
野口芳宏先生 植草学園大学名誉教授講師

「幼児期における言葉の教育」
　絵本と「　　　　言葉と作法」

主催：幼年国語教育会　　指導：国語力 才能開発研究会　　後援：株式会社 登龍館　千葉営業所　　

二葉文庫10月号
『りんりん林檎の』

令和2年　
石井方式春の指導者研修会

石井方式　幼児からの
　読み書き数遊びの指導法紹介　

日本の美しい

令和2年 石井方式　 春の指導者研修会　参加申込用紙

■希望する研修会に　をお付けください。

　「春の指導者研修会」 日程…3月 25 日（水）　【登龍館 千葉営業所】

　「春の指導者研修会」をお選びの場合は、必要事項をご記入ください。 ※参加申込締切…3月 13日 ( 金 )

　日曜・祝日は除く、詳細は後日お打ち合わせ

登龍館　千葉営業所行き このまま FAX  047-434-8126

■貴園名 /団体名

■ご住所　　　〒

■ご連絡先
お電話

ＦＡＸ

■Ｅメールアドレス

＠

　「園内研修会」

希望日程・第一希望 月　　　日（　　）

第二希望 月　　　日（　　）

第三希望 月　　　日（　　）

受講者氏名
ふりがな

役職
（園長・主任・新人など）

昼食
（お弁当代 1,000 円）

有 ・ 無
ふりがな

有 ・ 無
ふりがな

有 ・ 無
ふりがな

有 ・ 無
ふりがな

有 ・ 無
ふりがな

有 ・ 無



実技研修は合同研修会から貴園に伺っての研修に変わりました

会場：各園での園内研修会実技研修会
新人職員のみでなく全員参加型の園内研修会を行います。

全体で共有することで先輩の先生方にも復習になり、

また最新の情報やビデオ映像による他園の指導風景もご覧いただけます。

新規採用される幼稚園・保育園様にもお薦めいたします。

新年度間近の3月、春の研修会を開催いたします。
幼児にとって言葉の教育が大切な理由や、石井方式の基礎理論、具体的な実施例を
当研修会でわかりやすく解説いたします。
新任の先生も、自信を深めたい先生も、ぜひご参加ください。
心よりお待ちしております。

■交 通 費：

■費　　用：

■承り期間：

講師 1名　実費 (税込)(往復)

一日(午前＋午後)・・・30,000 円(税込)
半日(午前or午後)・・・20,000 円(税込)
※別途マニュアル代（各500円）がかかります。

令和元年12 月～令和2年  6 月(日曜、祝日を除く)
例年 3月～ 4月はご要請が多くなるため早めのお申し込みをお勧めします。

「基礎講義」「絵本指導」
「言葉と作法の道徳指導」「立腰指導」
「ひらがな書き方指導」
「数遊び百玉そろばん」「時計指導」

■研修内容：

午前「基礎講義」＋「立腰指導」
午後「絵本指導」＋「道徳指導」
午前のみ「基礎講義」＋「絵本指導」

①

②

■研 修 例：

春の指導者研修会

上野 比呂子
国語力 才能開発研究会
専任講師

■費　　用：　お一人様　6,000円 (税込)
■申込締切：　令和2年 3/13(金)

■日　　程：　令和2年3月25日（水）

※昼食は希望者のみです。
　ご希望の方は参加申込書にご記入下さい。
　（お弁当代 1,000円）

登龍館 千葉営業所
千葉県船橋市葛飾町2-343-3F
TEL 047-434-8116

◎JR各線・東京メトロ東西線・東葉高速線
　「西船橋」下車徒歩3分
◎京成本線「京成西船」下車徒歩10分

■開催会場のご案内

専任講師紹介

基礎から応用まで、
組み合わせは自由です。

■プログラム

受付
開会・石井方式 50 年の歩み

第 1講義「幼児教育の実践者へ　その責任と誇り」
第 2講義「幼児期における言葉の教育」
　　　　　　　　講師　野口芳宏先生（植草学園大学名誉教授）

昼食・休憩

立腰・絵本・「言葉と作法」の指導法
　　　　　　　　講師　上野比呂子（登龍館・国語力 才能開発研究会）

休憩

  9：30 ～ 9：45
  9：50 ～ 10：00

10：00 ～ 12：00

12：00 ～ 13：00

木村 亜紀
国語力 才能開発研究会
専任講師

会場：登龍館 千葉営業所

14：30 ～ 14：45
書き方・百玉そろばん・時計の指導法
　　　　　　　　講師　木村亜紀（登龍館・国語力 才能開発研究会）

まとめ・質疑応答・閉会

13：00 ～ 14：30

14：45 ～ 15：45

15：45 ～ 16：00

京成西船

千葉街道
西船橋

登龍館 千葉営業所

勝間田公園
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