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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．38 [2018.1.23]
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認証者の皆さま、新年明けましておめでとうございます。
本年最初の『あそびのタネ通信』VOL.38 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）講座のお知らせ ◆
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【NPO 法人東京学芸大こども未来研究所 こどもパートナー講座】
―第三の大人との関わりで子どもは大きく伸びていきます！！―
子どもたちをサポートするための基本の知識を学べる｢こどもパートナー｣講座です。
○日

時：平成 30 年 2 月 28 日（水）9：50～15：30 ( 9:30 受付開始 )

○会

場：Codolabo Studio (東京都小金井市本町 6-5-3 シャトー小金井 109 )

○受講料：8,000 円（単講座受講も可能。その場合 1 講座 2,500 円）
認証料 2,000 円は別途必要
○定

員：30 名（ 先着順 ）

【聖学院大学 こどもパートナー認証講座】
―子どもの育ちにそっと寄り添い、こどもの育ちを応援する―
子どもの成長や発達の支援に必要となる、こどもと「関わり合う力」を高め、より良い子育てや
子育ての地域における教育支援人材として幅広く活躍するための基礎的な知識を学びます。
〇会

場：聖学院大学 教授会室(埼玉県上尾市戸崎 1-1)

〇日

時：第 1 講座～第 4 講座 2018 年 2 月 22 日(木) 10:00～16:00

〇定

員：25 名 ＊定員になり次第締切り

〇受講料：2,000円（当日ご持参ください）
※認証を希望する方は、別途、認証申請料 2,000 円と印鑑が必要です。
〇申込締切り：2018 年 2 月 9 日(金)
〇問い合わせ：聖学院大学

キャリアサポート課 片山

048-725-5441

【白梅学園大学 こどもサポーター認証講座】
「こどもサポーター（こころ支援）養成講座」
○日

時：平成 30 年 2 月 26 日（月）9：50～15：40
27 日（火）13：00～16：10
28 日（水）10：40～16：10

○会

場：白梅学園大学

○対象者：教育、福祉、子どもに関心のある方
子ども支援について学びを深めたい方
○受講料：5,000 円
○申込受付：平成 29 年 8 月 7 日（月）～講座開催前日まで
○定員：50 名（定員になり次第、締め切ります。）
※本講座受講後に「こどもパートナー」
「こどもサポーター（こころ支援）」
の認証に申請（有料）できます。
こどもパートナー：2,000 円
こどもサポーター：4,000 円（こどもパートナー2,000 円含む）
問合せ先
〒187-8570 東京都小平市小川町 1-830
白梅学園大学・短期大学 地域交流研究センター 公開講座係
TEL：042-313-5990
FAX：042-346-5652
mail：kouza@shiraume.ac.jp
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◆（2）イベントのお知らせ ◆
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【認証者交流会のお知らせ】
認証者同士で日頃の活動を語り合い、さらに質の高い子ども支援を目指してみませんか？
今回の交流会のテーマはつながる～ひらく～のびる！
子ども支援に関わる地域での活動を語り合いましょう。これから活動をお考えの方も
是非お気軽にご参加下さい。
まだまだ募集しておりますので、ご参加希望の方は、下記の専用フォームに申し込みの上、
ご参加下さいますようにどうぞ宜しくお願い致します。当日参加も可です。
〇日付 ：平成 30 年 1 月 27 日(土)
〇時間 ：10 時～11 時 30 分
〇場所 ：東京都小金井市公民館貫井北分館 学習室 CD
https://www.city.koganei.lg.jp/kosodatekyoiku/shisetsu/kominkan/shozaichi_toiawase/nukuikitabu
nkan.html

〇対象：こどもパートナー、こどもサポーター、こども支援士の認証者
〇参加費：500 円
〇主催：認証者の OB 会有志（世話人－小山田、永山、安間）
★お申込み・お問い合わせはこちらから
https://88auto.biz/bluerose/touroku/entryform14.htm
※終了後、ランチ会を予定しています。ご都合が良い方はご参加ください。
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◆（3）平成 29 年度 青少年体験活動奨励制度 ◆
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本年度も青少年体験活動奨励制度へのご理解、ご協力をいただきまして、本当にありがとう
ございます。現在、青少年体験活動奨励制度ジュニア版にご参加いただいた活動者のみなさまより
続々と活動記録ブックが送られてきております。アドバイザーとして本制度にご協力いただいて
いる認証者の皆さまに感謝いたします。
本年度の表彰式の日程については、個別にお知らせを致します。
何かございましたら、お気軽に JACTES 事務局へご相談ください。
【問合わせ先】
一般社団法人 教育支援人材認証協会 青少年体験活動奨励制度事務局
担当:小山田 佳代
〒184-8501 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
Email:info@Japan-youth-award.net
HP：http://www.japan-youth-award.net/
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◆（4）こども支援士 更新手続きについて◆
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【こども支援士認証 更新について】
本年度の更新対象（更新期限：2017 年 3 月 31 日）の皆様には、更新手続きを完了しました。
ありがとうございました。
また、更新期限が 2018 年 3 月 31 日のこども支援士の方には、準備ができ次第、更新手続き
についてのお便りをお送りします。どうぞよろしくお願い致します。
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◆（5）東京学芸大学からのお知らせ ◆
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東京学芸大学は、HATO プロジェクト関係大学（北海道教育大学、愛知教育大学、大阪教育大学）と
協働して「日本教育支援協働学会」の設立を進めており、設立を記念して下記のとおり

シンポジウムを開催いたします。
日

時 平成３０年２月３日（土）１３時～１６時３０分

会

場 東京学芸大学一般講義棟Ｗ１１０

（東京都小金井市貫井北町４－１－１ 東京学芸大学）
参加費：無料
※当日、会場にて直接受付を行いますので、事前申し込みの必要はありません。
【設立記念シンポジウム案内】
＜記念シンポジウムの内容＞
Ⅰ．教師の多忙化を学社連携から考える。
（１３時～１４時３０分）
・「教師の多忙化を考える

～小中学校時代の教師の印象～」（学生報告）

・「教師の仕事と日常」
（上原陽博：小金井市立小学校教諭）
・「学生目線で考える地域連携のアイディア」（学生報告）
・「キャリア教育を支える学校外組織の取組み」
（恒川かおり NPO 法人未来図書館コーディネーター）
〇全体討議コメンテーター

大橋 明（八王子市教育委員・前全国連合小学校会会長）

Ⅱ.未来の学校 －したいこと、できること、してほしいこと－
シンポジスト 片山嵐大郎（東京学芸大学・学生）
新崎国広

（大阪教育大学・教授）

堤 周作

（富田林中学校・教頭）

倉成英俊
松田恵示

(電通アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所)
（東京学芸大学・副学長）

参照：東京学芸大学ホームページ

http://www.u-gakugei.ac.jp/

日本教育支援協働学会ホームページ

http://kyoiku-shien-kyodo.org/

---------------------------------------------------------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
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