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 【APR  SYMPOSIUM】 

Theme : Children’s Life , Development and Quality of ECEC  
  ― from the viewpoint of guaranteeing play ― 

Thursday, September 5    16:00-17:30  ＜1,2F West  Terrsa Hall＞ 

◆ Objective of the Session： 

  The play is to satisfy their life for children and peculiar rights for children. As the independent 

motivation for the beginning of life, it will become the lifelong base of studying and developing. 

What point should we take out from the different meaning of the play? How does the play have relation 

with study or work? What subjects are there about guaranteeing the rights to play? To answer these 

questions, we should know the differences among the countries based on their social and economic 

situation, are educational and cultural background. 

So we will talk about the situation around the children in each country and to protect the rights to play, 

we will discuss about plans the APR members should do together. 

 
◆ Moderator ： Masatoshi  Suzuki 

（Associate professor / Graduate School of Education Hyogo University of Teacher Education ） 

 

◆ Panelists and Titles ：  

 Dr. Sandie Wong   :  President of Australian national committee of OMEP                  
（Associate Professor / Goodstart Research Fellow ,Department of Educational Studies, Faculty of 

Human Sciences, Macquarie University, Australia ） 

 ”Play in early childhood education : From history, to contemporary 

practice in Australia” 

 

 Dr. Udomluck Kulapichitr   :  Vice President, OMEP Asia Pacific Region      

President of Thai national committee of OMEP 

（Associate professor / Early Childhood Education, Division of Child Development, Department of 

Urban Community, Urban Community Development College, Navamindradhiraj University, Thailand）

  ”Seeing quality social play with sociomoral atmosphere through  

Buddhist Principles” 
 

 Osamu Fujii  :  President of Japanese national committee of OMEP 

  （Chief director/ Social welfare corporation Kyoto Hoiku Center, Japan） 

 ”Children learn and develop by play : Guaranteeing place, time,  

peers, and freedom for young children” 
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【APR シンポジウム】日英同時通訳付 

テーマ：子どもの生存・発達と保育の質 

   ―遊びの保障の視点から― 

9 月 5 日（木）16:00-17:30  ＜西館 1,2 階  テルサホール＞ 

◆ テーマ設定の趣旨： 
遊びは、命の充実であり、子どもの固有の権利です。人生初期の主体的動機として、生涯につながる発達や

学びの基盤です。遊びの多様な意義のどのような点を重視するか、また、遊びが学びや仕事（労働）とどのよ

うに関わっているか、また、遊ぶ権利の保障についてどのようなことが課題になっているかは、各国の社会経

済状況や、教育、文化的な背景によって異なっていると思います。そこで、それぞれの国の子どもを取り巻く

状況について報告し合い、子どもの遊ぶ権利の保障のために、APRの OMEP加盟国が協力して取り組めるこ

とは何かを考え合う場にしたいと思います。 

 

 

 

◆ 司会 ： 鈴木 正敏（兵庫教育大学大学院学校教育研究科 准教授） 
 

◆ 登壇者および演題  ： 

サンディ・ウォン :  

（マッコーリー大学人間科学部准教授、OMEP オーストラリア委員会会長） 

「幼児教育における遊び、オーストラリアの歴史から、現代の実践に

向けて」 

 

ウドムラック・クラピティトゥル :  

（ナワミンタラーティラート大学都市コミュニティ開発カレッジ 准教授、

アジア・太平洋地域副総裁、OMEP タイ委員会会長） 

「仏教原理に基づいた社会道徳的雰囲気のある中に見出される質の高

い社会的な遊び」 

 

藤井 修 : （社会福祉法人京都保育センター理事長、OMEP 日本委員会会長） 

   「子どもは遊んで育つ。場所、時間、仲間、そして自由の保障。」 

 

 
 

 




