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一般社団法人教育支援人材認証協会（JACTES）
あそびのタネ通信 VOL.74 [2021.6.24]
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令和 3 年度も半分が終わろうとしています。こんなにコロナウイルスとの関わりが長くなるとは
予想しておらず、時々心が折れそうになる日もありますが、雨に濡れてもすくすくと育つ木々の
パワーを貰って前向きに進んでいきましょう！
『あそびのタネ通信』VOL.74 をお届けします。
最後までどうぞ、お付き合いください。
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◆（1）書類審査による「こども支援士」認証について ◆
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◆ 書類審査による「こども支援士」の認証を本年度も行います。
書類審査による認証は 2 年間（19～20 年度）限定でスタートしましたが、本年度も募集を行う予定
です。スケジュール等の詳細が決まり次第協会ホームページ及び日本子ども支援学会ホームページにて
お知らせをいたします。
詳しくは「日本子ども支援学会」ホームページをご覧ください。

http://kodomoshiengakkai.com/
参考：日本子ども支援学会とは
平成 29 年（2017）に当認証協会と連携する団体として「日本子ども支援学会」が発足しました。
学会の入会資格は、原則として「こども支援士」の認証資格取得者としています。
学会は「こども支援士」認証資格を共有する研究者、教員、保育者及び実践家が同じ立場で子ども
支援を語り合える場として学会を機能させていきたいと考えています。
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◆（2）青少年体験活動について ◆
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2021 年度（令和 3 年度）青少年体験活動アワードのお知らせ
本年度も、青少年体験活動アワードの参加者募集を開始します。
〇新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、自宅で過ごす時間が増えていることから「特別コース」を

設けました。通常は全てのジャンルの体験活動をしなければなりませんが、「特別コース」は、
ジュニア版は、1 領域、2 領域のみでも可能とし、シニア版は、1 領域、2 領域、3 領域でも可能と
します。ただし、領域が少なくなる分、時間数、回数が増えるように設計しました。
〇ジュニア版の記録ブックに、アドバイザーの濱村さんデザインのすてきなイラスト版ができました。

参加お申し込みの際に、まず、標準コースか特別コースのどちらを選択するか、またジュニア版の
場合は、記録ブックの選択を参加者とご相談ください。詳細は、お近くのアドバイザーに確認して
いただくか、チラシをお読みください。
なお、チラシ（および申込書など）は、以下からダウンロード可能です。
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1AMPq4vf3GkX_R3YDn8NE4pm-b6N4woE_
ご不明な点がございましたら、青少年体験活動アワード事務局までメールでご連絡ください。
（ホームページはただいま準備中です。）

＜問い合わせ先＞
E-mail:info@japan-youth-award.net
Facebook は以下のとおりです。
https://www.facebook.com/青少年体験アワード-1029125923952542/
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◆（3）講座のお知らせ （再掲）

◆
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【鳴門教育大学 公開講座】

◆子どもと関わるための教育支援人材養成講座
―こどもパートナー講座―
○実施期間：9 月 4 日（土）9:10 ～ 15:30
〇対象者：こどもの活動を支援している方，これから始めたいという地域の方，
「こどもサポーター養成講座」受講希望者
〇内容：地域ぐるみで子どもを育てるためには，地域で活動する「教育支援人材」の育成と
社会的ネットワークの形成が不可欠です。本講座は，学校支援地域本部，放課後子どもプラン等で
従事される方，学校支援ボランティアに関わりたい方，学校理解を進めたい方への基礎講座です。
〇講

師： 田村

隆宏 教授（子ども発達支援コース）

阪根

健二 特命教授（学校づくりマネジメントコース）

小倉

正義 准教授（心理臨床コース）

徳島県教育委員会統括社会教育主事（外部講師）
〇募集定員：20 名
〇受講料：2,500 円
○会

場：鳴門教育大学 地域連携センター（教授スキル演習室）

詳細は下記をご覧ください。
http://www.naruto-u.ac.jp/_files/00161602/R3chirashi02.pdf

◆こどもサポーター（読み聞かせ）養成講座
〇実施期間：9 月 18 日（土），9 月 19 日（日）

各 10:30～16:10 （全 2 回）

※2 日間とおして受講してください。
〇対象者：「こどもパートナー認証講座」認証者，絵本の読み聞かせに興味がある方
〇内

容： 学校での教育活動支援のうち読み聞かせの支援者を養成する講座です。

特に絵本とその読み聞かせについて学びます。① まるい大きな正面顔（正面性・フロンタリティー），
② 画面構成，③ 色彩，④ 絵本モンタージュ等と，読み聞かせのひみつ，① 母親語，②スキンシップ，
欲求の充足等を講義します。また，子どもの発達と大人の関わり，子どもとは何か，ボランティアの
役割についても講義します。
※サポーター認証には，事前の「パートナー認証」及び別途手続き，認証料が必要です。
認証手続きをせず，講座のみの受講も可能です。
〇講

