
 

 

 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 ～ 

 

 

第６４回北海道私立幼稚園教育研究大会 

第３４回全日私幼連北海道地区私立幼稚園教育研究大会併催 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開催日：令和４年８月１日（月） 

  会 場：会議研修施設 ACU 

（札幌市中央区北４条西５丁目アスティ 45 12・16階） 
 

 

 

 

 

主催 公益社団法人北海道私立幼稚園協会 

 
 

 

 

 

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大会開催のご案内 

 

 第 64回北海道私立幼稚園教育研究大会全体会を第 34回全日私幼連北海道地区教育研

究大会と併せ、関係諸団体及び皆様のご協力により、今年度は「新しい時代を伸びやか

に生きる」をテーマに札幌市で開催いたします。 

幼児を取り巻く社会環境は大きく変化し、日本では超少子高齢化時代を迎えています

がこの国が今後も持続可能な発展を続けるためには、未来を担う全ての子ども達にしっ

かりとした教育を身につけてもらわなければならず、人間形成の基を培う幼児教育の充

実が必要不可欠です。平成 30年４月に改訂された幼稚園教育要領では「より良い学校

教育を通じて、より良い社会を創る」ことを目標とされています。各幼稚園・認定こど

も園においてはこれまで以上に質の高い幼児教育と保育が実践されなければなりませ

ん。それぞれの地域で日々、園児たちに直接携わる先生方の幼児教育・保育の質の向上

に向けての意識や姿勢と、幼稚園教諭、保育教諭としてより豊かな個々の資質が、今、

あらためて問われているものと思います。新制度の下で道内では認定こども園への移行

も進み、多様な施設形態で幼児教育・保育が実践されている中、各園並びに諸先生方が

それぞれの地域で子ども達により質の高い幼児教育を保証するために鋭意努力されてい

ることに敬意を表しますとともに、この研究大会に参加された先生方には新たな気づき

と創造を持ち帰り、また、道内各地域で同様に努力されている先生方との交流から、そ

れぞれの幼稚園・認定こども園で明日からの教育・保育活動をより一層深めるとともに

質の向上に繋げていただけることを願っています。 

 コロナ禍にあったこの２年間、北私幼及び各支部において研修活動の縮小を余儀なく

され大きな影響が生じましたが、この間、オンラインによるリモート開催という新たな

研修会等の開催スタイルが実施され、これにより研修機会がより広まるというプラスの

効果も見えてきました。今年度の全体会及び各ブロック大会でも対面形式やオンライン

方式との併用などにより開催されるものと承知していますが、より多くの教職員の皆様

に参加いただけることと期待しています。 

 新型コロナウィルス感染症は、まだ予断を許さない現状にありますが、各園では日々

の園の運営や園行事等に様々な工夫、努力を重ねて幼児の教育、保育活動を実践されて

いることと存じます。 

この大会が、これからの新しい時代を子ども達だけではなく携わる先生たちも伸びや

かに生きることへの足掛かりとなってくれることを祈念しています。 

 
 

令和 4年 7月 

 第 64回北海道私立幼稚園教育研究大会 大会長  近 藤   宏 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６４回 北海道私立幼稚園教育研究大会（全体会）開催要項 
第３４回全日私幼連北海道地区私立幼稚園教育研究大会併催 

 

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 ～ 

 

 〔 主 催 〕 公益社団法人北海道私立幼稚園協会 

 〔 開催日 〕 令和 4年 8月 1日（月） 

〔 会 場 〕 会議研修施設 ACU（札幌市中央区北 4条西 5丁目） 

〔 参加対象 〕  北海道内の私立幼稚園・認定こども園等の教職員 

〔 定 員 〕 １．会場参集：定員２００名（分科会 40名×5分科会） 

※ 新型コロナウイルス感染症への対応により申し込みは先着順とし、1 園あたり

5名までの参加にご協力をお願いいたします。 

※ 定員に達し次第受付を終了いたします。 

２．園単位へのライブ配信：上限園数なし 

※ 新型コロナウイルス感染症への対応によりライブ配信を実施いたします。定員

はありませんが、配信は「園単位」となります。原則、個人への配信はいたし

ません。 

〔 日 程 〕 
11:30 12:00    12:30     12:45                14:15       14:30          16:00              

