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●趣旨 すべての幼児教育の現場の実践者を豊かにし、幼児教育の有用性を社会に示すことで、 

子どもの育ちが最優先される社会が実現されることを目指して、平成２２年度、幼児教育実践学会がスタートしました。 

本学会では、３つの柱により学会運営を行います。 

①保育現場での実践を踏まえ、発表は事例を用いて、 

現場にフィードバックできることを念頭に参加者同士が活発に意見交換を行う 

②生きた研修のメイキングの仕方を学び、全ての園の園内研修の充実を目指す 

③保育実践者と研究者が共に育ちあう 

●期日  

事前配信部門：令和 4年 8月１日（月）～20日（土） 
当日配信部門：令和 4年 8月 20日（土） 

●協力 全日本私立幼稚園連合会 

●会場 オンデマンド配信及びリアルタイム配信（日比谷国際ビルコンファレンススクエア） 

 

●テーマ「新しい時代を伸びやかに生きる」 

        －社会に開かれた質の高い幼児教育を－ 

 

●問い合わせ先（参加の方法、研究発表の方法、学会内容など） 

一般財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25 私学会館別館 1 階 

TEL：03-6272-9232 メール：info@youchien-kikou.com 

 

●参加資格 幼児教育関係者 

●定員 500 人 

●参加費 5,000 円 

 



 

 

1、令和 4年 8月 1日（月）～20日（土） 事前配信 

 
●基調講演 ― 鳴門教育大学教授等による基調講演 
 
【配信期間】   令和 4年 8月 1日（月）10：00～令和 4年 8月 20日（土）17：00 

 

【配信内容】    上記期間内であれば、以下Ⅰ～Ⅲの講演全てをご視聴いただけます。 

基調講演Ⅰ  「写真や事例から学ぶ保育の環境構成スキルアップ」  

―講師   塩路 晶子氏 「幼児と共に創造する保育環境」を考える 

湯地 宏樹氏 遊びひたる保育環境とは 
 

基調講演Ⅱ  「“こどもがまんなか”の幼児教育を実践するために」 

―講師   佐々木 晃氏  遊びに誘う環境が育む、幼児の非認知能力と主体性 

木下 光二氏  幼児期の遊びが促す小学校での学びと育ち 
 

基調講演Ⅲ  「子どもたちの豊かな学びを支える保育を目指して」 

―講師   木村 直子氏 子どものウェルビーイングを高める保育 

田村 隆宏氏 子どもの学びを支える保育者の同僚性 
 

●口頭発表Ⅰ― ８発表 
●口頭発表Ⅱ― ７発表 
 
  【配信期間】   令和 4年 8月 12日（金）10：00～令和 4年 8月 20日（土）17：00 

 

※発表に対する理解を深めていただいた上で、当日配信にご参加いただ

き、有意義な討議を行うことを目的に、口頭発表の発表動画を事前に

視聴いただきます。 

※当日配信の際にご参加いただく口頭発表以外の発表動画についても

ご視聴いただけます。 

 

●ポスター発表― 約 30発表  
 

【配信期間】   令和 4年 8月 10日（水）10：00～令和 4年 8月 20日（土）17：00 

 

          ※発表に対する理解を深めていただいた上で、当日配信にご参加いただ

き、有意義な討議を行うことを目的に、事前に資料を閲覧していただきま

す。 

※当日配信の際にご参加いただくポスター発表以外の投稿ポスターについ

ても閲覧いただけます。 

 

◆注意点 

  基調講演、口頭発表、ポスター発表で、配信開始日が異なりますので、ご留意ください。 

  各動画の視聴方法や URLは申込期間終了後、令和 4年 7月 22日（金）までに当機構

より参加者の方へ直接ご案内いたします。 

大会の流れ(予定) 



2、令和 4年 8月 20日（土） 当日配信 日比谷国際ビルコンファレンススクエアよりZoomにて配信 
 

9：30～10：00 ― Zoom入室 

 
10：00～10：30 ― 開会式、表彰式、趣旨説明(終了後 Zoom退室) 
 
