大会テーマ「人生のスタートにこそ良質な教育を」
～保育臨床の視点を大切に、保育の質を問いつづけよう～

子ども・子育て支援新制度が施行されて 2 年目となります。0 歳児から 5 歳児までの
見通しを持った保育・教育が言われる中で、幼稚園教育要領や幼保連携型認定こども園
教育・保育要領の改定も平成 30 年には実施されます。平成 29 年度は周知の年ですが、
平成元年に幼稚園教育要領が６領域から５領域に変わった意味や、アクティブラーニン
グというキーワードの意味をしっかり理解して、教育要領を実践していくことが必要で
す。
そのため今回の大私幼教育研究大会は、園のリーダーである設置者・園長先生の研修
を充実して実施することになりました。子どもの発達を基本に主体的な活動としての遊
びを学びと位置づけ、子どもたちの生活経験の違いを配慮した保育の組み立てを考えた
いと思います。また、家庭生活の変化の中で子どもの生活が変わり、そこから生じる身
体的発達の問題も考えたいと思います。
社会変化の中で、幼稚園が担うべき課題も知的発達のみならず、それを支える身体的
発達や人との関わりに必要な気持ち・考えの交流や、そこから生まれてくる協同性に目
を向けることが重要な時代になっています。多様な機能を持ちうる幼稚園をより子ども
のための施設となるよう研究会を進めてきますので、是非多数ご参加ください。

主 催

一般社団法人大阪府私立幼稚園連盟

日 時

平成２９年３月２７日（月）～２８日（火）

会 場

２７日：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
大阪市北区中之島５－３－５１

℡ ０６－４８０３－５５５５

２８日：大阪私学会館 ４階 講堂
大阪市都島区網島町６－２０

参加者

℡ ０６－６３５１－５５７４

大阪府私立幼稚園設置者・園長・教職員
近畿地区私立幼稚園教諭・免許状更新対象者

参加費

設置者・園長 １名 １２，０００円
教職員

１名

６，０００円

※設置者・園長は、翌日の２８日（火）に開催されます研修会にもご参加
いただくことになります。

第６０回大阪府私立幼稚園教育研究大会
Ⅰ．日 程
会 場

平成２９年３月２７日（月）
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

8:45～ 9:15

受 付

9:15～ 9:30

開会式
全体会
Ｃ２-Ⅰ・Ⅱ（Ｃ１-Ⅰ・Ⅱ）
「心の育ちと対話する保育実践
―幼児前期・中期の発達と保育を中心に―」

9:30～12:00

この世に誕生した時点から「本源的能動性」とでも呼ぶべき力を持って
世界に関わる子どもたち。そんな子どもたちが自分らしく「心」を育てて
いく筋道を、幼児前期・中期の発達と教育の関係を中心に問い直します。

12:00～13:00

講師 国立大学法人山梨大学大学院総合研究部教育人間学域
教授 加藤 繁美 氏
昼食休憩・移動

13:00～14:30

分 科 会 Ⅰ

14:30～14:50

会場移動

14:50～16:20

分 科 会 Ⅱ

＜免許状更新講習＞
免許状更新講習受講希望の方は、別紙案内をご覧ください。
事前申込にて申込をされた方のみ受講いただけます。
◎免許状更新講習受講の流れ
8:45～ 9:15

受 付

9:15～ 9:30

開会式

9:30～12:00

全体会
Ｃ２-Ⅰ・Ⅱ（Ｃ１-Ⅰ・Ⅱ）
「心の育ちと対話する保育実践
―幼児前期・中期の発達と保育を中心に―」
講師 国立法人山梨大学大学院総合研究部教育人間学域
教授 加藤 繁美 氏

