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2018年3月27日（火） 〜28日（水）

2018年3月27日（火） 〜28日（水）

2018年3月27日（火） 〜28日（水）

2018年3月27日（火） 〜29日（木）



2018年 JAPE春季幼年教育研修会へのお誘い
〔教員免許状更新講習（選択領域6時間 ) 併設〕

　恒例の JAPE 春季幼年教育研修会が、今年も 3 月 27 日～28 日の 2 日間「ルビノ京都堀川」を会場に
開催されます。（新任教師ゼミナールは 27 日～29 日の 3日間）
　今回の研修会でも「新任教師ゼミナール」「教員研修」「主任・リーダー研修」「設置者・園長・後継者研修」
の 4 部門での研修を開催いたします。新任の先生、保育経験を積んでおられる先生、主任・リーダーと
しての指導的立場にある先生、これから園の後継者となられる先生、設置者、園長先生、それぞれにふ
さわしい内容の事柄を体得する指導技術、各自の切実な問題を解決するための話し合いの場などを、豊
富に用意しました。
　また、「教員研修」では「教員免許状更新講習」を併せて開催いたします。どうかふるってご参加い
ただき、それぞれの先生方がこの研修から実りある収穫を得て、保育実践や園経営に活かしていただけ
れば幸いです。

　公益社団法人日本幼年教育会
※お知らせ
　今研修会より、当会指定教材の分科会に参加されますと、JAPE指導者資格認定の申込要件となる、
　参加確認カードをお渡しします。（公益認定等委員会へ認定申請準備中です。）

開催要項

教員研修 主任・リーダー研修 設置者・園長・後継者
研　修

新任教師
ゼミナール

開催日

会　場

参加者

定　員

参加費

昼食代
（2日目・28日）

夕食代
（1日目・27日）

宿泊に
ついて

3月27日（火）～28日（水） 3月27日（火）～29日（木）

ルビノ京都堀川 〒602-8056　京都市上京区東堀川通下長者町下ル　Tel. 075-432-6161

園の教員・保育士 理事長・設置者
園長・並びに後継者

4月よりの新任及び
2年目の教員・保育士主任並びに主任候補

120名 120名60名 60名
( 教員免許状更新講習者含む )

・当会会員園　1名
　13,500円

・一　般　園　1名
　16,500円

・当会会員園　1名
　29,500円

・一　般　園　1名
　32,500円

・当会会員園　1名
　23,500円

・一　般　園　1名
　26,500円

・当会会員園　1名
　48,500円
・一　般　園　1名
　51,000円

※資料代・教材費・宿泊費・保険代含む
（2泊5食付き・税サービス料込み）

1,500円 1,500円 1,500円 参加費に含まれます

参加費に含まれます

参加費に含まれます

「ルビノ京都堀川」

2泊5食付

※宿泊をされない先生は

　お問い合わせください。

Tel. 06-6746-0784

4,500円 4,500円 懇親夕食会
1名／6,000円（自由参加）

◎1日目（27日）の宿泊の予約を受け付けいたします。
　申込書の「宿泊欄」に（A・B・C・D）の記号をご記入ください。

Aシングル（朝食付き/税・サ込み） 　  8,700円

Bツインorトリプル　1名（朝食付き/税・サ込み）    8,500円

※以下　夕食付きパックの料金（夕・朝食付き/税・サ込み）
　をお勧めします。
Cシングル(夕食付きパック）  　　　　　　　　　  12,000円

Dツインorトリプル　1名 (夕食付きパック）　　　  12,000円

A シングル
　（朝食付き/税・サ込み）

 　　　8,700円

B ツインorトリプル　1名
　（朝食付き/税・サ込み） 
 　 　　8,500円

C ツインシングルユース 
　（朝食付き/税・サ込み）

   　　10,700円

※部屋数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

※ルビノ京都堀川が満室の場合は

　「京都ガーデンパレス」シングル　9,500円 （朝食付き /税・サ込み）

　ツイン　2名　1室17,200円 （朝食付き /税・サ込み）へのご案内となります。

　その際はご連絡申し上げます。（ホテル ルビノ京都堀川より700m）

  （06-6746-0784　公益社団法人日本幼年教育会　事務局／永末）



玉木弁立（当会理事長・久里浜幼稚園園長）　【全体会／基調講演】
　1952年生まれ、大正大学卒業。浄土宗僧侶。1986年久里浜幼稚園園長に就任。1985年に設立された、わが国、ピアジェ研究の第一人者
である故滝澤武久先生主宰の「ピアジェ教育セミナー」の一期生として30年にわたり研修、研究を続けている。
◆ 主な著書／「幼稚園　ママと先生のはてなはてな」（日本幼年教育会・共著）