10：30～12：00 ― 口頭発表Ⅰ       8発表より 1つ選択  
 

10：30～11：10 発表動画再視聴(各自) 
11：10～11：15 Zoom入室(申込の発表の Zoomへ) 
11：15～12：00 討議(終了後 Zoom退室) 

 
12：00～13：00 ― 休憩 

 
13：00～15：00 ― ポスター発表 

 
13：00～13：30 ポスター発表①(Zoom入室・退室) 
13：40～14：10 ポスター発表②(Zoom入室・退室) 
14：20～14：50 ポスター発表③(Zoom入室・退室) 

 
  ※どの発表においても対話ができる状況にすることで討議を深めることを目的に、参加者

の人数に偏りが出ないよう分散し、発表園と参加者を事前にグループ分けをして進行す
る予定です。なお、グループ分けによって参加できない発表が発生するわけではないの
で、ご安心ください。 

 
15：15～16：45 ― 口頭発表Ⅱ        7発表より 1つ選択 
 

15：15～15：55 発表動画再視聴(各自) 

15：55～16：00 Zoom入室(申込の発表の Zoomへ) 
16：00～16：45 討議(終了後 Zoom退室) 

 

 
※「表彰式」では、当機構の令和 3年度優秀教員表彰者を表彰します。 
※口頭発表Ⅱ終了で閉会となります。 
 

 

 令和 4年 6月 8日（水）10：00以降に、当機構ホームページにて口頭発表の概要を掲示い

たします。そちらをご覧いただいた上で、下記〈申込期間〉内にお申込みください。 

〈申込期間〉 

令和 4年 6月 10日（金）10：00～令和 4年 7月 1日（金）17：00 

 

申込方法は、「1普通会員の参加者」、「2普通会員以外の参加者」で方法が異なります。 

＊普通会員は、都道府県私立幼稚園団体に加盟している私立幼稚園・認定こども園です。 

 

【１．普通会員の参加者の申込方法】 

〇本学会は、幼稚園ナビにて参加申込を受け付けます。当日参加は受け付けません。 

〇本学会の研修スタンプは幼稚園ナビよりご自身で発行いただくため、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「研修の参加申込方法」参照) 

参加を希望される方へ 



〇申込の際、口頭発表Ⅰ、Ⅱでは、令和 4年 8月 20日(土)の当日配信の際に、討議に参

加する発表をそれぞれひとつ選んでいただきます。先着順のため、各発表定員数に達し

次第自動的に申込ができなくなりますので、予めご了承ください。なお、事前配信にお

いて全ての口頭発表動画を視聴することは可能です。 

 

〈職員登録の方法及び研修会への申込概要〉 

（１）職員登録方法 

・別紙「研修の参加申込方法」を参照のうえ、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。 

・申込方法詳細は、別紙「研修の参加申込方法」をご参照ください。 

①個人申込の場合 

・当機構指定の 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 

 

〈参加費(5,000円)〉 

〇口頭発表ならびにポスター発表へお申し込みの方につきましても参加費はお支払いい

ただきます。（共同研究者の方もご参加の場合は同様に参加費をお支払いいただきま

す。） 

〇参加費は、クレジットカードでお支払いをお願いいたします。 

幼稚園ナビ上で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完了いたします。 

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

〇参加者名と異なる名義のクレジットカードでも、お支払い可能です。 

(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。 

〇同一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、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。 

〇申込完了後、登録したメールアドレス宛に自動システムにより領収書が配信されます。 

〇本学会では、「参加費」の返金はいたしません。（代理参加は不可） 

 

【２．普通会員以外の参加者について】 

〇参加申込書（当機構ホームページ掲載）に参加費を添えて現金書留にて当機構までお

送りください。尚、口頭発表Ⅰ、Ⅱで参加を希望する発表を、それぞれ第 3希望まで

ご記入ください。 

〈現金書留宛先〉：〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-25 私学会館別館１階 

(一財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

〇参加申込締切（7 月 1日（金））必着にて送金ください。 

〇本学会では、「参加費」の返金はいたしません。(代理参加は不可) 

