平成 28 年度
愛知県現任保育士研修
実施要綱

一般社団法人 愛知県現任保育士研修運営協議会

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

園長研修 実施要綱
目 的：幅広い視野をもって、適切な運営管理を行う上で必要な理論に加え、離職防止や保育士の人材育成ビ
ジョンの視点を盛り込んだ管理運営の理論を学ぶ。
参加資格：園長または園長相当職
定

員：８０名定員に限りがありますので、申し込み多数の場合調整をさせていただきます。先着順ではござ

いません）
開 催 日：７月２５日（月）・２６日（火）

２日間

開講時限：９:２０～１６:３０
（初日は開講式を行いますので、９：００開始となります）
研修会場：名古屋短期大学

〒470-1193 豊明市栄町武侍 48
TEL/FAX 0562-97-3674
名鉄本線「中京競馬場前」駅より南西へ徒歩 8 分
教室：7 号館 2 階 721 教室
講義内容：
科 目 名

コマ数

児童福祉行政（保育・虐待）

1

子どもの最善の利益・人生の基礎を作る保育所の役割

1

子どもの最善の利益を保障する保育～発達の理解と共有の視点から～

2

【講義と演習】保育の今日的課題～身体発達の課題と対処法～

2

【講義と演習】保育所の運営管理と人材育成～園内に潜むリスクと対処法～

2

持ち物・連絡事項
※出席簿に押印頂きますので印鑑をご持参ください（シャチハタ可）
※駐車可能台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※学生食堂をご利用いただけます。
※学生教室使用による研修になります。教室環境に合わせ、羽織る物、座布団等必要な方は各自ご持参ください。
※講義と演習「園内に潜むリスクと対処法」内で様々な角度から具体的なリスクについて検討します。ご自身の園に
潜む様々なリスクとその対処、対応について書きだしてご持参ください。様式は自由です。
申込方法： 市町村を通じて、｢所定申込用紙｣にて、お申し込み下さい。
締め切り：６月２４日（金）
申 込 先：〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍４８番地
「（一社）愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL/ FAX： 0562-97-3674 不在の場合は 052-678-6161 またはメールにてご連絡ください
E-mail： gennin＠nagoyacollege.ac.jp

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

主任保育士研修 実施要綱
目 的： 保育の統括者として、保育課程を策定し、保育をマネジメントする役割を果たせるよう、基礎理論を
学び直すとともに、保育の計画・実践・評価の連動を図る上で必要な理論を学ぶ。
参加資格：主任または相当職
定
員：８０名（定員に限りがありますので、申し込み多数の場合調整をさせていただきます。先着順ではご
ざいません）
開 催 日： ８月１日（月）～８月５日（金）
開講時間：９:２０～１６:３０

５日間

（初日は開講式を行いますので、９：００開始となります）
研修会場：桜花学園大学
〒470-1193 豊明市栄町武侍 48
TEL/FAX 0562-97-3674
名鉄本線「中京競馬場前」駅より南西へ徒歩 8 分
教室:7 号館
725 教室
講義内容：
児童福祉行政（保育・虐待）

1

保育の今日的課題【演習】

1

子どもの発達と子ども理解、援助の視点・方法、保育士指導

2

障害児保育（発達障害の理解、統合保育、小学校等との連携、保育士指導）

2

乳児保育（意義、環境構成、保育士の連携指導）

1

保育課程【演習】

2

園内研修【演習】

4

保育所の自己評価【演習】

2

保護者支援

1

実習生の指導【演習】

4

持ち物・連絡事項
※出席簿に押印頂きますので印鑑をご持参ください（シャチハタ可）
※駐車可能台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※研修期間中は、学生食堂をご利用いただけます。
※学生教室使用による研修になります。教室環境に合わせ、羽織る物、座布団等、必要に応じて各自ご持参ください。
申込方法： 市町村を通じて｢所定申込用紙｣にて、お申し込み下さい。
締め切り： ６月２４日（金）
申 込 先： 〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍４８番地 「愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL/ FAX 0562-97-3674
不在の場合はメールにてご連絡ください
E-mail gennin＠nagoyacollege.ac.jp