受付 開会式 
休憩 

配信準備 
基調講演 

移動･休憩 

配信準備 
分科会 

〔 分科会 〕 

・ 第 1分科会：「マネジメント」 

・ 第 2分科会：「乳児」 

・ 第 3分科会：「特別支援」 

・ 第 4分科会：「幼小連携」 

・ 第 5分科会：「アレルギー」 

 

《 全体会 》 

【 開会式 】12：00〜12：30 

  １．開会のことば 

  ２．主催者挨拶 

  ３．永年勤続者表彰（全日私幼連・北私幼） 

  ４．祝辞  

  ５．大会趣旨説明 

  ６．閉会のことば 



【 基調講演 】12：45〜14：15 

 

 演題：「主体性や非認知能力が育つ環境構成と援助」 

講師：鳴門教育大学教職大学院 幼児教育コース 

 教授  佐々木 晃 先生 

 

〔 講師プロフィール 〕 

1964年、徳島生まれ。1989年 3月、鳴門教育大学大学院修士課程修了。 

同年 4 月より、鳴門教育大学附属幼稚園教諭。2009 年４月より徳島県

教育委員会指導主事。2011 年４月より附属幼稚園に副園長(専任教頭)と

して復帰。2014年４月より附属幼稚園長。2018年 4月より鳴門教育大学

教職大学院教育実践教授を兼任。2022 年４月より現職。他に、徳島県保

育・幼児教育スーパーバイザー、文部科学省「幼児教育の実践の質向上

に関する検討会委員」などを務める。 

主な著書に、『０～５歳児の非認知的能力』（チャイルド本社、単著、

2018）、『５歳児の指導計画』（チャイルド本社、共著、2018）、『遊誘財・

子ども・保育者』（郁洋舎、共著、2022）など。 

 

 

 

 

【研修俯瞰図番号：D1】 

 

 

【 講演概要 】 

 

 

 

 

いまの幼児教育・保育における重要なキーワードの一つが非認知能力です。主体性

や非認知能力の育ちを、私たち保育者はどのように支えていけばよいのでしょうか。

保育現場の様々な実践例をもとに、子どもの育ちに焦点を当てて考えていきます。ま

た、環境構成の実践から、幼児教育の本質である「環境を通した教育」の意味につい

ても見つめ直す機会にします。 



【 分科会 】14：30〜16：00 

〔第１分科会〕マネジメント 

演題：「先生達の良さが活きる園マネジメント」 

講師：学校法人リズム学園 恵庭幼稚園 園長  井内  聖 先生 

 

〔 講師プロフィール 〕 

学校法人リズム学園学園長、恵庭幼稚園長。 

大学卒業後、中学校教員を経て幼児教育へ転身、複数の幼稚園・保育

園・こども園の園長を歴任。 

日本で唯一気候の違う北海道で「四季の自然と創り上げる生活」を柱

とした幼児教育を進めるとともに ICTを活用とした働き方改革にも積極的

に取り組む。 

北海道文教大学特任教授、IEE（教育環境研究所）客員研究員 

 

 

 

 

 

【研修俯瞰図番号：B6】 

マネジメント分野該当 

【 講演概要 】 

 

 

 

 

 

 

幼児教育は先生のチームワークが大切です。しかし、「チームワーク良く」だけで

は何をどうしていいかわかりません。またリーダーとして役割を与えられても動き方

がわからなければ組織は上手く機能しません。新卒の離職理由上位に職場の人間関係

があげられるようにマネジメントは園づくりに欠かせない要素です。組織づくり、リ

ーダーシップ、ハラスメント、人材育成など先生達の良さが活きる組織マネジメント

について皆さんと学びを深めたいと思います。 



〔第２分科会〕乳児 

演題：「乳児期の発達と一人一人の育ちを大切にする保育者の関わり」 

講師：北翔大学短期大学部こども学科 准教授  小林 美花 先生 

 

〔 講師プロフィール 〕 

95 年 3 月北海道文教短期大学幼児教育学科卒業（準学士）。20 年 3 月

東京福祉大学大学院社会福祉学研究科児童学専攻修士課程修了（修士：

児童学) 

主な著書に「Q&Aで学ぶ保育・教育実習（共著 2019）」「乳児保育-子ど

も・家庭・保育者が紡ぐ営み-（共著 2018）」「マネジメントする保育・

教育カリキュラム（共著 2018）」など。 

 

 

 

 

 

 

【研修俯瞰図番号：D1】 

 

【 講演概要 】 

 

