幼い子 ども達の未来のために… 晶象 日本幼年教育会報
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2021年 JAPE春 季幼年教育研修会
●

(オ ンライン開催)講 師の先生方

2021年 JAPE春 季幼年教育研修会報告
。設置者 。園長 。後継者研修
・教員研修
。新任教師ゼミナール

● 地区定期研修会報告
● 令和 2年 度事業報告
●

JAPE総 会開催/令 和3年 度改選役員

●

2021年 夏期幼年教育研修会の こ案内
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2年 ぶ りの開催とな りました

新任教師ゼミナール
新任教 師 ゼ ミナ ールは昨年 の 開催 中止 により受

運営 の方法 をご自身の経験談 を交えなが ら、わか り

講 で きなか った2年 目の先生方の参加 も見受け られ、

やすお話 ください ました。最後にこれか ら保育 の 中

見逃 し配信 による受講 日時の選択肢が増えた影響 も

で うまくいかなかった ときは視 点 を変 えてみた り、

あ り、前回 より多 い89名 が参加 されました。

視野 を広げてみる と気持 ちが楽になって子 どもと楽
しめるようになるのではとまとめられました。

当会講師の小林 まき子先生や中村真理子先生によ

また、30日 には「これだけは覚えてお きたい社会

る保育者 としての心構 えや新学期 の保育にかかわる

人のマ ナ ー」 としてビジネスマ ナー研 究所代表 の

配慮点など幅広 い内容 で講義が行 われました。

Zoomで のライブ配信 による研修で したが、参加

藤村純子先生にご担当いただきました。 ビジネスマ

者 の先生方 と一緒 に手遊びを行 った り、 リズム打 ち

ナー研修 は相手へ の気遣 い思 いや りが大切 とのこと

を発 表 して もらった りと普段 の集合研修 と同 じよう

で、参加者 も全員 ビデオをOnに して研修は始まりま

に一体感 のある研修 とな りました。ライブ配信の限

した。挨拶や返事 のポイントか ら、好感を持たれる

られた研修 時間の 中で効率 的に学 びを進 めるため

笑顔 の作 り方 まで、参加 した先生 も実践 しなが ら学

に、事前 に録画配信で課題 を学 び、製作 を行 うなど

んで行 きました。テクニ ックだけ身 に着けて も素直

の新 しい試み も行 われました。

さや謙虚 さがないと伝 わらない、 と年齢 に関係 なく

そんな中、今回も外部講師 に登壇 いただきました。

大切 にしてほしい と話 されました。

29日 は聖隷 クリス トフアー大学社会福祉学部教授 の

最後 に当会副理事長 の吉村文比古先 生 (誠 心第

鈴木光男先生に「楽 しい先生 ・楽 しむ先生 ―コロナ

二幼稚園園長)か ら、参加 した先生方に向けて励 ま

なんかに負 けない もん ￨と 題 してお話 いただきまし

しの言葉をいただ き閉会 とな りました。

た。
27年 の小学校教員生活 を経て現職になったがまさ

かの転身であ ったこと、先生方 もこれか ら先 の未来
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楽 しんでほしい とお話 されました。講義 の合間には

Zoomの ブレイクアウトルームを利用 して、グループ
ディスカッションを行 い、参加者同志 の意見交換 も
活発 に行われました。
「 うさぎとかめ」 のお話 を例 に上げ、 うさぎは相
手 を見て努力をしなか ったが、かめは相手 ではな く
ゴールを見 て努力 していた。先生 方 もなりたい 自分

保育の
『 厄舅爾憑』を伝える写真へ

enno rloge
BRIDGE OF TH E MEMORY

撮影は勿論、先生が撮影された写真の掲載、既存写真館さんとの協業も可能です。

を想像 し、 ビジ ョンや情熱 を持 って行動 してほしい
と話 されました。教師が教 えるのではな く、子 ども
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