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

中堅前期保育士研修 実施要綱
目 的：保育実践を積み重ねた上で、基礎理論を学び直すことにより自己の保育の確立に繋げるとともに、保育
実践の振り返り（自己分析・自己評価）と保育実践への結びつけの必要性そのものを学び、今後の資
質向上の土台を築く。
参加資格：職務経験 ３～６年
定
員:８０名（定員に限りがありますので、申し込み多数の場合調整をさせていただきます。先着順ではございません）
開催期間: 前半８月２２日（月）・２３日（火） ２日間 （名古屋柳城短期大学）
後半８月２４日（水）～８月２６日（金） ３日間 （愛知江南短期大学）
合計５日間
開講時間：９:２０～１６:３０
研修会場：※前半と後半で会場が異なります。ご注意ください。
前半：名古屋柳城短期大学
〒466-0034 名古屋市昭和区明月町 2-54
教室：１号館 42 号教室
※駐車場はご用意いたしておりませんので、公共交通機関にてお越しください。
※学食はございませんので、当日は昼食をご用意いただくか、近隣にてご用意ください。
後半：愛知江南短期大学
〒483-8086 江南市高屋町大松原 172
名鉄江南駅よりスクールバスにて 10 分

9：00 江南駅前発

教室：1-409 教室
※お車を使用される場合は学内駐車場使用可能です。
※昼食は学生食堂をご利用いただけます。
※動きやすい服装でご参加ください。
内容 ：
中堅前期保育士の役割・保育者論

4

子どもの発達と子ども理解、援助の視点・方法

2

障害児保育（発達障害の理解、統合保育）

2

乳児保育（意義、環境構成、個々の発達を踏まえた保育実践）

1

指導計画【演習】

2

保育士の自己評価【演習】

3

保護者対応

2

保育職の魅力の伝達【演習】

4

持ち物：出席簿に押印頂きますので印鑑をご持参ください（シャチハタ可）
８/２２（月）・ ８/２４（水）は「保育所保育指針」をお持ちください。
申込方法 ： 市町村を通じて、｢所定申込用紙｣にて、お申し込み下さい。
締め切り ： ６月２４日（金）
申込先：
〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍４８番地
「愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL/ FAX： 0562-97-3674
不在の場合はメールにてご連絡ください
E-mail ： gennin＠nagoyacollege.ac.jp

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

中堅後期保育士研修 実施要綱
目 的：保育実践の要となるとともに、後輩保育士のモデルとなり、育成する役割を果たせるよう、基礎理論を
学び直すとともに、保育者の原理原則を再確認し、保育現場での科学的・論理的根拠に基づいた指導計
画の立案と保育実践に繋げる。
参加資格：職務経験 ７年目以上
定
員：８０名（定員に限りがありますので、申し込み多数の場合調整をさせていただきます。先着順ではご
ざいません。）
開催期間：９月５日（月）～９月９日（金）

５日間

開講時間：９:２０～１６:３０
研修会場：岡崎女子大学・岡崎女子短期大学

使用教室

2201 教室

〒444－0015 岡崎市中町 1-8-4
TEL0564－22－1295
名鉄名古屋本線「東岡崎駅」から，名鉄バス北口②番乗り場
「中央総合公園」「市民病院」方面に乗車，「岡崎げんき館前」下車。徒歩５分
講義内容 ：
中堅後期保育士の役割・保育者論

2

子どもの発達と子ども理解、援助の視点・方法

4

障害児保育（発達障害の理解、統合保育）

2

乳児保育（意義、環境構成、個々の発達を踏まえた保育実践）

1

保育の原理、保育所の社会的責任

2

指導計画【演習】

3

保育士のメンタルヘルス

2

保育職の魅力の伝達【演習】

4

持ち物・連絡事項
※出席簿に押印頂きます。印鑑をご持参ください（シャチハタ可）
※9 月 6 日（火）2・3・4 限：指導計画 演習（1）・（2）・（3）につきましては、担当学年または担当クラス
の 7 月の指導計画（月案、週日案）を一部ずつご持参ください。
※駐車可能台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※研修期間中は、学生食堂をご利用いただけます。
※学生教室使用による研修になります。教室環境に合わせ、羽織る物、座布団等、必要に応じて各自ご持参ください。
申込方法 ： 市町村を通じて、｢所定申込用紙｣にて、お申し込み下さい。
締め切り ： ６月２４日（金）
申込先：

〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍４８番地
「愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL/ FAX： 0562-97-3674
不在の場合はメールにてご連絡ください
E-mail ： gennin＠nagoyacollege.ac.jp