乳児期は人生で最も成長する時期であり、人生の土台となる重要な時期です。この

時期に周囲の大人が愛情をもって肯定的に関わることで、乳児の情緒は安定し毎日安

心してすごすことができます。保育施設においてその関わりの中心になるのは保育者

であることを考えると、保育者の関わりは重要な役割であるといえるでしょう。 

近年、様々な社会の変化を受け 0.1 歳児の待機児童が増加し、全国的に幼保連携型

認定こども園へ移行し乳児保育を実施する保育施設が増加しました。このような時だ

からこそ、乳児保育の質を見直す必要があるのではないでしょうか。 

そこで、この分科会では乳児期の発達を再確認し、その時期に子どもの育ちが豊か

になるような保育者の関わりや、遊びの内容について深めていきたいと思います。

尚、児童福祉法に定義されている乳児は「1 歳未満の者」を指しますが、保育現場に

おいては 3 歳未満を乳児保育としている施設が多いことから、3 歳未満児の発達等に

ふれていきます。 



〔第３分科会〕特別支援 

演題：「特別支援教育から新たな時代の幼児教育を考える」  

              ～変化する時代の幼稚園のトランスフォーム～ 

講師：元 北海道教育大学釧路校 教授  二宮 信一 先生 

 

〔 講師プロフィール 〕 

元北海道教育大学教育学部釧路校教授。専門は臨床教育学、特別支援教育。  

日本ＬＤ学会代議員。特別支援教育士資格認定協会評議員。北海道特別支援教育学会理事。北海

道乳幼児療育 研究会理事。北海道 YMCA 評議員。 釧根地区ＡＤＨＤ＆ＬＤ＆ＰＤＤ懇話会顧問。北

海道学習障害児・者親の会「クローバ」顧問。  

北海道ＹＭＣＡにて青少年教育に従事し、その間、札幌ＹＭＣＡ学院専門学校副校長、ＹＭＣＡ

幼稚舎園長、ＬＤ（学習障害）担当ディレクター  

資格：特別支援教育士 SV（スーパーヴァイザー）、日本キャンプ協会キャンプディレクター１級  

主な著書に「ココロとカラダ ほぐしあそび」（学研）、「保幼－小が連携する特別支援教育」（明治

図書）、「はじめての特別支援教育 改訂版」（有斐閣）、「児童理解からはじめる学習指導」（明治図

書）、「アラスカと北海道のへき地教育」（北樹出版） 「豊かな心を育むへき地・小規模校教育 少子

化時代の学校の可能性」（学事出版） 他 

 

 

 

【研修俯瞰図番号：D3】 

 

【 講演概要 】 

 

 

 

 

加速度的に変化する時代に対応する幼児教育の在り方を、特別支援教育を通して考

えます。  

幼児教育はこれまでの延長線上にはない時代に入ってきています。今、子どもたち

が学ばなければならない教育は、私たちが受けてきた教育とは別物になってきている

からです。これまで当たり前と思っていたことが、そうではないという認識のもと、

求められる幼稚園のトランスフォームについて特別支援教育を通して考えます。 



〔第４分科会〕幼小連携 

演題：「育ちと学びがつながる幼小連携」 

講師：鳴門教育大学教職大学院 幼児教育コース 

 教授  佐々木 晃 先生 

 

〔 講師プロフィール 〕 

1964年、徳島生まれ。1989年 3月、鳴門教育大学大学院修士課程修了。 

同年 4 月より、鳴門教育大学附属幼稚園教諭。2009 年４月より徳島県

教育委員会指導主事。2011 年４月より附属幼稚園に副園長(専任教頭)と

して復帰。2014年４月より附属幼稚園長。2018年 4月より鳴門教育大学

教職大学院教育実践教授を兼任。2022 年４月より現職。他に、徳島県保

育・幼児教育スーパーバイザー、文部科学省「幼児教育の実践の質向上

に関する検討会委員」などを務める。 

主な著書に、『０～５歳児の非認知的能力』（チャイルド本社、単著、

2018）、『５歳児の指導計画』（チャイルド本社、共著、2018）、『遊誘財・

子ども・保育者』（郁洋舎、共著、2022）など。 

 

 

 

【研修俯瞰図番号：E2】 

 

【 講演概要 】 

 

 

 

 

