
平成 30年度[957]幼稚園教育課程研修 実施要項 

１ 目  的 

  幼稚園の教育課程の編成をはじめとして幼稚園教育に関する内容、幼稚園の運営・管理、保育技術に関す

る専門的な知識を身に付け、実践的指導力を高める。 

２ 主  催  島根県教育委員会 

３ 主  管  島根県教育庁教育指導課 島根県教育センター 島根県幼児教育研究会 

４ 開催期日  平成 30 年 8 月 1 日（水） 

５ 会  場  ビッグハート出雲（出雲市駅南町 1 丁目５番地） 

６ 内容及び講師 

（１） 平成 30 年度島根県協議主題 実践発表 

協議主題 実践発表園 指導助言 

幼児理解に基づいた評価の在り方

について（分科会①） 

出雲市立中央幼稚園 

発表者 主任教諭 平川 美紀 

島根県幼児教育センター 

（教育指導課） 

指導主事 大野 高裕 

障がいのある幼児などへの指導や、

障がいのある幼児児童生徒との「交

流及び共同学習」の推進について

（分科会②） 

雲南市立認定こども園 

大東こども園 

発表者 保育教諭 杉原 千恵 

島根県幼児教育センター 

（浜田教育事務所） 

指導主事 金谷 直美 

幼稚園における教育課程に係る教

育時間の終了後等に行う教育活動

について（分科会③） 

安来市立能義こども園 

発表者 副園長 仲佐 明美 

島根県幼児教育センター 

（松江教育事務所） 

指導主事 川上 洋子 

（２） 平成 30 年度島根県協議主題 参加者協議 

分科会 協議主題 指導助言 

① 幼児理解に基づいた評価の在り方について 

島根県幼児教育センター 

（教育指導課） 

指導主事 大野 高裕 

② 
障がいのある幼児などへの指導や、障がいのある幼児児童生徒との

「交流及び共同学習」の推進について 

島根県幼児教育センター 

（浜田教育事務所） 

指導主事 金谷 直美 

③ 
幼稚園における教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動

について 

島根県幼児教育センター 

（松江教育事務所） 

指導主事 川上 洋子 

＊各分科会での協議主題は、「平成 30 年度幼稚園教育理解推進事業（都道府県協議会）実施要項 

別添 1 都道府県協議会協議主題における（１）幼稚園の教育課程の編成及び実施等に伴う諸課題等に

ついての専門的な講義や研究協議等」に示されている協議主題及び協議の視点のうち次の通りとする。 

分科会① 協議主題 2 協議の視点①②③ 

分科会② 協議主題 4 協議の視点①② 

分科会③ 協議主題 6 協議の視点①② 



 （３）講  演  「今後の幼児教育とは」 

   白梅学園大学大学院 特任教授 無藤 隆 氏 

 

７ 日  程 
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協議主題 

参加者協議 

 ＊全体会会場において、3 つの実践発表を聞いた後、分科会会場に分かれて協議等を行います。 

 

 

８ 受講者及び申込 

（１） 幼稚園教育課程研修 全日程参加者 

受講対象者 申込先 申込様式 

公立幼稚園 

公立幼稚園型認定こども園 

各園 

1 名以上 
各市幼稚園教育担当部局 

別紙様式１ 

※申込締切：5 月 1８日（金） 

島根大学附属幼稚園 

希望者 

島根県教育庁教育指導課 

私立幼稚園 

私立幼稚園型認定こども園 
島根県総務部総務課 

県立ろう学校幼稚部 島根県教育庁特別支援教育課 

公立・私立幼稚園型認定こども園

を除く公立・私立認定こども園 

島根県健康福祉部子ども・子

育て支援課 

＊分科会の希望は第 2 希望まで記入してください。調整のうえ、分科会を決定し、連絡します。 

＊弁当【（６００円）（税込、お茶なし）】を申し込む場合は、申込用紙にその旨をご記入ください。 

 

（２） 講演のみ参加希望者 

参加対象者 申込先 申込様式 

公立幼稚園 

公立幼稚園型認定こども園 
園長推薦者 島根県幼稚園教育研究会 

別紙様式１ 

※申込締切：5 月 1８日（金） 

私立幼稚園 

私立幼稚園型認定こども園 

公立・私立幼稚園型認定こども園を

除く公立・私立認定こども園、保育所 
園長推薦者 

島根県健康福祉部子ども・子

育て支援課 

島根大学附属幼稚園 園長推薦者 島根県教育庁教育指導課 

県立ろう学校幼稚部 学校長推薦者 島根県教育庁特別支援教育課 

 ＊講演のみ参加される方は 13:10～13:30 に受付を行います。 

＊推薦者は、幼稚園・学校関係者とします。（保護者を除く） 



 

９ 研修参加にあたっての事前課題（全日程参加者） 

（１）提出物…別紙様式 2 

（２）作成上の留意事項 

・各園で協議主題を選択し、事前に研究・協議を行い、その結果を記載してください。 

・主題及び協議の視点についての解説が「初等教育資料 4 月号」（東洋館出版社）に載っています

ので、ご活用ください。 

（３）提出方法 

・提出いただいた資料は印刷し、分科会で配布します。読み取りやすい原稿とするため、ファック

ス以外の方法で送付していただきますようお願いします。 

・様式は、島根県教育センターホームページからダウンロードできます。 

 ※所属長の決裁を受けたものを送付してください。 

（４）提出締切  平成 30 年 7 月 13 日（金） 

（５）提出先 

   ・公立幼稚園 公立幼稚園型認定こども園 

     →各市幼稚園担当部局あて 

   ・島根大学教育学部附属幼稚園、私立幼稚園、私立幼稚園型認定こども園、県立ろう学校幼稚部、 

公立・私立幼稚園型認定こども園を除く公立・私立認定こども園 

 →島根県教育庁教育指導課あて 

 

 10 その他 

 （１）印章・名札を準備してください。 

 （２）遅刻・早退・欠席の場合には、早急に担当者に連絡してください。また、欠席の場合は、島根県教育

センターHP にある欠席届（様式第 1 号）により手続きを行ってください。（様式は島根県教育セン

ターHP からダウンロードできます。） 

 （３）緊急且つ、やむを得ない場合を除き、受講者への電話等の取次ぎは行いません。 

 （４）駐車場は、駅南駐車場、駅北駐車場が利用できます（エンコーダーで無料となります）。相乗りや公

共交通機関の利用もお願いします。 

 （５）島根県では夏季（5 月から 10 月）までノーネクタイ等の軽装を推奨していますので、受講者の方も

軽装でご参加ください。 

 （６）報告・研修内容に関する問い合わせ 

 
担当 島根県教育庁教育指導課 地域教育推進室 幼児教育スタッフ 大野 高裕 

   〒６９０－８５０２ 島根県松江市殿町 1 番地 

   TEL（０８５２）２２－６８６７ 

   E-mail  ono-takahiro@edu.pref.shimane.jp 

＊１ 

＊１ 駐車券を会場内にある機械に通すことで駐車料金が無料となります。 