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

育児休業明け保育士研修 実施要綱
目 的：育児休業明け保育士が感じている現場復帰への不安を解消するとともに、保育職の魅力の再発見する
ことにより、現場復帰と就業の継続を促進する。
参加資格：育児休業明け３年未満の保育士
定

員：８０名（定員に限りがありますので、申し込み多数の場合調整をさせていただきます）

開 催 日 : ８月２３日（火）

１日間

開講時間 ：９：２０～１６：３０
研修会場 :名古屋短期大学
〒470-1193 豊明市栄町武侍 48
TEL/FAX 0562-97-3674
名鉄本線「中京競馬場前」駅より南西へ徒歩 8 分
教室：5 号館
511 教室
講義内容 ：
仕事に対する自信とやりがい

1

近年の保育をめぐる状況

1

より良いワークライフバランスの形成と保育職の魅力の再発見

2

持ち物・連絡事項
※出席簿に押印頂きます。印鑑をご持参ください（シャチハタ可）
※駐車可能台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※研修期間中は、学生食堂をご利用いただけます。
※学生教室使用による研修になります。教室環境に合わせ、羽織る物、座布団等、必要に応じて各自ご持参ください。
申込方法 ： 市町村を通じて、｢所定申込用紙｣にて、お申し込み下さい。
締め切り ： ６月２４日（金）
申込先 ：

〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍４８番地
「愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL/ FAX ： 0562-97-3674
不在の場合はメールにてご連絡ください
E-mail ：

gennin＠nagoyacollege.ac.jp

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

障害児保育専門研修 実施要項
目 的：障害児保育に関する基礎理論を学んだ上で事例検討をし、事例検討の結果を受けて基礎理論に立ち返
る統合的な研修を行うことにより、資質向上を図る。また、市町村や保育所単位を超えた事例検討を
行うことにより、広い視野で見る力、考える力を養う。
定
員：８０名（定員に限りがありますので、申し込み多数の場合調整をさせていただきます。先着順ではご
ざいません。）
開 催 日 :８月３日（水）・８月１０日（水）・８月２４日（水）・８月３０日（火）

４日間

開講時間：９：２０～１６：３０
研修会場：日本福祉大学 名古屋キャンパス（ご注意ください）
愛知県名古屋市中区千代田5-22-35（会場校へのご連絡はご遠慮下さい）
JR・地下鉄 鶴舞駅 徒歩5 分
連絡先052-678-6161（お問い合わせ・ご連絡は左記まで）
８階Ａ・Ｂ・Ｃ教室
講師：近藤 直子（日本福祉大学 名誉教授）
講義内容：
障害児保育の意義と役割

1

障害児保育の基礎知識

2

統合保育の理解

2

障害児保育に関する事例検討及び解説【演習】

5+2

障害のある子どもを支える保小連携

2

保護者支援

2

持ち物・連絡事項
※出席簿に押印頂きますので印鑑をご持参ください（シャチハタ可）
※事例検討のためにグループ分けをします。そのためのアンケートを 1 日目に記入していただきます。検討し
てほしい事例があれば、「問題状況」を整理しておいてください。
※駐車場はございません。公共交通機関にてお越しください。
※キャンパス内に学生食堂はありません。各自ご用意ください。
※学生教室使用による研修になります。教室環境に合わせ、羽織る物、座布団等必要な方は各自ご持参ください。
申込方法： 市町村を通じて、｢所定申込用紙｣にて、お申し込み下さい。
締め切り： ６月２４日（金）
申 込 先： 〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍４８番地
「愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL/ FAX 0562-97-3674
不在の場合はメールにてご連絡ください
E-mail gennin＠nagoyacollege.ac.jp

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

乳児保育専門研修 実施要綱
目

的：乳児は保育士の援助が最も必要な時期であることから、乳児に特化した基礎理論を学び直すことに
より、十分に養護の行き届いた環境のもとでの保育実践や乳児一人ひとりの発達保障に繋げる。また、
深刻な事故を防ぐため、乳児救急の技術・技能を修得する。

定
員:８０名（定員に限りがありますので、申し込み多数の場合調整をさせていただきます。先着順ではご
ざいません）
開催期間: 前半８月２４日（水）・２５日（木） ２日間 （修文大学短期大学部）
後半８月２９日（月）・８月３０日（火） ２日間 （名古屋芸術大学）

