群馬県総合教育センター幼児教育センター

ぐんま幼児教育センターだより
第４3号

令和4年4月

「ぐんま幼児教育センターだより43号」をお届けします。
令和４年度もよろしくお願いいたします。
【掲載内容】
１ページ：幼児教育センタースタッフ紹介
２ページ：保育アドバイザー派遣のご案内
３ページ：保育アドバイザー紹介
４ページ：夕やけ保育研修会のご案内

【研修講座について】
総合教育センターWebページに掲載され
ている「令和４年度研修講座案内」をご覧
ください。今後、コロナの状況によって研
修形態を変更する場合には、幼稚園等受講
者の皆様に御連絡いたします。

令和４年度 スタッフ紹介
センター長 五十嵐 豊
昨年度に引き続きお世話になります。幼児教育センターでは、各園所の取組のお
手伝いができるよう、研修指導員や保育アドバイザーの先生方と協力しながら、職
員３名で力を合わせて取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
指導主事 中村 崇
幼児教育センター勤務、５年目になります。新採研、３年目研、新任園長研、夕
やけ保育研修会を担当します。「研修に参加してよかった」と言っていただけるよ
うな運営を心掛けます。よろしくお願いいたします。
指導主事 大島 崇
この４月より、幼児教育センターに配属となりました。幼稚園等５年経験者研修、
中堅教諭資質向上研修、新任幼稚園等副園長・教頭研修、幼児教育研修講座を担当
いたします。精一杯努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
幼児教育センターチューリップ組
よろしくお願いします！

連絡先

退任の挨拶
鈴木 貴子 前主任指導主事
この度、令和４年3月末で退職いたしました。現在は、在
宅で自分とそして家族とゆっくりと向き合う毎日です。幼児
教育センターには７年間勤務いたしました。在職中は、皆様
には大変お世話になりました。本当にありがとうございまし
た。皆様のご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

群馬県総合教育センター 幼児教育センター
ＴＥＬ ： 0270-26-9203
ＦＡＸ ： 0270-26-9222
E-mail ： youji@edu-g.gsn.ed.jp

令和４年度 幼児教育センター

保育アドバイザー派遣のご案内
「保育改善のヒントがほしい」「子育てについて保護者に分かりやすく伝えてほしい」「合同の研
修会を開きたい」 皆さんのこんな要望にお応えするため、幼児教育センターでは保育や教育
の専門家で、経験・知識とも豊富な「保育アドバイザー」を派遣しています。
〇園内研修・校内研修 〇保護者会・親子行事等
〇講演会・各種研修会 ○子育ての支援者の研修会
職員の少ない小規模校・園・所、団体でも
気軽にご活用ください！

保育アドバイザー派遣は
原則年間 １ 回・無料
ご予算がある場合には、
ご相談ください

★幼稚園、保育所、認定こども園、子育て支援団体 等
【教職員向け・子育ての支援者向け】

・「保護者との関係づくり」
・「幼小連携・接続について」
・「気になる子供の理解と支援」
・「乳幼児の発達や内面の育ちに寄り添う保育」
・「幼児期に必要な運動的な遊び」
・「幼児理解と環境の構成」
・「園における子育ての支援」
・「食育や心身の健康・安全」