藤村純子（ビジネスマナー研究所株式会社 代表取締役）　【新任ゼミ】
　東京生まれ。中央大学文学部仏文学専攻卒業。在学中よりチャイナエアラインの日本人客室乗務員となり、故・金さん銀さんと中日新聞の広告に載る。
その後、全日空運輸株式会社（ＡＮＡ）の国際線・国内線の客室乗務員となり世界のＶＩＰをお迎えするとともに、ＡＮＡオープンゴルフトーナ
メントにてプロゴルファーや企業ＶＩＰのエスコートスタッフとして参加する。退社後は、医療接遇の講師、ＡＮＡラーニング講師を経て現職。
お客様との接点強化を専門とする接客戦略コンサルタントとなる。

孫ちょんす（株式会社リール代表・一般財団法人 生涯学習開発財団 認定プロフェッショナルコーチ）　【主任・リーダー研修】【新任ゼミ】
　学校卒業後は、航空会社や、コーチングファームにて勤務。人材マネジメントや組織開発、リーダーシップ開発などに携わりました。夢を持ち、
たくましく、きらきらと輝いて生きていく子ども達を育てていくことをヴィジョンとして、幼稚園・保育園の職員育成を全国展開中。先生自身が
夢を持ち、輝いて仕事に取り組むマインドと環境をサポートしています。

廣瀬聡弥（当会教育顧問・奈良教育大学 教育学部 准教授　博士 /人間科学）　【教員研修・園長研修】
　学校法人廣瀬学園よさみ幼稚園副園長、美作大学、梅花女子大学等を経て現職。
保育所、幼稚園、小学校で観察を中心とした手法を用い、乳児の初期行動発達、幼児の遊びと仲間関係、保幼小連携、教員の熟達に関する研究を
行う。それらの結果を活かして子ども理解の視点から保育・教育理論を検討し、保育・教育実践を行う。

先﨑卓歩（文部科学省初等中等教育局　幼児教育課課長）　【園長研修】（申請中）

鈴木光男（聖隷クリストファー大学　社会福祉学部こども教育福祉学科教授）　【教員研修】
　1959年静岡県磐田市生まれ。金沢大学・兵庫教育大学大学院修了・「実践研究家とは、自らの実践を通して理論を導き出す」を胸に、27年間
小学校現場で美術教育や総合学習を中心に研究。東京未来大学こども心理学部教授を経て現職。
◆ 主な著書「子どもの絵」（日本文教出版）・「教師が生きる総合的な学習」（大阪書籍）・「図工科ニューヒット教材集③ 立体造形・工作編」（明治図書）
　　　　　・「美術教育概論」（日本文教出版）他

松井敬子（alive 書写教室代表・幼稚園専科課外書き方教室 えんぴつはかせ代表・一般社団法人 全国書写書道教育振興会 理事
　　　　　　　・日本書写書道検定委員会 全国大会手本揮毫者）　【教員研修】
　4歳から書道を学び、8歳の時に書写に出会い、感動し、そこから書写人生が始まる。
全国大会にて文部科学大臣賞を2度受賞の他多数受賞。2017年度神戸天才発掘プロジェクト入選。2001年より幼稚園課外書き方教室「えん
ぴつはかせ」をスタート。書き方指導法「文字リズム」を考案し、楽しくわかりやすく、ワクワクする指導を目指し3千人以上の子供達や幼稚園
指導者を育成。2002年より芦屋市に alive 書写教室を開校。子供達の心に寄り添い、書写をとおして生きる喜びを共有することを目指す。
教室実績としては、2016年度全国大会において文部科学大臣賞8名、芦屋市芸術文化顕彰15名輩出。
開校より全国1位をはじめ大臣賞を100名以上、その他特別賞を数百名輩出。

