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JAPE総 会開催 令和4年 度事業計画
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J∧ PE春 季幼年教育研修会

設置者 ・園長 後継者研修

3年 ぶりの集合研修とライブ配信で開催

新任教師 ゼミナール
今年 の新任教師ゼ ミナールは集合 とオンラインの

いマナーについてお話 しいただ きましたc研 修 は「笑

ハ イブ リット方式 での研修 とな りましたcオ ンライ

顔体操」か らは じまります。オ ンラインで参加 して

ン、録画配信 も含 めると総勢91名 の先生方にこの新

いる先生方 も含め、みんなで一緒に笑顔で身体 を動

任教師ゼミナールに参加 いただ きました。

かす ことで、よリー層一体感 も生 まれ、会場 も大 い

受講者 は研修会当日までに 2つ 事前研修 (録 画

に盛 り上が りました。

)

を受け25日 の研修会に臨みます.会 場 はオンライン

藤村先生は「現在 は コロナ禍 によリマス クで口を

で参加 してい る先 生方 とも一体感が出るよう、 スク

隠 して しまうので、眼 と眉 の存在 が とて も重要です。

リーンにギヤラリービューで投影 した状態にし、時

前髪 で眉 を隠さない ようにす ることが新 しいマ ナー

にはそちらの先生方にも発表 してもらい 、チャッ ト

ですね」 と仰 い ました。 コロナ禍で新社会人となる

機能等 を使 いなが ら研修 は進められました。

先生方だけでな く、すべ ての働 く人に とって大切な

午前 中の研修 は小林 まき子先生 と中村真理子先

ことを教えていただ きましたc

生 に ご担当い ただ き、「仕事 をスムーズ進めるため

「4月 からの保育 を楽 しむための基 本姿勢」 の講座

の心構 えと入園 ・進級前後の配慮点」 とい うテーマ

では、4月 の各学年 の子 ども達 の姿 について中村先

でお話 しいただきました。

生か らスライ ドを使 いなが ら講 義があ り、次 いで小

仕事 をしてい く上で職場 での良質な関係 をどのよ

林先生 による模擬保育が行われました。

うに築 いてい くか、入園・進級式での挨拶 の実例な

コロナの影響が出る前 は実際に会場 に子 ども達に

ど、 これか ら現場 に入 る先 生 方に とってはとて も学

来 てもらい一緒に保育 をするス タイルで したが、今

びになる時間だ ったのではないで しょうか。研修の

回は受講者が子 ども役 にな り進められました。イ
中間

随所で手遊びを体験 す ることで、当初緊張 していた

分けやベ ンダ ン トカー ド遊びの保育 を体験 す ること

様子 の先生 方 も少 しず つ リラックス していったよう

で 、実際 の保育 のイメージが大 きくふ くらんだこと

に思 い ます。

と思 い ます。
ジネスマ ナー研究所株

コロナ禍で色 々と制限がある中での新任教 師ゼ ミ

式会社代表 )を お招 きし、「これだけは覚 えてお き

ナールとなりましたが、今回の研修 で学 んだことを

たい社会人としてのマナー」 を学びます。挨拶 ・所

しっか りと自分 の ものに し、先生方がそれぞれの現

作 ・報告 の仕方な ど社会人 として是非覚 えておきた

場 で輝 くことをスタッフー 同祈 ってお ります。

午後 は藤村純子先生
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新任教師ゼミナールの様子
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(左 から藤村先生、小林先生、中村先生の講座)

