
【参加者用】

令和 2年 9 月 1 6日 

各 位 

公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

理事長   東  重満 

研究研修委員長  加藤 篤彦

（公印省略）

（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

令和 2年度 園長・リーダー研修会の開催について 

本財団では、教諭・園長等研修事業に係る専門的な技術・知識等の蓄積や実

績及び研究成果を生かして、幼稚園・認定こども園の園長等を対象とした園長・

リーダー研修会を開催します。

近年、子どもや子育てを取り巻く環境の変化により幼児教育機能が拡大する

中で、幼稚園・認定こども園においても教育及び保育並びに子育て支援等に係

るニーズや課題が多様化、複雑化してきています。それに伴い、保育者に求め

られる専門性が一層、多義にわたるものとなり、園長をはじめ園のマネジメン

トを担う管理職の役割がますます重要性を増すと推測されます。特に、園長に

おいては、諸々のニーズへの対応や諸課題の解決に向けて、園及び保育者の自

律性や協働性を確保しつつ園の力量を高めていくために柔軟で、強力なリーダ

ーシップを兼ね備えた資質及びその向上が求められます。こうした中で、園長

等の資質向上のために実施可能な研修体制及び方法等を中長期的な視点から検

討することが是非とも必要となります。上記の内容を踏まえ、「教育・保育を創

る」「マネジメントを構築する」「同僚性を深め保護者・地域・社会・行政と連

携する」の 3 つの研修課題を中心に、教育及び保育並びに子育て支援等に係る

園長等の資質向上のための研修を企画実施します。 

つきましては、研修会の趣旨・内容をご理解いただき、下記要領に基づいて

お申込みくださいますようお願いいたします。 



記 

◆主 催：（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

◆日 程：11月 19日（木）～11月 20日（金）の 2日間（7.5時間） 

◆実施方法：Zoomのウェビナー機能、ブレークアウトルーム機能を用い、オンライン

にて講義配信とシンポジウム、グループワークを行います。 

◆内 容：以下の内容について講義形式やワークショップ形式で行う 

研修課題分野１「教育・保育を創る」 

研修課題分野２「マネジメントを構築する」 

研修課題分野３「同僚性を深め保護者・地域・社会・行政と連携する」 

◆対 象 者：園長・副園長・園のリーダー、園長就任予定者

◆参加区分：Ⅰ－１日目のみ参加

Ⅱ－１日目・２日目の両日ともに参加 

の２パターンがございます。 

【受講される際の留意事項】 

・本研修会は、マネジメント分野研修です。

・参加区分Ⅱは、初めて本財団の園長・リーダー研修会に参加される方や ECEQ コ

ーディネーター有資格者の方を優先的に各都道府県団体よりご推薦いただいた

方にご参加いただきます。

・参加区分Ⅰは、参加区分Ⅱの条件に関係なくご参加いただけます。

・研修スタンプは、参加区分Ⅰ・Ⅱいずれの参加者にも配布いたします。

・研修スタンプの発行にあたり、いずれの参加区分の参加者にも研修会終了後にレ

ポート課題を提出していただきます。

・参加区分Ⅱの方には、研修スタンプとは別途、修了証を発行します。

◆定 員：参加区分Ⅰ／先着 350名 

参加区分Ⅱ／120名（都道府県ごとに定員がございます） 

◆参 加 費：参加区分Ⅰ／5,000円

参加区分Ⅱ／10,000円 

◆懇 親 会：今年度はオンライン配信での研修会のため開催いたしません。

◆お申込み：

申込期間：令和 2 年 10 月 7 日（水）10：00～令和 2 年 10 月 23 日

（金）17：00 【参加区分Ⅰ・Ⅱ共通】

・本研修会は、参加区分Ⅰ、Ⅱのいずれも、幼稚園ナビにてお申込みを受け付けま

す。

・本研修会の研修スタンプは、幼稚園ナビよりご自身で発行していただくため、参

加希望者はお申込み前に必ず職員登録を行ってください。（別紙「研修の申込方

法」参照）【追記：「研修の申込方法」は10/1以降に都私幼連HPに掲載いたしま

す】

(１)職員登録方法

「研修の申込方法」参照のうえ、個人または園にてご登録ください。

(２)参加申込方法

職員登録の後、下記のいずれかの方法で研修会の参加申込を行ってください。

申込方法の詳細は、別紙「研修の申込方法」を参照ください。



① 個人申込の場合

・本財団指定の URL・QRコードからのお申込み

・幼稚園ナビマイページにログインしてのお申込み

② 園申込の場合

・幼稚園ナビ設置者管理画面からのお申込み

【参加区分Ⅱについて】 

・参加区分Ⅱでの参加希望者は、幼稚園ナビでの申込前に、別添の「参加区分Ⅱ参

加申込書」を令和 2年 10月 1日(木)までに都道府県団体事務局へ提出ください。

都道府県ごとに参加定員が設けられているため、定員を超える応募があった場合

には、都道府県団体事務局にて調整を行います。調整後正式に参加者と認められ

次第、幼稚園ナビよりお申込いただく流れとなります。

【お支払いについて】 