矢本洋子（臨床心理士）　【主任・リーダー研修】
　神戸大学教育学部（現国際人間科学部）卒・佛教大学大学院教育学部研究科臨床心理学専攻修了：修士
【資格】臨床心理士・臨床発達心理士・認定心理士・幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学校教諭・保育士・学校図書館司書
　乳幼児期の教育期間における子ども、保護者、教諭、保育士の心理臨床を専門とし、現在は幼稚園・保育園のカウンセラーとして、また大学教
育センターでのペアレント・トレーニング講師として活躍。同時に、自治体、企業の支援事業に臨床心理士として活躍している。
【主な活動】　□ 保育現場における乳幼児の発達支援　□ 幼稚園・保育園での教諭・保育士の支援　□ 保育者のためのコミュニケーション・トレー
ニング　□ 教諭・保育士を対象としたスキルアップ研修講義　□ 保護者の子育て支援（子育てカウンセリング）　□ 発達障害をもつ子どもと親
のペアレント・トレーニング　□ 幼稚園・保育園・小学校におけるPTA向け講演など　□ 地方自治体・企業の子育て事業の指導、助言など

徳畑 等（社会福祉法人種の会　ななこども園園長）　【教員研修】
　株式会社ウエルネスにて幼児体育指導、園内研修講師、保育者養成校非常勤講師等を務める。平成22年度より社会福祉法人種の会　なな保育
園にて副園長として勤務。現在は幼保連携型認定こども園ななこども園園長

伊丹昌一（梅花女子大学　心理こども学部心理学科教授）　【主任・リーダー研修・園長研修】
　昭和57年3月筑波大学卒業。平成13年3月兵庫教育大学大学院　障害児教育専攻修了・大阪府立高等学校教諭・大阪府立養護（支援）学校教諭・
大阪府健康福祉部障害保険福祉室主査・大阪府教育センター指導主事を経て平成24年4月現職。
【資格】特別支援教育士SV、学校心理士SV、言語聴覚士、介護福祉士
【研究分野】特別支援教育（知・肢・病）、発達障がい児・者への支援、障がいのある子どもの保護者支援、WISC-Ⅳ、KABC-Ⅱの教育的解釈、
　　　　　  地域での肢体不自由児の医療的ケアの在り方、被虐待児への支援等。
◆主な著書／「こころを観る・識る・支えるための28章」ナカニシヤ出版（分担執筆：2013年）・「気づきかたの支援スタートブック」明治図書（編著：
　　　　　　2012年）・「共感から始まるわかる授業づくり」ジーアス教育新社（監修・分担執筆：2012年）他多数

小林まき子（当会研究部講師）　【新任ゼミ・教員研修】
　大阪の私立幼稚園にて 20 年間、教諭並びに主任教諭として勤務、平成 3 年 4 月より当会の研究部にて研究活動に参加。平成 11 年度より研究
部講師に就任。当会主催の春季、夏期の幼年教育研修会をはじめ、全国の幼稚園、保育園への訪問講習などの講師として活躍中。

中村真理子（当会研究部講師・四国大学短期大学部幼児教育保育科教授）　【新任ゼミ】【教員研修】【主任・リーダー研修】
　徳島の私立幼稚園にて 24 年間、教諭、園長として勤務。在職中より当会の研究部にて研究活動に参加。研修会等で実践発表、研究発表多数。
幼稚園長退任後、現職。当会主催の春季、夏期幼年教育研修会の講師として活躍中。







教員研修 参加申込書 申し込みます（H30.3.27～28）名

      ※会員園は会員番号をご記入ください

園データ　　　　　会員園は〔法人名・園名・緊急時電話・ご担当者名〕以外はご記入不要です

費　用　

法人名

理事長名
（設置者名）

園名

園長名

園所在地　〒

Tel. Fax.