★小学校

・「子供の生活リズムと発達」
・「子育ての楽しみ方～絵本を通して～」
・「早寝・早起き・朝ご飯」
・「子供のほめ方・叱り方」
・「子育てに大切なこと」

【親子向け】

・「親子のふれ合い遊び」

【保護者向け】

【教職員向け】

・「小学校生活のスタートにあたって」

・「幼小連携・接続について」
・「気になる子供の理解と援助」

★中学校・高校

【保護者向け】

【親子向け】

・「親子で取り組む運動的な遊び」

【生徒向け】

・「幼児と遊び」 ・「家庭の役割」 ・「睡眠の大切さ」

保育アドバイザー派遣の手続き
【相談書提出】
①希望の日時や内容、
講師等を電話で相談
若しくは相談書を
メール又はFAXで提出

【派遣依頼書提出】
②講師決定後、
派遣依頼書を
メール又はFAXで提出

【実施報告書提出】
③派遣終了後、１週間
以内に実施報告書を
メール又はFAXで提出

＊相談書、派遣依頼書、実施報告書の様式（令和４年度版）を、総合教育センター
幼児教育センターのWebページからダウンロードして、ご使用ください。

令和４年度

保育アドバイザー

氏 名

経

歴

等

石川 京子

臨床心理士

井上 暁子

群馬パース大学福祉専門学校専任講師

今井寿美枝

チャイルドハウスゆうゆう施設長

岸

特別支援教育士・小学校教諭・私立保育園長・相談員経験者

織江

ＮＰＯ法人リンケージ理事長
障害児施設の指導員等経験者

レクリエーションコーディネーター

坂口 淳子

育英短期大学准教授

塩﨑 政江

前 前橋市教育長

髙橋恵津子

共愛学園前橋国際大学短期大学部非常勤講師

都丸千寿子

群馬パース大学福祉専門学校副校長

仁井田千寿

大泉保育福祉専門学校非常勤講師
少人数制ワンズスポーツ塾代表

森

元 関東短期大学教授

静子

幼児教育センター長・公立幼稚園教頭経験者
小学校長・公立幼稚園長・幼児教育センター長経験者
公立幼稚園長経験者

小学校長・幼児教育センター長経験者
育英大学・育英短期大学非常勤講師

八重樫節子

東京福祉大学教授

山西 加織

高崎健康福祉大学准教授

横山由美子

子育て支援の会 ＮＰＯ法人時をつむぐ会内「ぴよぴよの会」代表

渡邉

国立大学附属幼稚園副園長・小学校長経験者

俊

養護教諭・スクールカウンセラー経験者

（５０音順

頼んで
よかった！

「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」を子供たちの具体
的な姿を例示していただきなが
ら、丁寧に教えていただきまし
た。幼保こ小それぞれの先生方
に生かされる内容でした。あり
がとうございました。

気になる幼児について、保育者側と保護者
側の気持ちのずれを、どう受け止めどう動く
とよいのかということについて話していただ
きました。教えていただいたことを生かして、
保護者とのよい関係をつくりたいと思います。

Ｒ４.４.１現在）

就学前の今、遊ぶ・眠る・食
べる、この三つが大切であり、
生活習慣がしっかりと身に付い
ていることが、小学校でも充分
に力を発揮することにつながる
ことがよく分かりました。大変
お世話になりました。

読み聞かせを行ううえでの保護者からの疑問
に対しても明快にお答えいただきました。保護
者が楽しく読み聞かせをする秘訣は絵本の面白
い世界を共有し、共感することだとお話しいた
だきました。ありがとうございました。

連絡先 群馬県総合教育センター 幼児教育センター
TEL：０２７０-２６-９２０３ FAX：０２７０-２６-９２２２
E-mail youji@edu-g.gsn.ed.jp

主催 群馬県教育委員会
主管 群馬県総合教育センター
幼児教育センター

令和4年度

幼児教育施設、小学校、特別支援学校等の教職員、子育ての支援者の皆様と、幼児期の教育や
家庭教育、幼保こ小の接続をめぐる課題解決のための研修を行い、幼児期の教育の充実を図ります。
皆様の御参加をお待ちしています。

(1) 保育Café 「くっちゃべり亭」
期

１５：１０～１６：４５（オンライン）

日

話

６月２８日（火）

みんなで語ろう（環境の構成）

９月

みんなで語ろう（保護者支援）
（幼児理解）

１日（木）

１０月２６日（水）

みんなで語ろう（教材研究）

題
保育Café「くっちゃべり亭」という
仮空のお店で、特に講師を立てず御来
店（御参加）いただいた皆様とお茶を
飲みながら保育について語り合い、明
日への活力や保育改善のヒントを得て
いただければと考えています。
御来店をお待ちしています。
お茶等は御自分で用意してください。

(2) 発達の理解と保育
期

日

１５：１０～１６：４５（オンライン）
講義題

８月２３日（火）

１１月１５日（火）

乳幼児の発達の理解と保育（仮）

気になる幼児の理解と対応

ティーチャー・トレーニングをとおして

(３) 特別講演会
期

日

講

群馬大学大学院教育学研究科
准教授
大島 みずき 氏
群馬大学大学院保健学研究科
講師
十枝 はるか 氏

１４：３０～１６：３０（オンライン）
講義題

１２月２６日（月）

師

個人を尊重しつつ、
「つながり」を育む保育の役割

講

師

北海道大学大学院
教育学研究院
准教授
川田 学 氏

川田 学 先生の著書の一部を御紹介します。
保育的発達論のはじまり―個人を尊重しつつ、「つながり」を育むいとなみへ ひとなる書房(2019)
乳児期における自己発達の原基的機制 ナカニシヤ出版(2014)
幼児教育センターＷｅｂページからお申し込みください。
【 https://center.gsn.ed.jp/setting/yokyo 】