師： 余郷

裕次 教授（言語・社会系教科実践高度化コース）

〇受講料： 4,500 円
〇募集定員： 30 人
〇会

場： 鳴門教育大学 人文棟（A3 会議室）

〇申込受付期間：

4 月 1 日（木）～9 月 10 日（金）

詳細は下記をご覧ください。
http://www.naruto-u.ac.jp/_files/00158077/R3chirashi03.pdf
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◆（4）
「リモート生活でレクリエーション！」出版のお知らせ （再掲）◆
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東京学芸大学

鉃矢悦朗教授と森山進一郎准教授が監修した

「リモート生活でレクリエーション！」が完成いたしました。
鉃矢悦朗教授（東京学芸大学

芸術・スポーツ科学系 美術分野）と森山進一郎准教授（東京学芸大学

芸術・スポーツ科学系 運動学分野）が、一人でも多くの子どもたちの、より健康な暮らしができる
ようにと、オンライン遊びや体操の本を監修・出版しました。（2021 年 4 月）
2020 年度から本学の講義や演習もオンラインとなった際に、実践的に現場の工夫から生まれてきた
「鉛筆のバトンリレー」「生き残りビンゴ」「エアなわとび」などの成果も掲載された本となっています。
2 巻では、作品例づくりに、星野舞結花さん（B 類美術 4 年）、渡辺真衣さん（B 類美術 3 年）、
土肥沙織さん（A 類美術 1 年）が参加しています。（学年は制作時）。
＜書名＞
リモート生活でレクリエーション！
わくわく！オンライン遊び

全3巻
（1 巻）

もっと楽しく オンライン遊び （2 巻）
体操・ストレッチ＆室内遊び

（3 巻）

＜執筆協力＞
小田直弥（NPO 法人 東京学芸大こども未来研究所専門研究員）
＜出版社＞

株式会社 教育画劇

詳細は以下をご参照下さい。
https://www.kyouikugageki.co.jp/bookap/detail/1967/
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◆（5）活動場所の情報提供について ◆
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以前にもお知らせしましたが、下記の通り学校現場での教育支援活動等へご協力いただける人材を
確保するための仕組みを 2 点掲載します。
ご興味のある方は内容をご確認いただき、活用していただけますと幸いです。
【学校・子供応援サポーター人材バンク（文部科学省）】
（文科省通知文書）
https://www.mext.go.jp/content/20200529-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf
（人材登録用フォーム）
https://pf.mext.go.jp/admission/12364-2.html
【東京学校支援機構（TEPRO）】
（求人）…2020 年 2 月から求人登録が開始されていますので、活動を希望する方は TEPRO への個人登録を
お願いします。
現在の求人状況は、パートタイム約 30 件、有償ボランティア約 50 件、無償ボランティア約 75 件と
なっております。
（ 多くの方々が学校現場で活動中です ）
（財）東京学校支援機構の求人情報サイトに登録して求人情報を確認していただくことができます。
https://tepro-supporterbank.force.com/apex/Jinzai_P_Worker_Home_Page
詳しい内容や案内、登録方法等については以下のホームページを参照してください。
名称：一般財団法人東京学校支援機構公式ホームページ
URL：https://www.tepro.or.jp
一般財団法人 東京学校支援機構
〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 8-1-2 PMO 西新宿 7 階
TEL 03-5989-1601（代表）
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◆（6）事務局より ◆
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○事務局体制の変更に伴い、令和 3 年 4 月 1 日より事務局の開局日は基本的に月曜日と木曜日
となります。
お問い合わせは電子メールにてお願いいたします。
●住所変更、メールアドレス変更があった場合は、速やかに事務局に届け出ていただけるよう
お願いします。
連絡先：メール

info@jactes.or.jp

／

電話

042-329-7605

〇認証者のみなさまへ
日頃の活動について、是非当協会まで記事をお寄せ下さい。寄せられた記事については、
個人情報を考慮してメールマガジン等で多くの方に紹介させていただきたいと思います。

---------------------------------------------------------一般社団法人 教育支援人材認証協会 事務局
東京都小金井市貫井北町 4-1-1 東京学芸大学内
TEL&FAX：042 - 329 - 7605
E-mail：info@jactes.or.jp
URL：www.jactes.or.jp
Facebook：https://www.facebook.com/jactes
----------------------------------------------------------

