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大会テーマ「子どもたちの今と未来の幸せをねがって」
〜 一人一人の豊かな育ちを支える質の高い幼児教育を 〜

近年、国際的にも忍耐力や自己制御、自尊心といった社会情動的スキルやいわゆる
非認知的能力といったものを幼児期に身に付けることの重要性が指摘されています。
そのような中で、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿も示され、幼稚園等における
各年齢にふさわしい指導の積み重ねが幼児期の終わりまでに育ってほしい姿につなが
っていくことや、幼児期に育まれた資質・能力が小学校以降の教育で育みたい資質・
能力へと積みあがっていくことが共通認識されました。子どもたち一人一人の豊かな
育ちを支えるものは、質の高い幼児教育です。大阪府私立幼稚園教育研究としまして
もこれまでも私立幼稚園・認定こども園における「保育の質の向上」を目指して 3 歳
未満児の発達の理解を基盤とした保育の在り方、園の教育運営の要となるミドルリー
ダー養成の課題等を重点とし、新たに ECEQ(公開保育を活用した幼児教育の質向上シ
ステム)の実施、オパーク・システムの周知浸透研修を計画させていただきました。是
非多数のご参加をお待ちいたします。

主 催

一般社団法人大阪府私立幼稚園連盟

日 時

平成３１年３月２８日（木）

会 場

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

参加者

℡ ０６－４８０３－５５５５

大阪府私立幼稚園、認定こども園 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

※設置者・園長は、
設置者・園長は、平成３
は、平成３１
平成３１年２月１８
年２月１８日（
１８日（月
日（月）に開催されます
）に開催されます設置者・園
開催されます設置者・園長
設置者・園長
研修会にもお申し込み
（案内は１２月発送予定
研修会にもお申し込みください。
お申し込みください。
（案内は１２月発送予定。参加費別途必要
予定。参加費別途必要）
。参加費別途必要）
今年度より研修スタンプをお渡ししますので、修了証の発行はありません。
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第６２回大阪府私立幼稚園教育研究大会
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年３月２８日（木
日（木）
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

8:45～
8:45～ 9:30
9:30

受 付

9:30
9:30～
30～ 9:45
9:45

開 会 式
全 体 会 「子どもたちの幸せを願う保育・幼児教育」
子どもたちの幸せを願う保育・幼児教育」
【内 容】
【俯瞰図番号】

9:45
9:45～
45～11:45

乳幼児期の保育
幼児期の保育・
保育・教育は生涯の人格形成の基礎を形作り、
教育は生涯の人格形成の基礎を形作り、幸せに暮らす
幸せに暮らすＷＥ
に暮らすＷＥ
ＬＬ－ＢＥＩＮＧの基盤とも
もなる。そのためには子どもがワクワクしてもっ
ＬＬ－ＢＥＩＮＧの基盤と
と遊びたいと思える保育や
と遊びたいと思える保育や教育、保護者も保育者も皆が信頼し合える
保育や教育、保護者も保育者も皆が信頼し合える子育
教育、保護者も保育者も皆が信頼し合える子育
ち・子育ての輪を作ることが求められている。
ち・子育ての輪を作ることが求められている。本講演
本講演ではそのために求めら
講演ではそのために求めら
れることは何だろうかを皆様と共に
れることは何だろうかを皆様と共に考えて
は何だろうかを皆様と共に考えてみたい
考えてみたい。
みたい。

11:45～
45～13:15
13:15

講師 東京大学院教育学研究科
東京大学院教育学研究科
教授 秋田 喜代美 氏
昼食休憩・移動

13:15～
15～16:3
16:30

分 科 会（休憩時間 15 分含む）

＜免許状更新講習
免許状更新講習＞
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
◎免許状更新講習受講の流れ
8:45～
8:45～ 9:30
9:30

受 付

9:30
9:30～
30～ 9:45
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開 会 式

9:45
9:45～
45～11:45

全 体 会
「子どもたちの幸せを願う保育・幼児教育」
子どもたちの幸せを願う保育・幼児教育」
講師 東京大学大学院教育学研究科
東京大学大学院教育学研究科
教授 秋田 喜代美 氏

11:45～
45～12:45

昼食休憩・移動
昼食休憩・移動

12:45～
45～15:45
15:45

免許状更新講習
「幼稚園教育要領の改訂とこれからの教育観
幼児期運動指針と幼児の運動発達」
幼児期運動指針と幼児の運動発達」
講師 認定こども園 日吉幼稚園
理事長・園長 水谷 豊三 氏

15:45
15:45～
45～15:5
15:55

休 憩

15:5
15:55～16:5
16:55

試 験

＜分 科 会＞
分 科 会（13：
13：15～
15～16：
16：30 15 分休憩含む）
第第第第１１１１分科会

設置者・園長研修

設置者・園長

設置者・園長研修

第第第第２２２２分科会

3 年目以上教諭対象 ファシリテーター初級編

【内 容】
『ファシリテーションの基礎』の研修は、
「アクティブ
ラーニング」といわれる対話型の学び場における教師の
～ファシリテーションの基本理念・基礎技術を知る～」
基礎となるファシリテーション・スキルの基本理念・基
【俯瞰図番号
】
礎技術を知ることを目的としています。
幼保連携型認定こども園はまようちえん

「ファシリテーションの基礎

理事長 秦 賢志 氏

新任教諭対象 造形

第第第第３３３３分科会

「
『絵を描くって楽しい』と言ってほしい
～遊びとリンクするお絵描きとは～」
【俯瞰図番号
】

常磐会短期大学 幼児教育科
教授 平野 真紀 氏

【内 容】
クレヨンやパスを使った描画の技法を、その使い方のコツ
と共に学んでもらいます。
また、技法の実践を行う中で、子どもたちの遊びにそれら
の技法を自然に取り込んでいく方法についても考えていき
ましょう。

【当日の持ち物】
・クレヨンもしくはパス ・八つ切りの白画用紙を 2 枚
・はさみ

第第第第 ４４４４分科会

一般教諭対象 脳科学

「子どもの将来に重要な社会情緒的スキル
：自制心と思いやりを中心に」
【俯瞰図番号
】

京都大学大学院教育学研究科
准教授 森口 佑介 氏

第第第第 ５５５５分科会

主任・中堅教諭対象

第第第第６６６６分科会

主任・中堅教諭対象 特別支援教育
「発達障害のある子の育ちと育みの理解と支え」
【俯瞰図番号
】

【内 容】
子どもの将来のために、幼児教育でどのような能力を育
むべきか。この点に関して近年注目を集めているのが、
社会情緒的スキルである。
本研では、特に重要性が示されている自制心と思いやり
の発達とそれらを育む関わり方について紹介します。

【内 容】
「保育の質を高める組織集団の在り方を考える」 近年、保育の質の中でもプロセスの質が着目されている。
このプロセスの質をどのように向上させるのかについて、
【俯瞰図番号
】
園内研修や保育カンファレンスといった職員集団での話し
名古屋市立大学大学院人間文化研究科
合いをどのように行うのか、そのための組織集団の在り方
准教授 上田 敏丈 氏
はどのようなものかについてお話したい。

名古屋大学医学部附属病院
児童精神科医 岡田 俊 氏

【内 容】
発達の気になる子どもたちは、どのような育ちをして、
いかなる発達課題を抱えがちなのでしょうか。発達障害
の特性や定式的な対応から一歩踏み出し、その子や親の
視点から育ちと育みの支援について考えます。

注）設置者・園長は平成３１年２月１８日（月）に開催されます設置者・園長研修会にもお申し込みください。
（案内は１２月発送予定。申し込み並びに参加費は別途必要になります。
）
また、今年度より研修スタンプをお渡ししますので、修了証の発行はありません。
また、今年度より研修スタンプをお渡ししますので、修了証の発行はありません。

＜免許状更新講習＞
免許状更新講習（12
、試験（15
免許状更新講習（12：
12：45～
45～15：
15：45）
45）
、試験（15：
15：55～
55～16：
16：55）
55）

免許状更新講習

免許状更新講習 12：45 ～ 15：45
「幼稚園教育要領の改訂とこれからの教育観
幼児期運動指針と幼児の運動発達」
講師 認定こども園 日吉幼稚園
理事長・園長 水谷 豊三 氏

試験
15：55 ～ 16:55

注）免許状更新講習受講者には全体会の研修スタンプは配布されません。

参加申し
参加申し込み
参加お申し込みについては、
参加お申し込みについては、以下の
以下のとおりお願いいたします。
とおりお願いいたします。
◎参加者

大阪府私立幼稚園、認定こども園 設置者・園長・教職員
近畿地区私立幼稚園教諭

◎定 員

１,０００名

◎会 費

設置者・園長、教職員

６,５００円（昼食費を含む）

◎お申し
お申し込みについて
①インターネットからのお申し込みとなります。(一社)大阪府私立幼稚園連盟
HP(http://kinder-osaka.or.jp/)にログインし、必要事項を入力してください。ログイ
ンの際は各加盟園に付されております 4 桁の ID とパスワードが必要となります。
申し込み締切日：平成３１年１月１８日（金）午後５時まで
②パソコンの操作方法については、○○よりダウンロードできます。
③会費はお振り込みで大私幼事務局までお願いいたします。
※領収書は、銀行からのお振込控えをもって代えさせていただきます。
三井住友銀行 天満橋支店
普 通 №１５５８０６６
口座名 大私幼 教育研究委員長 中村 妙子
（ﾀﾞｲｼﾖｳ ｷｮｳｲｸｹﾝｷｭｳｲｲﾝﾁｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾀｴｺ）

④会費納入後、必ず参加証をダウンロードし、印刷してください。
参加証はひとり２枚（全体会用・分科会用）印刷されますので、大研大会当日に
忘れずにお持ちください。
⑤お申し込み後の変更・キャンセルも HP より行ってください。
修正期日を過ぎますと変更・キャンセルはできません。
また、既納の会費は原則として返還できませんのでご了承ください。
◎その他
・今年度は分科会の選択はひとつです。
・各分科会毎に定員がありますので、お早めにお申し込みください。

