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野口芳宏先生Zoomオンライン講義
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立腰指導
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   園内研修会コース

   指導法実践研修コース

千葉大学附属小学校教諭、公立小学校教頭、校長を経て、北海道教育大学教授、植草学園大学教授、千葉県教育委員等を

歴任。研究分野は国語教育、道徳教育、幼児教育、家庭教育。2005年3月、NHK『わくわく授業』に出演するなど、各地の

教師の要請に応え、授業や講演による全国教育行脚に励んでいる。主な著書は「日本の美しい言葉と作法」ほか多数。

野口芳宏先生プロフィール

↑

登龍館ってどんな会社？登龍館ってどんな会社？



コースを複数ご用意、貴園のご希望

園内研修会コース職員様一同ご一緒に

開催ご希望日に専任講師が貴園に参ります。基礎指導
から応用技術指導まで研修内容の組み合わせはご自由
です。研修時間のご相談も承ります（2時間～）

■交 通 費：

■費　　用：

■承り期間：

講師 1名　3,000 円～ (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)

2月～ 4月(日曜、祝日を除く)

例年春休み期間中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。

午前「基礎講義」＋「立腰」指導
午後「絵本」＋「算数」指導
午後のみ「絵本」＋「算数」指導
午後のみ「立腰」＋「道徳」指導

例①：

例②：
例③：

■研修内容：

緊急事態宣言とともに幕が開けた令和 3年。このような時こそ見つめたいものが、幼児
期からの言葉の教育の重要性や、幼児教育の実践者としての在り方です。これらを、国
語教育・道徳教育の第一人者であり、「日本の美しい 言葉と作法」の著者である野口芳
宏先生に講演して頂きます。Zoomでご参加可能なオンライン講義です。
新任の先生も、指導を更に深めたい先生も、多くのご参加を心よりお待ちしております。

■費　　用：　お一人様 6,000円 (税込)　または　1園様 30,000円(税込)
■テキスト：　登龍館発行「野口ゼミへようこそ」1部660円(税込)
　　　　　　　※当日の講義のテキストとして使用します。※既にお持ちの方は、購入の必要はありません。

■申込締切：　3月5日(金)

■プログラム

野口芳宏先生オンライン講義Zoom使用

Zoom接続

開会・ガイダンス

第一講義「幼児教育の実践者へ　その責任と誇り」

休憩

第二講義「幼児期における言葉の教育」

まとめ・質疑応答・閉会

  9：30 ～ 9：45

  9：45 ～ 10：00

10：00 ～ 10：45

10：45 ～ 11：00

11：00 ～ 11：45

11：45 ～ 12：00

■日　　程：令和3年3月23日（火）※Zoom接続のURLを代表者様に事前にメールでお送りいたします。



石井方式の教材に実際に触れていただきます。

“なぜ漢字はひらがなより易しいのか”も丁寧に解説。

明日からすぐに役立つ指導法をお伝えします。

指導法実践研修コース新人職員・導入検討園様向け

■日　　程：　3月25日(木)、26日(金)、
　　　　　　　27日(土)から選択可

■申込締切：　3月15日(月)

■費　　用：　お一人様　7,500円(税込・テキスト代含)

・少人数制のため１クラス最大4名様限定です。
・昼食を各自ご用意ください。
・講師、参加者共にマスク着用で行います。

■研修内容：午前の部
「基礎解説」「立腰」「絵本」

※「道徳」…テキスト『言葉と作法』使用

株式会社 登龍館　横浜研修会場
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央23-11
OSセンター南ビル5階

◎電車でお越しの場合
　横浜市営地下鉄「センター南駅」徒歩4分

◎お車でお越しの場合
　近隣随所にコインパーキングがございます。
　ご利用ください。

■開催会場のご案内

時　間

  9：20 ～  9：50

  9：50 ～ 10：00

10：00 ～ 11：00

11：00 ～ 12：00

12：00 ～ 12：40

12：40 ～ 14：10

14：20 ～ 16：40

16：40 ～ 17：00

17：00 　　　　　

　受付

　開会・講師紹介

　基礎講義・立腰指導

　絵本指導①

　絵本指導②

　算数および道徳指導

　まとめ・質疑応答

　閉会

　昼食・休憩

プログラム
（実技指導・ロールプレイ）

■申込方法■ 別紙の参加申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX、または郵送にてお申し込みください。
※指導法実践研修コースお申し込み園には「受講票」をお送り致します。
　費用は開催当日、会場受付でお支払いください。
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午後の部
「絵本」「算数」「道徳」