合計４日間

開講時間：９:２０～１６:３０
研修会場：※前半と後半で会場が異なります。ご注意ください。
前半：修文大学短期大学部
〒491-0938 一宮市日光町 6

TEL0586-45-2101

教室：7 号館 7 階大講義室

※駐車場をご利用いただけます。（要事前申込み）。駐車可能台数に限りがあるため、なるべく公共交通
機関をご利用ください。
※学食をご利用いただけます。（1 食 400 円程度）
後半：名古屋芸術大学 人間発達学部
〒481-0053 北名古屋市熊之庄古井 281 TEL0568-24-0315
FAX0568-24-0317
名鉄・犬山線「徳重・名芸大」駅より東へ 600m 徒歩 8 分
１号館 ７F 701 教室 702 教室 およびロビー
※学生駐車場をご利用いただけます。（事前申込み不要）なるべく公共交通機関をお使いください。
※学食をご利用いただけます。
講義内容：
乳児保育の意義、子どもの最善の利益の尊重

2

乳児期の子どもの発達と子ども理解、援助の視点・方法

4

乳児保育の環境・保育士連携【演習】

2

保育の指導計画【演習】

2

乳児救急【講義・演習】

4

保護者との連携

2

持ち物・連絡事項
※出席簿に押印頂きますので、印鑑をご持参ください（シャチハタ可）
申込方法 ： 市町村を通じて｢所定申込用紙｣にて、お申し込み下さい。
締め切り：６月２４日（金）
申 込 先：〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍４８番地
「愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL/ FAX 0562-97-3674
不在の場合はメールにてご連絡ください
E-mail gennin＠nagoyacollege.ac.jp

平成２８度 愛知県現任保育士研修

公開講座Ａ 実施要綱
目 的：食アレルギーの基礎知識、保育所において起こりやすい事故の例やその対応方法について理解を深め
る。
テーマ：「保育所におけるアレルギー対策と救命救急法」
受講対象者：認可外保育施設を含む愛知県内の保育施設従事者
定

員：１５０名（定員に達し次第締め切りといたします）

開 催 日：８月６日（土）

１日間

開講時間：９：２０～１６：３０

受付９:００～

講座会場： 名古屋女子大学短期大学部
〒467-8610 名古屋市瑞穂区汐路町 3-40
TEL ： 052-852-1111
FAX ： 052-852-7470
名古屋女子大学短期大学部 南８号館 401 講義室（４階）、多目的室（１階）
説明・講義を 401 講義室で行い、演習を多目的室で行う予定です。
受付は南８号館の１階で対応させていただきます。
講義内容：
講師：小田香里
１時限目

2 時限

3 時限

4 時限

9：20～10：50

11：00～12：30

13：20～14：50

15：00～16：30

食物アレルギーとその対応
（救命救急法含む）

アトピー性皮膚炎と
園での対応

小児ぜんそくと食物アレルギーの
園での対応

持ち物・蓮各事項
※出席簿に押印頂きます。印鑑をご持参ください（シャチハタ可）、筆記用具
※資料代を受付にてお支払いください。（300 円）
※駐車場はございません。公共交通機関にてお越しください。
※昼食はお弁当をご持参いただくか、
近隣のコンビニエンスストア、飲食店をご利用ください。
※ 学生教室使用による研修になります。教室環境に合わせ
羽織る物、座布団等必要な方は各自ご持参ください。

申込方法 ： 往復ハガキにて協議会へ直接お申し込み下さい。
（右図参照）

締め切り ： ７月１５日（金）事務局必着
（定員に達し次第締め切りといたします）
申 込 先：
〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍４８番地
「愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL/ FAX 0562-97-3674 不在の場合は 052-678-6161
またはメールにてご連絡ください
E-mail gennin＠nagoyacollege.ac.jp

① Ａ
②受講者氏名（ふりがな）
③勤務先保育所名
④連絡先
⑤勤続年数（休業中除く）
⑥学びたいこと

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

公開講座Ａ はがき記入例

①

Ａ

②受講者氏名（ふりがな）
③勤務先保育所名
④連絡先
⑤勤続年数（休業中除く）
⑥学びたいこと

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

公開講座Ｂ 実施要項
テーマ：「障害児保育」
受講対象者：認可外保育施設を含む愛知県内の保育施設従事者
定

員：１５０名（定員に達し次第締め切りといたします）

開 催 日：１０月２９日（土）
開講時間：９：２０～１６：３０

１日間

講座会場：桜花学園大学・名古屋短期大学
〒470-1193 豊明市栄町武侍 48
TEL/FAX 0562-97-3674
名鉄本線「中京競馬場前」駅より南西へ徒歩 8 分
教室：５号館 ５２４教室
講義内容

