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内閣府  文部科学省  厚生労働省（申請中）

平成29年度

東京

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Ｂ）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。

以下の2点を満たした園長・副園長（教頭）及び同就任予定者
① 現在、認定こども園、あるいは今後認定こども園へ移行予定または
    検討中の幼稚園・保育園等に勤務していること。
② 平成２8年度以前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Ⅰ」を修了済みであること

全社協・灘尾ホール  
（新霞が関ビル内）
〒100-8980
東京都千代田区霞が関３－３－2
TEL：03-3580-0988

大阪

〒540-0029 
大阪府大阪市中央区本町橋2-31
TEL：06-6947-7888

シティプラザ大阪（CITYPLAZA OSAKA）
2階  ＜旬（SHUN）＞

目  

的

対
象
者

会  

場

講  

師

認定こども園 園長・副園長 ( 教頭 ) ステップアップ研修会Ⅱでは、本研修の質の充実を図るために、全国で活躍され
ている下記の先生方に講師をお願い致しております。   
また、今後の研修会Ⅲにおいても、特定非営利活動法人全国認定こども園協会のアドバイザリー・ボードの先生方
をはじめとして、質の充実を図るための講師をお願い致しております。

○地域連携・子育て支援　 
                        　　　　　　
○特別支援・障がい児保育
○教育・保育要領   
 　　　　　　　　　　　　　　
○危機管理・法令遵守

大日向 雅美氏（恵泉女学園大学 学長／NPO法人あい・ぽーとステーション 代表理事） 
堀越 紀香氏　  （国立教育政策研究所　幼児教育研究センター　初等教育研究部総括研究官）
宮島 祐氏  　　（東京家政大学 教授）
汐見 稔幸氏　　（白梅学園大学 学長、東京大学 名誉教授）
天野 珠路氏　　（鶴見大学短期大学部 教授）
木元 有香氏　　（鳥飼総合法律事務所 弁護士）