緊急時電話 お名前

受講費　　　　1名につき　会員園／13,500円　　一般園／16,500円　　　　　名分　　　　　　　　　円

1名につき　　4,500円    　　　 　　　 名分　　　　　　　　　円

会員
番号

※ご送金方法を○で囲んでください。　　1. 銀行振込　　　2. 郵便振替

■ 通信欄

夕食代（1日目）

1名につき　   1,500円    　　　 　　　 名分　　　　　　　　　円昼食代（2日目）

宿泊費 A 　  8,700円（シングル／朝食付き /税・サ込み）　　 名分　　　　　　　　　円

B　　8,500円（ツイン2名1室　１名／朝食付き /税・サ込み）　　 名分　　　　　　　　　円

C   12,000円（シングル／夕・朝食付き /税・サ込み）　　 名分　　　　　　　　　円

名分　　　　　　　　　円

合計金額　　　　　　　　　円

　1. 銀行口座　2. 郵便振替口座の番号等は最終ページ『申込方法』をご覧ください。

◎夕食付きパック

◎夕食付きパック

D   12,000円（ツイン・トリプル／夕・朝食付き /税・サ込み）　　

日本幼年教育会行
FAX. 06-6744-5751

※宿泊の方は夕食付きパック
　C or D をお勧めします。

1.

2.

3.

4.

5.

する・しない する・しない A・B・C・D
しない

男　女

する・しない する・しない A・B・C・D
しない

男　女

する・しない する・しない A・B・C・D
しない

男　女

する・しない する・しない A・B・C・D
しない

男　女

する・しない する・しない A・B・C・D
しない

男　女

※分科会の参加予定を必ずご記入ください。（資料準備、会場レイアウトの都合がありますのでよろしくお願いいたします。）

※教員免許状更新講習（2日目・受講料9,000円）として受講される先生は【 A及びC 】が対象分科会となります。

※宿泊C・Dの方は夕食申込欄は記入不要です。

（宿泊の方はふりがなをご記入ください）
参加分科会

1日目夕 2日目午前 2日目午後

1・２

1・２

1・２

1・２

1・２

2018年 JAPE春季幼年教育研修会

A・B C・D

C・D

C・D

C・D

C・D

A・B

A・B

A・B

A・B



主任・リーダー研修 参加申込書（H30.3.27～28）

上記研修会に、申し込みます 名

※会員園は会員番号をご記入ください

園データ　　　　　会員園は〔法人名・園名・緊急時電話・ご担当者名〕以外はご記入不要です

法人名

理事長名
（設置者名）

園名

園長名

園所在地　〒

Tel. Fax.

緊急時電話 お名前

会員
番号

ふりがな

1.

ふりがな

2.

ふりがな

3.

■ 通信欄

日本幼年教育会行
FAX. 06-6744-5751

A・B・C・D・しない

A・B・C・D・しない

A・B・C・D・しない

する・しない する・しない

する・しない する・しない

する・しない する・しない

費　用　
受講費　　　　1名につき　会員園／29,500円　　一般園／32,500円　　　　　名分　　　　　　　　　円

1名につき　　4,500円    　　　 　　　 名分　　　　　　　　　円

※ご送金方法を○で囲んでください。　　　1. 銀行振込　　　2. 郵便振替

夕食代（1日目）

1名につき　   1,500円    　　　 　　　 名分　　　　　　　　　円昼食代（2日目）

宿泊費 A 　  8,700円（シングル／朝食付き /税・サ込み）　　 名分　　　　　　　　　円

B　　8,500円（ツイン2名1室　１名／朝食付き /税・サ込み）　　 名分　　　　　　　　　円

C    12,000円（シングル／夕・朝食付き /税・サ込み）　　 名分　　　　　　　　　円

名分　　　　　　　　　円

合計金額　　　　　　　　　円

　1. 銀行口座　2. 郵便振替口座の番号等は最終ページ『申込方法』をご覧ください。

◎夕食付きパック

◎夕食付きパック D    12,000円（ツイン・トリプル／夕・朝食付き /税・サ込み）　　

※宿泊の方は夕食付きパック
　C or D をお勧めします。

2018年 JAPE春季幼年教育研修会

※宿泊C・Dの方は夕食申込欄は記入不要です。



設置者・園長・後継者研修 参加申込書

上記研修会に、申し込みます 名
※会員園は会員番号をご記入ください

園データ　　　　　会員園は〔法人名・園名・緊急時電話・ご担当者名〕以外はご記入不要です

法人名

理事長名
（設置者名）

園名

園長名

園所在地　〒

Tel. Fax.