・参加費は、申込者自身が幼稚園ナビ上でクレジットカード決済することによりお

支払いいただきます。申込情報を入力する際に、クレジットカード情報をご入力

いただくことで、申込完了とともに参加費のお支払いが終了いたします。

※使用可能クレジットカード：VISA、mastercard、AMERICAN EXPRESS、JCB

・参加者名と異なる名義のクレジットカードの場合でも、お支払いには問題ござい

ません。

(例)学校法人や幼稚園名義のクレジットカードでも決済いただけます。

・同一のクレジットカードを複数名分のお申込みにご使用いただいても問題ござい

ません。

(例)Ａ幼稚園から２名参加希望があり、参加希望者それぞれが申込をする場合に

おいて、各々が同一のクレジットカード(学校法人や幼稚園名義のクレジットカー

ド等)を使用することができます。

◆そ の 他

・後日、各参加者へ研修会参加のためのＵＲＬ等を記載した参加要領を幼稚園ナビも

しくは郵送にて送付いたします。

・本研修会の「参加費」のキャンセルについては、申込期間内のみ対応をいたします。

それ以降の返金は対応いたしかねますので、ご了承ください。 

（お問い合わせ先）公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

 事務局：大内、三本松 

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25  私学会館別館４階 

TEL 03-3237-1957 FAX 03-3263-7038 



※本研修会は、マネジメント分野研修です。

11 月 19日（木） Zoom ウェビナー 

時 間 内  容 俯瞰図 

カテゴリー12：20～ Zoomへ入室開始 

12：50～14：00 

（70分） 

開会行事 

【研修課題分野 1  教育・保育を創る】 

講義①／「機構の現況／園長・リーダーの学びとは」 

(公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構理事長 東  重満 

(公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研究研修委員長 加藤 篤彦 

Ｅ１ 

（1時間） 

14：00～14：15 休憩（15 分） 

14：15～15：15 

（60分） 

【研修課題分野 全般】 

講義②／「日本の幼児教育の現在と未来」 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 井上 睦子 氏 

Ｃ３ 

（1時間） 

15：15～15：30 休憩（15 分） 

15：30～17：00 

（90分） 

【研修課題分野 1 教育・保育を創る】 

講義③／「保育の質と評価～ECEQ®の質的検証から見えてきた ECEQ®の効果～」 

東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター特任准教授 淀川 裕美 氏 

Ｅ７ 

（1.5 時間） 

11 月 20日（金） Zoom ブレークアウトルーム 

時 間 内   容 俯瞰図 

カテゴリー12：30～ Zoomへ入室開始 

13：00～17：00 

（240 分） 

【研修課題分野 全般】  

講義④／シンポジウム、グループワーク 

「ウィズコロナ時代の質の高い幼児教育実践とは～各園の実践から考える～」 

指定討論者 

日本女子大学家政学部児童学科准教授   請川 滋大 氏 

シンポジスト

(公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研究研修委員 杉森 信幸 

(公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研究研修委員 杉本 育美 

(公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研究研修委員 熊谷 知子 

(公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研究研修委員 吉井  健 

コーディネーター

(公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研究研修副委員長 川原恒太郎 

Ｅ２ 

（4時間） 

17：00～ 閉会行事 

令和２年度 園長・リーダー研修会 時間割（予定）



令和２年度 園長・リーダー研修会 

参加区分Ⅱ 参加申込書 

11/19（木）・20（金）2日間 （7.5時間） 

申込み締切 10月 1 日（木） 

ふりがな 年 齢 歳 性別 男・女 

氏 名 生年月日（西暦） 年 月 日   

園 名 

園の形態 

当てはまる項目に○

１．幼稚園  ２．幼稚園型認定こども園  ３．幼保連携型認定こども園 

４．その他（ ） 

園所在地 （〒 - ）

現職名 

当てはまる項目に○

１．園長 ２．副園長 ３．教頭   ４．主任 

５．その他（   ） 

園での勤務年数   計  年 （現職についてから 年） 

電話番号 ＦＡＸ番号 

Mail 