費  

用

受講費
特定非営利活動法人全国認定こども園協会会員 20,000円
一般（同協会会員ではない方） 30,000円

7,500円

1,500円

情報交換会参加費（希望者のみ）

お弁当代（希望者のみ）

※交通費・宿泊費は自己負担になりますので各自でご手配下さい。※昼食（お弁当）の当日販売はありません。

全国からお集まりの受講生の方々との情報交換会です。

お茶付

東京 定員 名300

定員 名300
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 申込締切　10月 26日（木）

 申込締切　11月10日   （金）



〇子どもの発達における認定こども園の役割
（食育の充実、異年齢保育、障がい児保育等）

質の向上Ｂ
マネジメント

時間 研修項目 研修内容 講師名
4 教育・保育要領 〇幼保連携型認定こども園教育・保育要領の理解

天野 珠路氏
5 教育・保育計画

および自己評価
〇教育・保育課程、指導計画
〇保育・幼児期の教育の質を深める自己評価

6 危機管理・法令遵守 〇リスクマネジメント
（安全・健康への配慮、災害対策・危機管理対策等）木元 有香氏

7

閉講行事 〇修了証書授与式　〇研修会のまとめ　□終了後、証書受取

9:30 ～10:40

10:55 ～12:05

13:05 ～14:15

14:30 ～15:40

15:40 ～16:00

認定こども園実践園
【認定こども園こどものもり】
【あかさかルンビニー園】

認定こども園実践園
【あがた幼稚園】

開講行事

時間 研修項目 研修内容 講師名

1

2 特別支援
障がい児保育 〇特に配慮を必要とする子どもと保護者の支援 宮島 祐氏

堀越 紀香氏

3
質の向上 〇地域連携における認定こども園の役割

（小学校との連携、保護者・地域子育て支援）

ワークショップ テーマ「質の向上の実践」 進行：認定こども園協会
輿水 基氏

情報交換会　会場：同施設 2階 ＜燦（SAN）＞

13:20 ～ 14:30

14:45 ～ 15:55

16:10 ～ 16:40

16:40 ～ 17:30

17:45 ～ 19:30

13:00 ～ 13:15

地域連携・子育て支援 〇小学校との連携の充実
〇保護者支援と地域子育て支援

大日向 雅美氏

時間 研修項目 研修内容 講師名
4 教育・保育要領 〇幼保連携型認定こども園教育・保育要領の理解

汐見 稔幸氏
5 教育・保育計画

および自己評価
〇教育・保育課程、指導計画
〇保育・幼児期の教育の質を深める自己評価

6 危機管理・法令遵守 〇リスクマネジメント
（安全・健康への配慮、災害対策・危機管理対策等）木元 有香氏

7 地域連携・子育て支援 〇小学校との連携の充実
〇保護者支援と地域子育て支援

閉講行事 〇修了証書授与式　〇研修会のまとめ　□終了後、証書受取

9:30 ～10:40

10:55 ～12:05

13:05 ～14:15

14:30 ～15:40

15:40 ～16:00

開講行事 内閣府あいさつ

時間 研修項目 研修内容 講師名

1

2 特別支援
障がい児保育 〇特に配慮を必要とする子どもと保護者の支援 宮島 祐氏

3
質の向上 〇地域連携における認定こども園の役割

（小学校との連携、保護者・地域子育て支援）

ワークショップ テーマ「質の向上の実践」 進行：認定こども園協会
輿水 基氏

情報交換会　会場：東海大学校友会館「富士の間」

13:20 ～ 14:30

14:45 ～ 15:55

16:10 ～ 16:40

16:40 ～ 17:30

17:45 ～ 19:30

13:00 ～ 13:15

〇子どもの発達における認定こども園の役割
（食育の充実、異年齢保育、障がい児保育等）

認定こども園実践園
【認定こども園こどものもり】
【あかさかルンビニー園】

認定こども園実践園
【あがた幼稚園】

質の向上Ｂ
マネジメント

〒100-6035東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル35階
TEL:03-3581-0121

2日目・11月7日（火）　受付 9 : 0 0～

2日目・11月22日（水）　受付 9 : 0 0～

1日目・11月21日（火）　受付 12 : 3 0～

1日目・11月6日（月）　受付 12 : 3 0～

東京会場

大阪会場

研修会内容及び時間 研修会内容及び時間 研修会内容及び時間 



②受付確認の
　お受け取り

①お申し込み

③受講費等の
　お振り込み

④受付票の
　お受け取り

【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、研修の実施上必要なお申し込み内容の確認、及び受講者となった方へ連絡をする際の目的以外には使用致しません。

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:kodomoenkyokai@jimukyoku.co.jp
（10時～ 18時　土・日・祝日を除く）

■お問い合わせ・お申し込み先

使用講座

書籍名

1日目：講座3「質の向上」実践園発表
2日目：講座7「質の向上B・マネジメント」実践園発表

◆ 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、『全国認定こども園園長・副園長 ( 教頭 ) ステップアップ研修会Ⅱ受講修了証 』を
お渡し致します。
◆ 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。
◆ ステップアップⅡの修了証がないと、次のステップアップⅢの研修会には参加できません。第１講座から未受講のないようにお気
を付け下さい。
◆ 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頂きます。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下さい。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。
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。

以下の書籍を講義内で参考書籍として使用しますので、お持ちの方はご持参下さい。
お申し込みの時にご注文いただいた場合は、受付でお渡し致します。
また、数に限りがありますが、当日受付でも販売致します。（ 混み合いますので、事前のご注文をお勧めします）

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」のご連絡を致します。

「受付確認」をお受け取り後、3日以内に受講費等をお振り込み下さい。
（金額、振込先は「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受講費等につきましては、返金できませんのでご了承下さい。

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 ）
致します。
受付票はプリントしてご持参いただき、当日受付にご提示下さい。

（A）インターネットから （B）ＦＡＸから

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ホームページの「最新
情報」にあるステップアップ研修会Ⅱのリンク
から、もしくは、下の 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致します。

「申込用紙」に必要事項を記入して事務局まで
FAXして下さい。

申し込み・受講に関する注意事項申し込み・受講に関する注意事項申し込み・受講に関する注意事項

参考書籍参考書籍参考書籍

申し込み方法申し込み方法申し込み方法

「認定こども園の未来 ～保育の新たな地平へ～」
（定価 :税込 2,808円 /フレーベル館）



全社協・灘尾ホール
〒100-8980　東京都千代田区霞が関３－３－2  TEL：03-3580-0988
○東京メトロ[地下鉄] 丸ノ内線／千代田線／日比谷線「霞ヶ関駅」 A13 出口より徒歩８分
○東京メトロ[地下鉄] 銀座線「虎ノ門駅」 11 番出口､または5･6 番出口より徒歩５分

〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2-31    TEL：06-6947-7888
○地下鉄堺筋線／中央線 「堺筋本町駅」12 、1号出口より徒歩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7分

シティプラザ大阪（CITYPLAZA OSAKA）

＜東京会場＞

＜大阪会場＞

会場案内会場案内会場案内