幼児期の教育と小学校以降の教育は、「領域」と「教科」という言葉に象徴される

ように違いがあります。ただ、学校教育としての接続は必要であり、そのために、現

在の幼稚園教育要領等では「幼稚園教育で育みたい資質・能力」や「幼児期の終わり

までに育ってほしい姿」が示されました。具体的な実践例を取り上げて、幼児期の終

わりまでに育ってほしい姿の観点から子どもの育ちや学びを捉えます。また、カリキ

ュラム・マネジメントや、鳴門教育大学附属の幼小接続教育課程についても触れてい

きます。 



〔第５分科会〕アレルギー 

演題：「こどもと園を守るために知っておきたいアレルギーのおはなし」 

講師：札幌医科大学医学部小児科講座診察医 

札幌医科大学附属病院小児科 医師  野上 和剛 先生 

札幌医科大学医学部小児科講座診察医 工藤 芳優 先生 

 

 

 

【研修俯瞰図番号：A2】 

 

【 講演概要 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園現場において給食の提供が増える中、子どもたちのアレルギー対応は欠かせ

ないものとなってきています。そもそもアレルギーの基本的な対処は個々に違いがあ

り、対応する側に基本的で正しい知識が求められます。実際、保育中にアレルギー対

応が求められた場合、判断を的確に行わなければなりません。それは、子どもたちの

命と健康に直結しているからです。近年インターネット等には膨大な情報があふれて

おりますが、その中から適切な情報を選択することは困難となっています。是非この

研修で正しい知識と対応を学びましょう。 



《 各ブロック別教育研究大会のご案内 》 

 北海道私立幼稚園教育研究大会（全体会）の他に、５つのブロック教育研究大会が開催され

ます。日程等は次のとおりですが、希望される方は所属外のブロック大会にも参加できます。

所属するブロックの教育研究大会の案内は、後日、各幼稚園に送付されますが、所属外ブロッ

クの案内は送付されませんので、参加を希望される方は下記の各ブロック大会の申込先に直接

確認してください。 

 

 １．札幌ブロック大会 

    開催日：9月 22日（金）・23日（土） 

    会場：各公開保育会場・カナモトホール 

講師：親と子のメンタルヘルス研究所 所長 

   保育ソーシャルワーカー（保育士・精神保健福祉士） 岸本 元気 氏 

大会長：大通幼稚園 理事長・園長  藪  淳 一 

      〔問い合わせ先〕一般社団法人札幌市私立幼稚園連合会 事務局 

           TEL 011-671-3590・FAX 011-671-3591 

           E-mail：info@s-youchien.or.jp 

      〔受付期間〕未定 

２．道央ブロック大会 

    開催日：8月 27日（土） 

    会場：岩見沢市民会館・文化センター まなみーる（オンライン配信併催） 

※ 公開保育 6園（事前にオンデマンド配信にて視聴） 

講師： あそび歌作家  鈴木 翼 氏 

実行委員長：岩見沢めぐみ幼稚園 理事長・園長  渡辺 文英 

   〔問い合わせ先〕大会事務局：美唄めぐみ幼稚園 理事長・園長  木村 拓己 

           TEL：0126-63-2563・FAX：0126-62-7500 

           E-mail：bibaimegumiyoutien@gmail.com 

      〔受付期間〕受付終了（6月 20日～7月 1日） 

３．道南ブロック大会 

   開催日：10月 15日（土） 

    会場：登別市民会館（オンライン配信併催） 

※ 公開保育 2園（事前にオンデマンド配信にて視聴） 

    講師：玉川大学 教育学部教育学科 教授  田澤 里喜 氏（東一の江幼稚園園長） 

   実行委員長：桜ヶ丘幼稚園 理事長・園長  杉山 英子 

   〔問い合わせ先〕大会窓口：認定こども園室蘭めばえ幼稚園 園長  石川 宣道 

           TEL：0143-44-2388・FAX：0143-50-6076 

           E-mail：mg4106@me.com 

   〔受付期間〕未定 

 



４．道北ブロック大会 

    開催日：11月 26日（土） 

    会場：大雪クリスタルホール（オンライン併催） 

※ 公開保育 10 園（事前にオンデマンド配信にて視聴し、当日はオンラインによ

る保育研究協議） 

    講師：岐阜聖徳学園大学 教育学部 教授  松本 信吾 氏 

    実行委員長：みどり幼稚園 理事長・園長 小山 英明 

   〔問い合わせ先〕大会事務局：旭川ふたば幼稚園 園長  山中 健司 

           TEL：0166-33-6608・FAX：0166-34-8125 

           E-mail：d-kensyu@kyokushiyo.jp 

      〔受付期間〕① オンデマンド配信：10月 3日(月)～10月 14日(金) 