緊急時電話 お名前

会員
番号

ふりがな

1.

ふりがな

2.

ふりがな

3.

■ 通信欄

日本幼年教育会行
FAX. 06-6744-5751

費　用　
受講費　　　　1名につき　会員園／23,500円　　一般園／26,500円

1名につき　　6,000円

※ご送金方法を○で囲んでください。　　　1. 銀行振込　　　2. 郵便振替

懇親夕食会費
（1日目）

1名につき　　1,500円昼食代
（2日目）

宿泊費 A 　  8,700円（シングル／朝食付き /税・サ込み）　　

名分　　　　　　　　　円

名分　　　　　　　　　円

名分　　　　　　　　　円

名分　　　　　　　　　円

名分　　　　　　　　　円

名分　　　　　　　　　円

B　　8,500円（ツイン2名1室　１名／朝食付き /税・サ込み）　　

C    10,700円（ツインシングルユース／朝食付き /税・サ込み）　　

合計金額　　　　　　　　　円

　1. 銀行口座
　　◇三菱東京UFJ銀行　鴻池新田支店　0000296
　　　公益社団法人日本幼年教育会

　2. 郵便振替口座
　　◇郵便局備え付けの振込票にて　00950-3-23033
　　　公益社団法人日本幼年教育会

　※恐れ入りますが振込手数料はご負担ください。

A・B・C
しない

A・B・C
しない

A・B・C
しない

する・しない

する・しない

する・しない

する・しない

する・しない

する・しない

2018年 JAPE春季幼年教育研修会

2日目
昼食申込み

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

禁煙・喫煙

喫　煙

（H30.3.27～28）

1日目
懇親夕食会申込み



新任教師ゼミナール 参加申込書

上記研修会に、申し込みます 名
※会員園は会員番号をご記入ください

園データ　　　　　会員園は〔法人名・園名・緊急時電話・ご担当者名〕以外はご記入不要です

法人名

理事長名
（設置者名）

園名

園長名

園所在地　〒

Tel. Fax.

緊急時電話 お名前

会員
番号

費　用

受講費　　1名につき　　会員園／48,500円　　　　一般園／51,000円
※宿泊費、食事代（2泊5食付き）、税サービス料込み、資料代、教材費を含みます。

名分　　　　　　　　　　　　円

※ご送金方法を○で囲んでください　　　　　1. 銀行振込　　　2. 郵便振替

　1. 銀行口座
　　◇三菱東京UFJ銀行　鴻池新田支店　0000296
　　　公益社団法人日本幼年教育会

　2. 郵便振替口座
　　◇郵便局備え付けの振込票にて　00950-3-23033
　　　公益社団法人日本幼年教育会
　※恐れ入りますが振込手数料はご負担ください。

■ 通信欄

日本幼年教育会行
FAX. 06-6744-5751 2018年 JAPE春季幼年教育研修会

（H30.3.27～29）

※傷害保険加入手続き及び宿泊者登録のため、必ずお名前に「ふりがな」「年齢」をご記入ください。

参加者氏名
ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

性別 年齢 参加者氏名 性別 年齢

1.

2.

3.

4.

5.

6.



※会場「ルビノ京都堀川」へのアクセス

　　　〒602-8056　京都市上京区東堀川通下長者町下ル　TEL. 075-432-6161代表

◎市バスご利用の場合
　・JR京都駅（烏丸口）より乗り場「B-1で 9番」「B-2で 50番」
　・京阪 三条駅より「12番」で「堀川下長者町」下車すぐ

◎地下鉄ご利用の場合　　「丸太町駅」2番出口より　徒歩約15分

◎タクシーをご利用の場合
・JR京都駅より約15分  ・JR二条駅より約5分  ・阪急四条大宮駅より約5分  ・京阪神宮丸太町駅より約10分