１時限目

2 時限

3 時限

4 時限

9：20～10：50

11：00～12：30

13：20～14：50

15：00～16：30

障がいとは何か

障がいがある子どもの
生活と発達

障がいがある子どもも共に育
つクラスづくり

親やきょうだいへの支援

山下直樹
（名古屋短期大学）

藤林清仁（同朋大学）

持ち物・連絡事項
※出席簿に押印頂きます。印鑑をご持参ください（シャチハタ可）、筆記用具
※資料代を受付にてお支払いください。（300 円）
※駐車場をご利用いただけます（要事前申し込み）
※昼食はお弁当をご持参いただくか、
近隣のコンビニエンスストア、飲食店をご利用ください。
申込方法 ： 往復ハガキにて協議会へ
直接お申し込み下さい。 （右図参照）

締め切り ： ９月１６日（金）事務局必着
（定員に達し次第締め切りといたします）
申 込 先：
〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍４８番地
「愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL/ FAX 0562-97-3674 不在の場合は 052-678-6161
またはメールにてご連絡ください
E-mail gennin＠nagoyacollege.ac.jp

① Ｂ
②受講者氏名（ふりがな）
③勤務先保育所名
④連絡先
⑤勤続年数（休業中除く）
⑥学びたいこと
⑦駐車場希望（有または無）

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

公開講座Ｂ はがき記入例

① Ｂ
②受講者氏名（ふりがな）
③勤務先保育所名
④連絡先
⑤勤続年数（休業中除く）
⑥学びたいこと
⑦駐車場希望（有または無）

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

公開講座Ｃ 実施要綱
テーマ：「保育職の魅力再発見！！」
受講対象者：認可外保育施設を含む愛知県内の保育施設従事者
定
員：１５０名（定員に達し次第締め切りといたします）
開 催 日：１０月１５日（土）
１日間
開講時間：９：２０～１６：３０
研修会場 :桜花学園大学・名古屋短期大学
〒470-1193 豊明市栄町武侍 48

TEL/FAX 0562-97-3674

名鉄本線「中京競馬場前」駅より南西へ徒歩 8 分
教室：7 号館 725 教室 （721・722・723・724・ピアノ室）
講義内容：
保育職の魅力について

グループ交流

グループ交流

保育職の魅力を学生へ語

各々の発表後、保育職の魅力

エンカウンター

魅力を語り合おう

り伝え合おう

を再発見しよう

持ち物・連絡事項
※受講許可書（このハガキです）
※出席簿に押印頂きます。印鑑をご持参ください（シャチハタ可）
※はさみ、のり、カラーペン、色鉛筆等
※駐車可能台数に限りがあるため、
なるべく公共交通機関をご利用ください。
※資料代を受付にてお支払いください（300 円）
※あらかじめ昼食をご持参ください。昼休憩時間に
購入のため学内を出るには時間に余裕がありません。
※講義の様子を撮影・録画させていただきますので
ご承知おきください。
映像（10 秒程度）・画像はＨＰにて公開いたします。
申込方法 ： 往復ハガキにて協議会へ直接
お申し込み下さい。 （右図参照）

締め切り ：９月３０日（金）事務局必着
（定員に達し次第締め切りといたします）
申 込 先：〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍
「愛知県現任保育士研修運営協議会」
TEL 0562-97-3674 不在の場合は 052-678-6161
またはメールにてご連絡ください
E-mail gennin＠nagoyacollege.ac.jp

① Ｃ
②受講者氏名（ふりがな）
③勤務先保育所名
④連絡先
⑤勤続年数（休業中除く）
⑥担当クラス（乳児・幼児・
加配・フリー・その他から一
つ）
⑦学びたいこと
⑧駐車場希望（有または無）
⑨保育職の魅力を一言で

平成２８年度 愛知県現任保育士研修

公開講座Ｃ はがき記入例

① Ｃ
②受講者氏名（ふりがな）
③勤務先保育所名
④連絡先
⑤勤続年数（休業中除く）
⑥担当クラス（乳児・幼
児・加配・フリー・その他
から一つ）
⑦学びたいこと
⑧駐車場希望（有または無）
⑨保育職の魅力を一言で

