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ぃつながる幼児教育の推進 ～

施され、新たに示された「幼児教育の見方・考え方」「幼児

旨力」「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」「主体

学校の接続」等をキーワー ドに幼児教育が推進されてい

表で「発達 と学びの連続性」の中で子どもたちは様々な力

D子 どもたちは、いろいろな環境 とかかわりながら「おも

ラ。」「こうしたらどうなるんだろう。」としんけんに (主体

で、心動かされる体験を重ね、多くのことを学んでいる。

|である「遊び」を大事にした幼児教育を未来につなげて

芝定 した。

会 大分県国公立幼稚園・こども園会

県教育委員会、大分市教育委員会、別府市教育委員会

宮 公益財団法人日本教育公務員弘済会大分支部

国公立幼稚園・こども園PttA連合会

長会

|(金)～ 9日 (土 )

コンプラザ
」の手三日珂司2-1  だ「 0977-26-7111

大分市立春日町幼稚園
〒870-0038 大分市西春日町1-48

2

(42)
丁EL&FAX 097‐ 532‐ 0984

2
大分市立滝尾幼稚園
〒870-0942 人分市羽田515-1

2

(54)
丁EL&FAX 097‐ 569-3581

3
大分市立金池幼稚園        /
〒870-0026 大分市金池町3-1-84

2

(37)
丁EL&FAX 097-532-5506

4
大分市立舞鶴幼稚園
〒870-0931 大分市西浜2-1

2

(51)
丁EL&FAX 097‐ 551‐ 8560

5
大分大学教育学部附属幼稚園
〒870-0819 人分市王子新町1-1

5

(143)

丁EL。 097-544-4449 FAX.097‐ 543-9514
E―maite you雷en@o:ta‐uoacjp
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分科会 会場園名・住所
学級数

(園児数)

電話番号・FAX番号
ETmaltア ドレス



餞 躙 隕

11月 7日 (本)理 事会・研究発表打合せ

11月 8日 (金)全 体会

9:20   9:50         10:30   10:40

11月 9日 (土)公開保育・分科会

9:00                        10:40

餞隕鋏躙 ○研究発表

理事会

獣1   1青報交換会全体会研究発表リハーサル
分科会提案者・司会者打ち合わせ

15:00 17:00 18:00 20:00

12:20 13:30 14:10 14:20 15:30 16:00

公開保育・分科会

受付 公開保育   1磐
分科会

提案・協議・指導助言

11:00 12:30

・‥‥・:… …°演題「これからの幼児教育に求められるもの」

お茶の水女子大学 人間発達教育科学研究所

○指導講評及び幼児教育の現状説明

教授

獣医師

宮里 暁美 氏

神田 岳委 氏○記念講演 0¨ ………………………………………・九州自然動物公園アフリカンサフアリ

○次期開催県挨拶・…………………………………0鹿児島県

研究発表・指導講評
幼児教育の

現状説明

幼小のスムーズな接続 に向けて
～幼小連続の体制づくりを考える～

那珂川市立岩戸幼稚園

主任教諭 田代 美樹

自分 らしさを発揮 し、心豊かに生 きる子 どもの育成
～人との出会いとぶ、れあいを通して～

対馬市立比田勝こども―園

教諭 斎藤 夏子

幼児期に育みたい資質 0能力の育成を目指 して
～幼小の円滑な接続を目指 して～

志布志市立山重幼稚園

教諭 中村 まゆみ 教諭 山床 由香

遊びを通して育つ「自立心」
～自立心を育む援助のあり方～

熊本県宇土市立花園幼稚園 ○坂田未央 (Э岳元さよ子

大分県教育庁幼児教育センター 柳本 隆三 指導主事

遊びを通して育つ「道徳性・規範意識の芽生え
～心をつなぎ、共に育ち合う子どもをめざして～

福岡県須恵町立れいんぼ―幼稚園 (D神武江里奈 (3藤本敦子

大分大学教育学部 麻生 良太 准教授

遊びを通して育つ「自然との関わり0生命尊重」
～“不思議だなあ"と 感じる気持ちを大切にした取組～

鹿児島県姶良市立加治木幼稚園 (Э冨吉恵美 (Э城ケ崎修二

大分大学教育学部 永田 誠 准教授

遊びを通して育つ「豊かな感性と表現」
～幼児一人一人がもつ豊かな感性と表現を育むために～

慎賀県佐賀市立本庄幼稚園 ○ 時崎裕子 Θ 永田千秋

大分市子どもすこやか部保育・幼児教育課 渡邊はるか 指導主事

遊びを通して育つ「数量や図形、標識や文字などへの関心0感覚」
～数量や文字に親じむための環境や援助の工夫～

沖縄県宮古島市立北幼稚園 ○西田千鶴 ③砂川靖夫

大分大学教育学部 田中 洋 准教授

○参加費 5,500円  (※通信料500円を含む)
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県名 研究主題 園名・発表者名

福岡

長崎

鹿児島

分科会
分科会テーマ 提案者・司会者、

サブテ=マ 指 導 助 言 者

第 1

分科会

第2

分科会

第3

分科会

第4

分科会

第5

分科会