〇研修スタンプが不要な方の聴講も受け付けます。 

 

 

 

 



【３．参加方法について】 

〇開会式について 

 Zoom入室時間になりましたら、入室して 10:00の開会をお待ちください。開会式・表

彰式・趣旨説明を行います。終了後、Zoomを退室し、各自申し込まれた口頭発表の動

画を視聴してください。 

〇基調講演について 

基調講演を 8月 1日(月)～8月 20日(土)に事前配信致します。期間中はすべての

基調講演動画を観ることができます。また、レポートを提出いただいた基調講演す

べてに対して研修スタンプを発行いたします。 

〇口頭発表の参加について 

①参加者の方は口頭発表Ⅰ・Ⅱにおいて、当日配信の際に討議に参加したい発表に

お申込みいただきます。（定員がありますので先着順となります） 

②口頭発表動画を 8月 12日(金)～8月 20日(土)に事前配信いたします。発表に対

する理解を深めていただいた上で、当日配信にご参加いただき、有意義な討議を

行うことを目的に、口頭発表の発表動画を事前に視聴いただきますようお願い申

し上げます。 

③②の他、事前配信期間中は、全ての口頭発表動画を視聴することができますが、

研修スタンプは、レポートを提出いただいた当日配信の際に討議に参加される口

頭発表の視聴及び討議に対してのみ発行されます。 

④当日は、口頭発表Ⅰ・Ⅱの開始時間になりましたら、各自申込みの口頭発表園の

発表動画を再視聴いただき、その後申込みいただいた口頭発表園の討議用 Zoom

にご入室いただきます。 

〇ポスター発表の参加について 

①ポスター発表園の資料を 8月 10日(水)～8月 20日(土)に事前配信いたします。

期間中はすべてのポスター発表の資料を見ることができます。発表に対する理解

を深めていただいた上で、当日配信にご参加いただき、有意義な討議を行うこと

を目的に、事前に資料を閲覧していただきます。 

②どの発表においても討議が行えるように、ポスター発表園を 3グループに分け、

時間帯も 3分割し、参加者を分散させることにします。どの時間帯にどのグルー

プに参加するかは、7月 22日(金)までにお知らせいたします。当日は事前のご

案内に基づいて討議にご参加ください。なお、研修スタンプはポスター発表園に

参加し、レポート提出いただいた方へ発行いたします。 

〇当日の詳細のご案内について 

①後日、各参加者へ直接「参加者案内（ZoomURLなど）」等をメールにて送付いた

します。普通会員の方は幼稚園ナビおよび申込時にご登録いただいたメールアド

レスにお送りいたします。普通会員以外の方には申込書に記載のメールアドレス

にお送りいたします。 

②参加者におかれましては、申し込みの際にご登録いただいたメールアドレスに

て、info@youchien-kikou.comからのメールを受信できるように設定をお願いい

たします。 

③7月 22日（金）までにメールでの案内が届かなかった場合は、7月 29日（金）

までに当機構事務室までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 



【４．研修スタンプについて】 

〇本学会は、研修スタンプ発行対象の研修会です。次の方法で研修スタンプを発行い

たしますが、詳細はお申込み後の学会案内にて記載いたします。 

〈普通会員の参加者〉 

研修会終了後、幼稚園ナビからレポートを提出することで発行いたします。 

〈普通会員以外の参加者〉 

研修会終了後に、メールにてレポートを提出いただき、郵送でお送りいたします。

宛先：info@youchien-kikou.com 

基調講演レポート提出期間：8月 1日(月)～8月 31日(水) 

口頭発表・ポスター発表レポート提出期間：8 月 20日(土)～8月 31日(水) 

〇研修スタンプシールが不要な方の聴講も受付けます。不要の場合には、レポート提

出の必要はございません。 

 

【５．その他】 

〇申込期間に関わらず、定員に達し次第、締め切らせていただきますのでご了承くださ

い。 

mailto:info@youchien-kikou.com