12:00～13:00

昼食休憩・移動

13:00～15:30

第７分科会 免許状更新講習
Ａ４-Ⅰ・Ⅱ
「愛されて育つ子ども」
（Ｂ１-Ⅲ、Ａ１-Ⅱ）
講師 あけぼの幼稚園
理事長・園長 安家 周一 氏

15:30～15:45

休 憩

15:45～16:45

試 験

＜分科会＞
分科会Ⅰ

分科会Ⅱ

13：00 ～ 14：30

14：50 ～ 16：20

第１分科会

設置者・園長研修

設置者・園長研修

幼稚園教育要領改定

「新たな幼児教育像

～キンダーとツナガッテンダー、
エレメンタリーにマカセタリー～」
設置者・園長
Ｆ１-Ⅱ・Ⅲ（Ｆ６-Ⅱ・Ⅲ）

～幼稚園教育要領改定の方向～」
設置者・園長
Ｃ３-Ⅲ、Ｅ１-Ⅲ
大阪総合保育大学
（Ｅ１-Ⅱ・Ⅲ）

第２分科会

実践（リズム・音楽）

「子どもと楽しむリズム遊び・音楽遊び
～オルフ音楽教育、リトミック、レクリエーションをヒントに～」

新任～一般教諭全般

Ｅ２-Ⅰ・Ⅱ（Ｅ５-Ⅰ・Ⅱ）

NPO 法人生涯音楽アカデミー 理事長
流通科学大学 非常勤講師 山地 寛和 氏
第３分科会

睡眠の重要性

「睡眠が変われば、子どもが変わる

和泉市立信太小学校 校長 島居 寿之 氏

休 憩 ・ 移 動

児童保育学部 学部長 大方 美香 氏

幼小連携

「幼小教員の子どもへの思い

実践（音楽・リズム）

「子どもと楽しむリズム遊び・音楽遊び
～オルフ音楽教育、リトミック、レクリエーションをヒントに～」

新任～一般教諭全般

Ｅ２-Ⅰ・Ⅱ（Ｅ５-Ⅰ・Ⅱ）

NPO 法人生涯音楽アカデミー 理事長
流通科学大学 非常勤講師 山地 寛和 氏
睡眠の重要性

「睡眠が変われば、子どもが変わる

－みんいく実践研究より見えたこと－」
一般教諭全般
Ａ２-Ⅰ（Ａ２-Ⅰ・Ⅱ）

－みんいく実践研究より見えたこと－」
一般教諭全般
Ａ２-Ⅰ（Ａ２-Ⅰ・Ⅱ）

堺市立三原台中学校 教諭 木田 哲生 氏

堺市立三原台中学校 教諭 木田 哲生 氏

第４分科会

教育研究所第２６次プロジェクト

幼稚園教育要領改定

「０歳児から６歳児までの保育・教育を考える

「幼稚園教育要領から考える

～非認知的能力はどのようにして育まれるのか～」
一般教諭全般
Ｃ２-Ⅰ・Ⅱ
大私幼教育研究所
（Ｃ１-Ⅰ・Ⅱ）

第２６次プロジェクトチーム

～幼児期に遊びを通して資質・能力を育むこと～」
一般教諭全般
Ｃ３-Ⅲ、Ｅ１-Ⅱ
大阪教育大学
（Ｅ１-Ⅰ・Ⅱ）

学校教育講座 准教授 中橋 美穂 氏

第５分科会

０～２歳児の育ち

０～２歳児の育ち

「保育現場から見た教育～『見届ける』とは～」

「保育現場から見た教育～『見届ける』とは～」

主任・中堅教諭

Ｂ２-Ⅰ、Ｄ２-Ⅰ
カナン子育てプラザ２１ （Ｄ２-Ⅱ・Ⅲ）

保育士 平井 那菜 氏

主任・中堅教諭

カナン子育てプラザ２１
保育士 平井 那菜 氏

第６分科会

特別支援教育
「幼稚園における配慮や支援を要する児童への支援
－保護者との連携について－」
一般教諭全般
Ｄ３-Ⅰ・Ⅱ
大阪府立大学
（Ｄ３-Ⅱ・Ⅲ）

第７分科会

免許状更新講習
13：00 ～ 15：30
※「愛されて育つ子ども」
Ａ４-Ⅰ・Ⅱ（Ｂ１-Ⅲ、Ａ１-Ⅱ）
あけぼの幼稚園 理事長・園長 安家 周一 氏

地域保健学域 准教授 里見 恵子 氏

Ｂ２-Ⅰ、Ｄ２-Ⅰ
（Ｄ２-Ⅱ・Ⅲ）

特別支援教育
「幼稚園における配慮や支援を要する児童への支援
－保護者との連携について－」
一般教諭全般
Ｄ３-Ⅰ・Ⅱ
大阪府立大学
（Ｄ３-Ⅱ・Ⅲ）

地域保健学域 准教授 里見 恵子 氏

試 験
15:45 ～ 16:45

注）設置者・園長は第１分科会（分科会Ⅰ及び分科会Ⅱ）を選択してください。また、翌日（２８日）の研修にもご参加いた
だくことになります。
注）第７分科会につきましては、免許状更新講習受講の事前申込をされた方のみ選択していただけます。
（事前申込期間： １１月２１日（月）~１１月２５日（金）／専用申込用紙によるＦＡＸでのお申し込み） 先着順
注）俯瞰図番号について
新版 研修ハンドブックの俯瞰図番号です。
（ ）内は旧ハンドブックの俯瞰図番号を記載しています。

Ⅱ．日 程
会 場

平成２９年３月２８日（火）
大阪私学会館 ４階 講堂
（〒５３４－００２６ 大阪市都島区網島町６－２０）

（注）この研修会は、設置者・園長のみが対象です。
9:00～ 9:30

受付
講義Ⅰ【リーダーシップ】
Ａ１-Ⅲ、Ｃ３-Ⅲ（Ａ１-Ⅲ、Ｂ３-Ⅲ）
テーマ：
「 鼎談 これから必要となってくる園長のリーダーシップ 」
講師：
幼稚園型認定こども園 あけぼの幼稚園 理事長・園長
（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 副理事長 安家 周一 氏

9:30～12:00

幼保連携型認定こども園
せんりひじり幼稚園・ひじりにじいろ保育園 理事長・園長
（一社）大阪府私立幼稚園連盟 理事長 安達 譲 氏
幼保連携型認定こども園 たちばな幼稚園 理事長・園長
（一社）大阪府私立幼稚園連盟 教育研究委員長 邨橋 雅広 氏
コーディネーター：畷幼稚園 理事長・園長
（一社）大阪府私立幼稚園連盟 教育研究所長
原 史臣 氏

12:00～13:00

昼食休憩・移動

13:00～14:30

講義Ⅱ【労務管理】
テーマ：
「 働く時間を考える 」
講師：
（一社）大阪府私立幼稚園連盟事務センター 所長 鈴木 健夫 氏

14:30～14:50

休 憩

14:50～16:20

講義Ⅲ【幼稚園に期待される地域の教育センターとしての機能について】
Ｆ２-Ⅱ、Ｆ３-Ⅰ（Ｆ５-Ⅰ・Ⅱ）
テーマ：
「 子ども・子育て支援制度と幼稚園・認定こども園の運営 」
講師：関西大学 人間健康学部 教授 山縣 文治 氏

※設置者・園長は２日間（２７日・２８日）の研修全てにご参加いただくことになります。
２７日は全体会の参加、並びに分科会は第１分科会－Ⅰ・Ⅱを選択してください。
２日間の研修会の全課程を受講された方には、修了証を発行します。