② 保育協議・基調講演：10月 24日(月)～11月 4日(金) 

※必ず①・②両方に申し込みをお願いいたします。 

  ６．道東ブロック大会 

    開催日：10月 1日（土）～10月 8日（土） 

    会場：オンデマンド配信 

    講師：玉川大学教育学部乳幼児発達学科 教授  大豆生田啓友 氏 

    実行委員長：認定こども園帯広第二ひまわり幼稚園 理事長・園長  佐藤 三幹 

   〔問い合わせ先〕大会事務局：認定こども園帯広東幼稚園 園長  新田 成子 

           TEL：0155-26-1570・FAX：0166-26-1594 

                     E-mail：e-child@ec6.technowave.ne.jp 

      〔受付期間〕未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

〔参加費〕会場・ライブ配信ともに参加者１名につき １，７００円 

  

【本年度の参加費について】 

本年度の参加費は 1 名につき 1,700 円となっておりますが、このうち 200 円を子ども

食堂への寄付に使わせていただきます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

〔子ども食堂への寄付について（趣旨とお願い）〕 

「子ども食堂」は経済的理由や家庭の事情によって、栄養のある食事をとることができ

ない子どもたちや保護者を支援するための社会活動として行われています。食事は無料

もしくは安価で提供されていますが、その運営は必ずしも順調ではなく、奉仕と支援の

輪によって何とか支えられている状況です。さらに現在、コロナ禍や物価上昇などの理

由から、より厳しい状況となっています。 

 北私幼ではすべての子どもたちの健やかな成長を願い、社会貢献活動の一環として本

年度より子ども食堂への寄付・支援を始めます。会員園の皆様のご理解・ご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 

 公益社団法人北海道私立幼稚園協会 会長  近藤 宏 

 

〔振込先〕 参加費は下記口座宛にお振込み下さい。 

（振込口座） 北海道銀行道庁支店  普通預金 ０６８８５９８ 

       口座名義：公益社団法人北海道私立幼稚園協会 

〔申込期間〕 ７月 13日（水）16：00～７月 22日（金）17：00まで 

       ※ 振込期限・キャンセルについては 7月 27日（水）までといたします。 

  〔宿 泊〕 各自でご手配下さい。 

教研大会（全体会）参加申込要領 

〔お申込みの際のご注意〕 

◼ 幼稚園ナビから園で一括してお申し込みとなりますので、必ず事前に幼稚園ナビ

にて職員登録を行ってください。 

◼ 幼稚園ナビからの申込方法は本資料をご確認下さい。 

◼ オンラインで参加される場合は、申し込み・参加費の支払いが確認でき、研修終

了後にメールにて参加者宛に届くレポートの提出が確認され次第、研修スタンプ

が発行可能となります。（研修スタンプは園にて幼稚園ナビから発行） 



【資料】幼稚園ナビからの研修申込方法 

■ 申込方法：幼稚園ナビからお申込みください。 

 １．会員園のお申し込み方法 

(1) 幼稚園ナビ（設置者管理画面）にログインしてください。 

   https://navi.youchien.com/company/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 上部メニューの「研修」をクリック。 

(3) タブメニューの「受付中」をクリックすると、現在、受付中の研修会が表示さ

れます。 

 

 

 

 

https://navi.youchien.com/company/01


(4) 8月 1日開催「第 64回北海道私立幼稚園教育研究大会」の「新規申込」をクリ

ックしてください。 

(5) 表示されている教職員から申し込みをされる教職員の「申込」欄にチェックを

入れてください。併せて、「講義・分科会等の申込」欄の参加される種別にチ

ェックを入れてください。 

 （ご注意） 

参加される先生のチェック欄数【記念講演】の会場参加・オンライン参加のい

ずれか１ヶ所と第１～5 の分科会の会場参加・オンライン参加のいずれか 1 ヶ

所の計２ヶ所となります。 

※ 同じ研修について会場参加とオンライン参加の重複申込、また、複数の分科

会への重複申込はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 



(6) 参加される人数（チェックを入れた教職員）の数によって画面下部の「お支払

い金額」が変わりますので、人数、金額をご確認下さい。内容が正しければ

「申込決定」をクリックして下さい。 

(7) 画面の右上にある「出力」または各参加者の「その他」から「受付票」が出力

できますので、当日ご持参下さい。（幼稚園ナビアプリをインストールしてい

るスマートフォンからはアプリ内からも表示可能です。また、開催前に送信さ

れるリマインドメールに記載の URLからも表示できます） 

(8)  

