく踊れるよう、また、子どもたちに指導する場合のヒントがいっぱ
い詰まった講座です。
⑪～⑲は１講座で１曲を丁寧に踊ってマスターします。
参加者同士で隊形やフォーメーションを実体験する、毎年大人気のダンス講習会です。
元小学校教師・プロダンサーの経験もある講師の、わかりやすくポイントを押さえた指導で、
ダンスを楽しく学べます。「段取りを覚えて行く」伝達講習会ではありません。
⑳は、若者に広がっている HipHop をとりあげます。HipHop のそもそもから教え方を学びます。
　　　※いずれの講座も上靴が必要です。（受付は各開始の２０分前からです）

講　師 岩間扶句子（ダンスインストラクター）

京都音楽センター・2012 年夏の講習会案内



★申し込み方法（電話・FAX・メールで受付けます）※ 子どもさんの参加はできません

　　　　　　　◎ TEL=075-822-3440・075-811-8634・090-8987-9465
　　　　　　　◎ FAX=075-822-3439　　◎メール =info@wawawa.ne.jp

①電話でのお申し込み
　◎電話受付は 5 月 15 日（火）からとなります。（電話での受付時間は平日 10 時～ 18 時） 
　◎申し込みの際に、「参加者の氏名／〒番号と住所／電話番号／勤務先／
   　　 参加希望講習会名と講習会番号」をお知らせ下さい。
② FAX・メールでのお申し込み（随時受け付けています。）
　◎申し込みの際に、「参加者の氏名／〒番号と住所／電話番号／勤務先／
    参加希望講習会名と講習会番号」をお知らせ下さい。
　◎１通のメール・FAX で複数の方の申し込みが出来ます。 
　　　　（代表者の連絡先および参加者全員のお名前を明記してください。）　
　◎一人の方が複数の講座に申し込むことも出来ます。 
　◎携帯電話のメールで申し込みの場合は、
 　「info@wawawa.ne.jp」からのメールが受信できる設定にしてからお申し込み下さい。

③受講料のご入金について　
　◎申し込み後１週間以内に受講料（参加費）を下記口座（郵便振替）に、お振込みください。
　◎ FAX・E-mail の場合は、事務局からの返信を確認してからご入金ください。
　　　　（定員をこえている場合は、その旨ご連絡します）
　①②ともご入金の確認で、受付完了となります。受講票は 6 月下旬から順次お届けします。

　　　
なお、一旦納めていただいた受講料の返金はできませんのでご了承ください。
振り込みは、郵便局備え付けの振り込み用紙をご利用ください。
通信欄に「参加講習会番号」と「参加者名」を必ずご記入ください。

〒 604-8481　京都市中京区西ノ京冷泉町 118-3
TEL.075-822-3440、075-811-8634・FAX.075-822-3439
E-mail.info@wawawa.ne.jp　http://www.wawawa.ne.jp

㈱京都音楽センター

日　時 ８月８日（水）  10:30 ～ 16:00（受付 10:00 ～）

会　場 京都府立府民ホールアルティ（京都市営地下鉄烏丸線「今出川」下車徒歩５分）

受講料 ６５００円（テキストは CD ブック「いち にのさ～ん」3500 円を使います）

定　員 ８０名（先着順・定員になり次第締め切ります）

内　容

保育園・幼稚園の運動会や発表会にぴったりのダンスをはじめ、
つながりあそび・親子あそびをたくさん覚えます。
幼児向きのダンス曲は『さぁ でかけよう！』⇒ハンカチを手にリズムにあわせて踊ります。
乳児向きには『ころころどんぐりくん』⇒繰り返しのかわいらしい踊りです。
そしてもう一曲『いちにのさ～ん！』⇒運動会のオープニングにピッタリ！
あそびうたは「わたしのハンカチ」「ともだちロケット」「ニンニンにんじゃ」などなど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 上靴が必要です。

講　師 町田浩志（つながりあそびうた研究所・研究主任／元保育士・園長）

講習会番号　　まっちゃんカレッジ「つながりあそび・うた・ダンス」講習会

郵便振替口座＝ ［０１０００－３－２３０００］　加入者名＝㈱京都音楽センター


