
ステップアップ研修会Ⅲ
認定こども園園長・副園長（教頭）

認定こども園の園長・副園長 (教頭 )として、幼保連携型認定こども園教育・保育要領や子ども・子育て支援新
制度の理念と制度の可能性を理解し、子ども達の発達段階に則したカリキュラムの構築はもとより、子育て支援の
充実、ならびにそれぞれの地域に則した認定こども園の管理・運営能力を高めていくことを目的とします。
ステップアップ研修会Ⅰは基礎講座として、ステップアップ研修会Ⅱ（発展講座A）は実践のための発展講座として、
そしてこのステップアップⅢ（発展講座Ｂ）は３年以上の実践経験をもつ認定こども園を対象に、より質の高い幼
児教育・保育・子育て支援を提供する地域の実践リーダーの育成を目指して、内容を深めていきます。

・認定こども園を運営している園長・副園長（教頭）
・認定こども園に移行しようとしている園長・副園長（教頭）
・これから園長・副園長（教頭）になろうとする主幹及び副主幹保育教諭（主任及び副主任保育士、主幹及び副
主幹幼稚園教諭等を含む）
・また、平成 29 年度までに本協会で実施した「 認定こども園園長・副園長   （教頭）ステップアップ研修会Ⅱ」を
修了済みであること。

目的

対象者

本研修会は、認定こども園の園長・副園長（教頭）および今後それらの役職に就任予定の方を対象に、「幼保連携型
認定こども園教育・保育要領」に基づいて認定こども園の望まれる姿を有識者や先駆的に実践してきた園から学ん
でいただくものです。全課程を受講された方には全国認定こども園協会から「修了証」が発行されます。

共催：一般社団法人 全国認定こども園研修研究機構
後援：内閣府  文部科学省  厚生労働省

お申し込み 中面のお申し込み手順をご確認の上、インターネットまたはFAXにてお申し込みください。2月8日（金）締切

日程：平成 31年2月18日（月）～19日（火）
会場：シティプラザ大阪 2階 SYUN－旬－
　　　　　　　　　　　　　　（大阪府大阪市）
定員：300名

費用
受講費 会員 ………………20,000円
 一般 ………………30,000円
情報交換会参加費 ………… 7,500円
お弁当代（2日分・お茶付き）… 3,000円

 科　目 内　容 講　師
教育・保育要領Ⅲ ◯教育・保育課程、指導計画の実践 汐見 稔幸 氏（前白梅学園大学 学長）
 ◯幼稚園教育要領、保育所保育指針および
 　幼保連携型認定こども園教育保育要領の改訂

世界に学ぶ幼児教育・保育 ◯諸外国の教育・保育制度と子ども・家庭支援 池本 美香 氏（日本総合研究所 主任研究員）

認定こども園を核とした ＜実践発表＞ 古渡 一秀 氏（㈻まゆみ学園 理事長）
地域ネットワークの実践 ◯小学校との連携、放課後児童クラブ 柿沼 平太郎 氏（㈻柿沼学園 理事長）
 ◯ファミリーサポートセンター、高齢者施設等子育て 越智 瑞啓 氏（㈻今治普門学園 理事長）
 　支援事業との連携

質改善のための経営の ◯認定こども園における学校評価、第三者評価の活用 吉田 正幸 氏（保育システム研究所 代表）
PDCAサイクルの活用 ◯更なる質改善のためのPDCAサイクルの活用

幼児期の教育・保育の質を ◯学校評価、第三者評価 埋橋 玲子 氏（同志社女子大学 教授）
深める学校評価・第三者評価 ◯質改善のための評価のあり方

全ての子どもの最善の利益の ◯虐待防止、育児困難、保護者支援 伊藤 嘉余子 氏（大阪府立大学 教授）
観点からの養育支援・福祉論 ◯特別支援・障がい児保育、子育て支援に
 　関わる研修の充実
 ◯子どもの人権

質の向上（演習） ＜演習＞グループワーク 輿水 基 氏（全国認定こども園協会
 ◯認定こども園のビジョン 　　　　　　　　　理事・研修委員長）
 ◯５年後、１0年後の未来を語る