 

 

 

 

 

 

(9) キャンセルをされる方は「キャンセル」をクリックするとキャンセルできます。

申込後にこの画面にするには該当の研修会の右にある「申込者」をクリックし

て下さい。 
  

  

✓ 



(10) 研修会終了後、参加が確認されると（会場来場者は受付、オンライン参加者

は研修会後に送信されるメールから URLをクリックしレポート提出）、各園にて

参加者の氏名が記載された「研修スタンプ」が発行できます。 

 

 

 

 



【お申し込みから参加までの流れ】 

事前に必ず園情報（園名・住所・E-mail アドレス等）の確認、教職員の

登録をお願いいたします。 

なお、教職員登録を行った際には各教職員について必ず個人の E-mail ア

ドレスの登録をお願いいたします。 

※ 個人の E-mailが登録されていないとレポート提出等のご案内メールが届きません。 

 

 

1. 申し込み 

「幼稚園ナビ」の設置者管理画面にて、申込期限（7月 22日（金）17：

00）までにお申し込み下さい。※参加費もあわせてお振り込み下さい。 

↓ 

2. 事前準備 

① 会場にて参加 

幼稚園ナビにて参加者分の「受付票」を印刷し参加される先生にお渡

しするか、申込された教職員個人のマイページで表示できる受付票

（QRコード）をスマートフォン等で提示して下さい。 

② オンライン形式にて参加 

後日、E-mailにて視聴用 URLをご案内いたします。また、当日の研修

資料のダウンロード先も併せてご案内いたします。 

↓ 

3. 研修会当日 

① 会場にて参加 

研修当日は受付票を機械にタッチすると自動的に来場受付がされます

ので、必ず受付票をご持参下さい。 

② オンライン形式にて参加 

園にて視聴に必要なパソコンやプロジェクター・スクリーン等をご用

意し、時間になりましたら視聴を開始して下さい。 

↓ 

4. 研修会終了後 

① 会場にて参加 

来場・研修参加が確認できた後、幼稚園ナビから該当研修の研修スタ

ンプ（氏名入り）を印刷し、参加された先生にお渡しください。 



② オンライン形式にて参加 

研修会終了後、参加された先生（個人宛）にメールにてレポート提出

のご案内が届きます。そちらに記載の URL にアクセスし、Web 上から

レポートに入力の上、送信してください。 

メールが届かない場合は個人のマイページから回答も可能です。 

レポート提出された後、幼稚園ナビから研修スタンプ（氏名入り）を

印刷し、参加された先生にお渡しください。 

 

 

【オンライン視聴について】 

◼ 申し込み・参加費のお支払い後、後日、視聴用 URL 及び視聴に関する資

料、また、当日資料のダウンロード先をメールにてご案内いたします。 

当日は園にて配信を受信できるパソコン、視聴する人数によってプロジ

ェクター・スクリーン・スピーカー等をご用意下さい。 

◼ パソコンからブラウザ（インターネットを閲覧するソフト）を立ち上げ、

視聴用 URLから視聴して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1．配信形式 

【基調講演】及び【第 1・第 2・第 3分科会】「Cisco Webex」 

予めデスクトップアプリをダウンロードしておくと、当日の視聴がスムーズになります。 

〔アプリダウンロード先〕 https://www.webex.com/ja/downloads.html 

 

アプリをダウンロードしない場合もインターネットを閲覧するブラウザから直接視聴す

ることも可能です。 

 

【第 4・第 5分科会】Zoom 

予めデスクトップアプリをダウンロードしておくと、当日の視聴がスムーズになります。 

〔Zoomミーティングクライアントダウンロード用URL〕  

https://zoom.us/download#client_4meeting 

 

アプリをダウンロードしない場合もインターネットを閲覧するブラウザから直接視聴

することも可能です。 

 

 

2．視聴方法 

 申し込み・参加費のお支払い後、後日、視聴用 URLをメールにてご案内いたします。

当日は園にて配信を受信できるパソコン、視聴する人数によってプロジェクター・スク

リーン・スピーカー等をご用意下さい。 

パソコンからブラウザ（インターネットを閲覧するソフト）を立ち上げ、視聴用 URL

から視聴して下さい。 

https://www.webex.com/ja/downloads.html
https://zoom.us/download#client_4meeting