をお選びください！に合わせた研修



幼児の言葉の力が飛躍的にアップする
“漢字かな交じり”指導法！

～言葉を大切にし、
　　　言葉の力を生かす～

2021年度　石井方式研修会

幼児指導者のための
　期特別講座

幼児指導者のための
　期特別講座春春

●お問い合わせ・お申し込み先●
株式会社登龍館 横浜営業所 担当 /田村  https://www.toryukan.co.jp/

TEL：045-949-6220　　　　　　　 FAX：045-943-8700

とうりゅうかん 検索
↑

【受付時間】　 土日を除く
10：00から17：00まで 【24時間受付】

私たちは、子供たちの言葉を育て、心を豊かに育むための活動を長年にわたって展開しております。
日本語の美しさに触れ、日本の文化を感じられる絵本や図書・教材を出版するとともに、

直接実践する幼児教室も運営しております。
中でも、忘れてはいけない日本の心を伝える言葉～日本語～を特に大切と考え、

幼い頃からしっかりと身に付けさせたいと思っております。
また、教育の出発点である環境づくりに役立つ商品の開発も手がけております。

～ 言葉の教育は、子供たちへの最大の贈り物 ～

登龍館ってどんな会社？登龍館ってどんな会社？登龍館ってどんな会社？登龍館ってどんな会社？登龍館ってどんな会社？
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言葉を最も効果的に身に付ける時期である乳幼児期。

この貴重な時期に、より良い環境のもとで正しい言葉や美しい日本語を吸収させたい…

との思いから生み出されたのが、石井方式 漢字かな交じり文（日本語表記）の絵本です。

半世紀にわたる歴史と実績。全国の幼稚園・保育園に課外教室を展開中です。

音読が大脳を育てる

「読み書き」＋「算数」授業

読解力国語力を育てる

品性を養う
躾は「つ」のつくうちに

自ら学ぶ力と、豊かな心を育む

ぴのきおスクールもっと詳しくお知りになりたい方は… 検索

　表意文字である漢字を読む習慣ができた子供は、
言葉の意味を捉えやすくなり、「は」「を」「へ」
などの助詞の役割にも自然と気付いていきます。
　音読の基礎となるのが、「語のまとまりや言葉の
リズムなどに気を付けて」音読することです。
　ひとまとまりの語や文として読む力を付けるには、
漢字かな交じり文が有効です。

絵本は漢字かな交じり表記で

　古典は、美しい最高の語調を持っています。
　幼児期に古典作品に触れることによって、日本語の
持つ美しさやリズム感などが身に付きます。そして
将来、それらの蓄積した言葉を取り出すことで、
独創性や創造性を生み出すことにつながるのです。
　子供たちは美しい言葉を吸収しようとする力を
持っています。

古典などの音読・暗唱も

登龍館の絵本・教材

課外教室「ぴのきおスクール」
石井方式

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央23-11 OSセンター南ビル5階

大東文化学院卒。高校、中学校、小学

校の教諭を勤める。小学校教諭時代に

「石井方式漢字教育指導法」を次々と

発表。第6回人間能力開発世界会議で

金賞受賞。第37回菊池寛賞受賞。著

書は「0歳から始める脳内開発」「日本

語塾」ほか多数。1919年～2004年。

教育学博士
石井 勲
（いしい いさお）

先生



2021年 石井方式研修会
幼児指導者のための春期特別講座 参加申込用紙

■希望コースに　をお付けください。

　　　「3月23日（火）　野口芳宏先生Zoomオンライン講義」　園全体申込
　　　「3月23日（火）　野口芳宏先生Zoomオンライン講義」　受講者別申込

　　　

　「野口芳宏先生Zoomオンライン講義」および「指導法実践研修コース」受講者名記入欄

登龍館　横浜営業所行き このまま FAX  045-943-8700

■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

＠

受講者氏名

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

新年度担当学年
（未定の場合は未記入）

希望コースに○

  オンライン講義（　　）
 指導法実践（　　）

  オンライン講義（　　）
 指導法実践（　　）

  オンライン講義（　　）
 指導法実践（　　）

  オンライン講義（　　）
 指導法実践（　　）

こ
ち
ら
も
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

※3月25日（木）・26日（金）・27日（土）からご選択　　「指導法実践研修コース」
　　 希望日程・・第一希望　　 　3月　　　日（　　）
　 　　　　　　　第二希望　　 　3月　　　日（　　）

※日曜・祝日は除く・詳細は後日お打ち合わせ　　　「園内研修会コース」
　　    希望日程・・第一希望　　 　　月　　　日（　　）
　  　　　　　　　  第二希望　　 　　月　　　日（　　）

※オンライン講義申込園様は必ずご記入
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