主催：特定非営利活動法人全国認定こども園協会

日程・会場

※当協会の会員園の方は会員価格でご受講いただけます。
※情報交換会、お弁当は希望者のみ承ります。
※お弁当の当日販売はございません。ご希望の方は事前にお申し込みください。



②受付確認の
　お受け取り

①お申し込み

③参加費等の
　お振り込み

④受付票の
　お受け取り

お申し込みをいただいてから1週間以内にメールまたはFAXにて「受付確認」のご連絡をいたします。

「受付確認」をお受け取り後、期日までに参加費等をお振り込みください。
（金額、振込先、期日は「受付確認」に記載しています。振込手数料はご負担願います。）
ご入金確認をもって受付完了となります。
※一旦納入されました参加費等につきましては、返金できませんのでご了承ください。

お振り込みが確認できましたら事務局より「受付票」をメール（アドレスの記載がない場合はFAX）で送信いた
します。受付票はプリントしてご持参いただき、当日受付にご提出示ください。

○ 全講座を受講された方には、認定こども園の園長・副園長 ( 教頭 )として、質の高い保育・幼児期の学校教育の充実を目指
した研修会で研鑽を積まれた証として、『認定こども園園長・副園長 (教頭 )ステップアップ研修会Ⅲ 受講修了証』をお渡しい
たします。

○ 各講座、１０分以上遅刻した場合は未受講扱いとなります。１講座でも未受講があると、修了証をお渡しすることはできません。
○ 未受講の講座がある場合には再受講となり、受講料は全額ご負担いただきます。単講座だけの申し込みはできません。
○ ２日間通してご本人が参加できる場合のみお申し込みください。代理出席および１日のみの参加、途中からの参加は不可です。（過
去にステップアップ研修会Ⅲを受講し、その際の未受講の講座のみを受講する場合はこの限りではありません。）

◯代理出席および１日のみの参加、途中での参加、遅刻、早退の場合は、修了証はお渡しできません。
○1日目の座席はお申し込み順に前から指定の座席にお座りいただきます。2日目は自由席といたします。

FAX：03-5724-3765http://www.kodomoenkyokai.org/
全国認定こども園協会HP

全国認定こども園協会ウェブサイトのトップページに
あるステップアップ研修会Ⅲのリンクから、もしくは、
右のQRコードを読み取る
と申し込みページが表示されます。

ただし、定員数に達した場合には受付を締め切らせていただ
きます。また、申し込み内容によってはご受講いただけない場
合もございます。その際には事務局よりご連絡いたします。

「申込用紙」に必要事項を記入して事務局まで
FAXしてください。

　A インターネットで 　B ＦＡＸで

タイムテーブル

お申し込み・ご受講に関する注意事項

お申し込み手順

１
日
目

２
日
目

  9:30 受付開始    

10:00～10:10 説明・開講行事    

10:15～11:45 講座1 教育保育要領Ⅲ 汐見 稔幸 氏
12:45～14:15 講座2 世界に学ぶ幼児教育・保育 池本 美香 氏
14:30～16:00 講座3 認定こども園を核とした地域ネットワークの実践 古渡 一秀 氏
   柿沼 平太郎 氏
   越智 瑞啓 氏
16:15～17:45 講座4 質改善のための経営のPDCAサイクルの活用 吉田 正幸 氏
18:00～19:30 情報交換会 会場：シティプラザ大阪 2階「燦（SAN）」
  9:00 受付開始    

  9：30～12：00 講座5 幼児期の教育・保育の質を深める学校評価・第三者評価 埋橋 玲子 氏
13：00～14：30 講座6 全ての子どもの最善の利益の観点からの養育支援・福祉論 伊藤 嘉余子 氏
14：45～16：15 講座7 質の向上（演習） 輿水 基 氏
16：15～16：30 閉講行事

時 間 項 目 科　目 講　師



周辺宿泊施設のご案内 ※宿泊のご予約等は、直接各施設にお問い合わせください。

シティプラザ大阪
大阪市中央区本町橋2-31
TEL.06-6947-7702

ホテルマイステイズ堺筋本町
大阪市中央区淡路町1-4-8
TEL.06-7711-3939
※会場から徒歩約6分

くれたけイン大阪堺筋本町
大阪市中央区南本町2-2-15
TEL.06-6241-2511
※会場から徒歩約8分

天然温泉 浪華の湯 ドーミーイン大阪谷町
大阪市中央区内本町2-1-9
TEL.06-6945-5489
※会場から徒歩約5分

アパホテル〈大阪谷町〉
大阪市中央区中央区内本町1-3-12
TEL.06-6944-3300
※会場から徒歩約7分

ホテルサンホワイト 大阪
大阪市中央区谷町3-7-6
TEL.06-6942-3711
※会場から徒歩約9分

ホテルマイステイズ大手前
大阪市中央区徳井町1-3-2
TEL.06-6949-4471
※会場から徒歩約6分

東横INN大阪船場東
大阪市中央区農人橋2-4-29
TEL.06-4790-1045
※会場から徒歩約7分

ビジネスイン谷町
大阪市中央区北新町2-10
TEL.06-6946-7777
※会場から徒歩約9分

※移動と宿泊は、各自でご負担とご手配をお願い致します。

新大阪駅から

伊丹空港から

御堂筋線
本町駅新大阪駅

大阪空港駅
阪急千里線 -堺筋線

山田駅 堺筋本町駅
大阪モノレール

大阪空港駅
阪急宝塚線

蛍池駅
大阪モノレール 御堂筋線

本町駅梅田駅

関西空港から 関西空港駅 なんば駅
御堂筋線

本町駅
南海線

会場へのアクセス
○地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町駅」12、1号出口より徒歩約6分
○地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目駅」4号出口より徒歩約7分
○地下鉄御堂筋線・中央線「本町駅」より徒歩約15分

主要拠点から最寄り駅へのアクセス

【個人情報の取り扱いについて】
申込用紙に記載していただく個人情報は、セミナーの実施上必要なお申し込み内容の確認や受講者への連絡等のために使用をする他、目的外には使用いたしません。

全国認定こども園協会セミナー事務局
TEL : 03-6869-6151   FAX : 03-5724-3765   E-mail : info@kodomoenkyokai.org
（10時～18時　土日祝日・12/29～1/3を除く）

■お問い合わせ・お申し込み先

シティプラザ大阪
大阪府大阪市中央区本町橋 2-31
TEL.06-6947-7702

会場案内



ふ り が な

□会員［会員番号 K　　　　　　　　］　　　□一般

□公営　※国または都道府県・市町村名　　　　　　　　　　　　　　　　立

□民営（公設民営を含む）　法人名　　　　　　　法人

□幼保連携型　□幼稚園型　□保育所型　□地方裁量型
［認可日］　平成　　　年　　　月　　　日

〒
　　　　　　都・道　　　　　　　　市・区
　　　　　　府・県　　　　　　　　町・村

□園長・施設長　□副園長・副施設長・教頭
□主幹保育教諭（主任保育士・主幹幼稚園教諭）
□副主幹保育教諭（副主任保育士・副主幹幼稚園教諭）
□保育教諭（保育士・幼稚園教諭）
□その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

現在保持している資格等について
□幼稚園教諭免許　　□保育士資格
□幼稚園以外の教員免許　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
□社会福祉施設勤務経験有り　［　　　　年　　　カ月］
□保育所・幼稚園勤務経験有り　［　　　　年　　　カ月］

※すべての項目をご記入ください。□は該当項目に✓をしてください。
※用紙が足りない場合はコピーしてお使いください。
※楷書ではっきりとご記入をお願いいたします。

ステップアップ研修会Ⅲ
認定こども園園長・副園長（教頭）

受講申込用紙

送り先FAX.03-5724-3765
（送り状は不要です。このままお送りください）

お 名 前

会 員 登 録

運 営 主 体

施 設 名

類 型
（認定こども園の場合）

施 設 住 所

メールアドレス
（1マスに1文字）

連絡先電話・
F A X 番 号

現 職 名

資 格・経 験

昼 食
（2日分・お茶付き）

受付締め切り：2月8日（金）

※ご本人と昼間に連絡がとれる番号をお願いいたします。

電話番号　　　　　－　　　　　－　　　　　FAX 番号　　　　－　　　　　－

□希望します（弁当代 3,000円）　　　□希望しません

生年月日性 別

西暦　　　年　　月　　日□女性　□男性

情報交換会 □参加します（参加費 7,500円）　　　□参加しません


