
OECD(経 済協力開発機構)は、2019年 10帰 、幼児教育 保育施

設の保育者を対象とした初めての国際調査である国際幼児教

は、この調査の結果を基に、幼児教育・保育の国際 ら何力ヽ

含めた9か 国を対象とし、保育者の実践の内容→勤
の状況などについてデータを収集しています。本ン
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協れ児教育。
1黒百団国際比較

―OECD 王 際鮒児教百・保百従事者調査2018の結果から一
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令和2年 2月 20日● February20th″ 20201:oo～ 5:00pm(Open O:30pm)

午後1:00-午後5:00(受付年後0:30～ )

場所;文部科学省 東館3「曽講堂

Venue:Auditorium,Ministry of Education,Culture,Sports,Science and

Technotogy(MEXT)ofJAPAN 3F

■開始 :令和2年 1月 10日 (金 )

■締切 :令和2年 2月 10日 (月 )

※但し、定員になり次第、締切らせていただきます。

参加申込用紙 Applicajon Form

申込国の翌日中 (上 国 祝日を除く)に参加票が届かない場合は、事務局までお問合せください。

「
you don′ trece ve your'parddpaton certincate'wК hin the next day(except weekends and ho idays),p eaSe conta(t us

■Application Startijanuary 1 0th′ 2020(Fri)

■Application deadline:February 1 0th′ 2020(Mon)
※ifthe number of entries exceeds the capacity limit′ it wi‖ be ciosed

参加申込用紙を受領後、

「参加票」をFAX、 または

メールにて返信します。
A■ er accepung app icadons′

we wi send you
'participation certi¬ cate・

「参加票」受信
'Participation

certiれ cate″

recetved

以下のフォームに必要事項をご

記入の上FAX、 またはWEBサイ

トからお申込みください。

Pleaseれ H outthe following form

and apply by fax or vveb site

お申込み
Application

入場 の際、「参加票」

をご提示ください。
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″
participation certiイ icate″
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当日

「参加票」持参
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参加
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所属

Organization

職名 (肩書)

,Ob title

電話番号

Phone number

FAX番号

Fax number

メール

E― mail

お申込―み Apphcauon

FAX:03‐ 5469‐ 5592

特設ページ

http://vlⅣ vw nieLgo.jP/

yOu」 i_kyouiku_kenkyuu_center/

sympostum/sympo r01/

SPECIAL WEBPAGE
http://w、 Ⅳw nier go」 P/Engttsh/

youji_kyouiku_kenkyuu_center/

sympoЫ um/sylmpo r01/

JHL属色∴
産省

東京メトロ
千代田線

Chiyoda Line

■都営地下鉄銀座線 虎ノ門駅

(11番出口より徒歩2分 )

■都営地下鉄千代田線 又は、

日比谷線 霞ヶ関駅

(A13番出口より徒歩5分 )

■都営地下鉄丸ノ内線 霞ケ関駅

(A4番 出口より徒歩8分 )

■ 2‐min walk frorn

Toranomon Station′

Exit l l(Ginza Line)

■ 5-min walk frorn

Kasumigaseki Station′

Exit A1 3

(ChiyOda and Hibiya Lines)

■ 8-min walk from

Kasumigaseki Station′

Ex‖ A4(MarunOuchi Line)

「令和元年度

教育改革国際シンポジウム」事務局

(株)メディアアトリエ/MediAtelier′ inc.

担当 :関口、板野

TEL:03-5469-5591

E― ma‖ :iser201 9@mediatelier,org

(受付時間10i00～ 18:00土 日祝日を除く)

lE人 情報の取扱いについて:個 人情報を取扱う際には、適正な収集

万J月 管理を行い、ご記入いただいた個人情報は、本シンポジウム問

l讐 の目的にの力利用いたします.法令により例外として取扱うべき場

合を除き、あらかじめ御本人の同意を得ることなく、個人データを第

三者に提供しません
`

,日文部省庁舎
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(中 央合同庁舎第7号館)

お問合せ contactlれfOrmadon
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in_… Ⅲ Ⅲ '
倉亀
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東京メトロ銀座線    ― 「

Ginza Line        l  l

外堀通り
Sotobor St


