
全国認定こども園協会 宮城県支部主催（宮城県の指定研修／申請中） 

平成 30 年度 保育所等キャリアアップ研修のご案内 

※県より内諾が出ています。研修案内をしていい旨、県より了承済みです。 

全国認定こども園協会 宮城県支部 

支 部 長   小 島  芳 

 

 盛夏の候、保育所・認定こども園をはじめとする保育各園の皆さまにおかれましては、益々、ご清栄のこととお慶び申し

上げます。 

 さて、この度、当支部では、宮城県の指定研修として「保育所等キャリアアップ研修」を次の通りで開催させていただく

予定でおります。現在、県への申請を上げ、県で研修内容を審議している段階でありますが、県としましても当支部の研修

開催を望んでおり、先行してキャリアアップ研修の案内を出してもよいという許可をいただきました。 

 当支部がねらう研修は、まずは、参加する保育者のためになる研修を実施しようというものです。各園長が自信をもって、 

「宮城県支部の研修に出てきなさい」と送り出せて、また、参加された保育者も後輩に「いい研修だったから、来年は参加

するといいよ」と言ってもらえる研修です。その保育者のためになる研修とはどういうものか、いろいろ考えました。その

結果、本研修に“furoku「付録」”を２つ付けてみてみました。この研修の意図するところは、受講後に、保育やクラス運

営に関する知識・技能の向上により、一回りも二回りも保育者として“大きく”なったことで、その知識・技能を園に還元

することです。園に還元すること、イコール、子どもへの還元です。それによって、「処遇改善Ⅱ」というお手当が付くとい

う“しくみ”であります。当支部では、この本来、研修の意図するところに立ち返り、保育者のためになる研修を当支部な

りに考えて実施して参ります。 

 大変ありがたいことに、宮城県は、この当支部の取り組みをご理解くださっております。その県の指定研修に恥じない研

修を実施して参りますので、皆さまのご参加をお待ち申し上げております。 

 なお、勝手ながら、参加定員に限りがあり、一次受付から三次受付と定員に達するまで段階的な受け付けになりますこと

をご了承ください。 
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≪当研修に付随する企画：２つの“furoku”あり≫ 参加自由のオプショナル企画 

【キャリアアップ研修 15 時間研修】 本来の主となる研修 

                 ＋ 

【オプショナル企画“furoku”① 他園見学会】 研修内でグループ討議をしたメンバー 

 の園を研修終了後３ヶ月内で見学実施(１～２園)。 共に学んだメンバーがどういう園環境で

仕事をしているのか？ 自分の園とどういう点が異なるのか？ 外へ出ることで、自分の園・ 

 自分の保育を“客観的”に見つめる機会とする。管理者以外の先生が他園を見学する機会は 

 あまりない。この研修で、見学できる“機会”を作る。参加園の勤務体制により、必修とはし

ない。見学希望制とする。＋   

【オプショナル企画“furoku”② １年後のフォローアップ研修】 当支部研修主催 

 修了者で７名以上の希望があったら、１年後に“同じ専門分野”での「フォローアップ研修」 

 を開催する。キャリアアップ研修で学んだことが園運営に反映されているのか？ 業務上の 

 迷いはないか？などを、１年振りに顔を合わせ問題点の解決を目指す。当支部園長クラスがコ

ーディネーターとして指導に当たる。フォローアップ研修は、別途有料です。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保育士等キャリアップ研修」実施要綱 

【１．目的】 

 厚生労働省通知「保育士等キャリアアップ研修の実施」について、厚労省の定める「保育士等キャリアアップ

研修ガイド」に基づく研修を、宮城県（保健福祉部子育て社会推進室保育支援班 子ども総合センター企画育

成班）の指定を受けて研修を行い、保育所等の保育現場におけるリーダー的職員の育成やその資質の向上を図

ることを目的とする。 

 

【２．県が指定する研修の主催】   全国認定こども園協会 宮城県支部 

 

【３．実施概要】  夏期研修(２分野) ＋ 冬期研修(２分野) 

  今回申し込みは夏期研修のみで出させていただきます。夏期の実施状況をみて冬期研修の開催を検討し、 

  再度、冬期研修前に指定研修としての募集案内を出したい考えでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４．募集対象と受付時期】  定員が埋まるまで一次募集から三次募集まで行います 

 受 付 期 間 申し込み対象 空席確認：事務局へ TEL 

一次募集 7/3  9:00 ～ 7/7 17:00 当協会全国会員園 ――――― 

二次募集 7/9  9:00 ～ 7/14 17:00 現在、認定こども園 7/9  11:30～13:30 

三次募集 7/18  9:00 ～ 7/27  17:00 他の施設 7/17 10:00～11:30 

   ※先着順の申し込みです(受付時間開始前不可)。定員に達しましたら募集を終了させていただきます。 

  ※定員が達したら(全国)協会ホームページで募集終了になった旨をお知らせをします。 

  ※各募集期間で対象外の施設のお申し込みはできません。ご了承ください。 
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≪当研修で目指したいこと≫ 「参加者の為になる研修会」・「研修の質にこだわる」 

 【本研修で】       【他園見学から】     【フォローアップから】 

 

              ＋        ＋ 

 

 

 

専門知識習得 

学びの機会 

専門技量定着 

仲間作り 

 

視野を広げる 

客観的な見方 

 

 ≪今回(夏期研修)の募集講座≫ 

 8/9～11 【専門分野：マネジメント】 認定向山こども園 

8/20～22 【専門分野：乳児保育】 認定向山こども園 

 ８月中   夏期研修会 反省会：冬期研修の開催内容検討 

 10 月中   冬期研修の案内予定 

 (予定)12/26～28【専門分野：幼児教育】 認定向山こども園 

(予定)1/4～6  【専門分野：保護者支援・子育て支援】 立華認定こども園 

 



【5．研修計画】 

 夏 期 研 修 冬 期 研 修 

マネジメント 乳児保育 幼児教育 保護者・子育て支援 

日 程 8/9・10・11 8/20・21・22 12/26・27・28 1/4・5・6 

会 場 認定向山こども園 認定向山こども園 認定向山こども園 立華認定こども園 

受講費 7,500 円(＋税) 7,500 円(＋税) 7,500 円(＋税) 7,500 円(＋税) 

定 員   最大 50 名 最大 50 名 最大 50 名 最大 50 名 

研修時間 １５時間 １５時間 １５時間 １５時間 

講師陣 支部の園長先生 

数名で構成 

主：粉川妙子先生 

 尚絅学院大学教授 

サブ：支部園長先生 

主： 未定 

  養成校先生予定 

サブ：支部園長先生 

主： 未定 子育て 

 支援実践者予定 

サブ：支部園長先生 

テキスト 

右の教材を

使用予定で

す 

「キャリアアップ研

修テキスト/マネジメ

ント」1400 円＋税  

※別途購入 

「キャリアアップ研

修テキスト/乳児保

育」 1400 円＋税                 

※別途購入 

「キャリアアップ研

修テキスト/幼児教

育」 1400 円＋税      

※別途購入 

「キャリアアップ研

修テキスト/保護者支

援・子育て支援」  

1400 円＋税 ※別途購入 

 

 

【６．研修時間(各分野共通)】 

１日目：４時間 ２日目：７時間 ３日目：４時間 

12:10 ～ 受付開始 

12:40 ～14:10 １時間 30 分 

14:20 ～15:50 １時間 30 分 

16:00 ～17:00 １時間 

 

 8:45 ～ 10:15 １時間30分 

10:25 ～11:55 １時間 30 分 

   昼食 休憩 

12:40 ～14:10 １時間 30 分 

14:20 ～15:50 １時間 30 分 

16:00 ～17:00 １時間 

8:45 ～ 10:15 １時間 30 分 

10:45 ～11:55 １時間 30 分 

12:05 ～13:05 １時間 

 

 

 

【７．ねらいと内容】 

≪マネジメント≫ ≪乳 児 保 育≫ 

① マネジメントの理解  ② リーダーシップ 

③ 組織目標の設定    ④ 人材育成 

⑤ 働きやすい環境づくり 

 

① 乳児保育の意義  ②乳児保育の環境 

③ 乳児への適切な関わり 

④ 乳児の発達に応じた保育内容 

⑤ 乳児保育の指導計画、記録及び評価 

≪ねらい≫ 主任保育士の下でミドルリーダーの役

割を担う立場に求められる役割と知識を理解し、自園 

の円滑な運営と保育の質を高めるために必要なマネ

ジメント・リーダーシップの能力を身に付ける。 

 

≪ねらい≫ 乳児保育に関する理解を深め、適切 

な環境を構成し、個々の子どもの発達に応じた保

育を行う力を養い、他の保育士等に乳児保育に関

する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な

能力を身に付ける。 

 

－３－ 



【８．募集方法】  一次受付より順次、次のように受け付けて参ります。 

 

(１)FAX で申し込み 一次募集から三次募集まで 

４．の受付時間内で送信ください。 

【各園】⇒【事務局】 

(2)メール等で受け付け連絡と 

 受講費等の振込先のお知らせ 

メール等で申し込みした旨を１週間以内で 

お知らせします。 

【事務局】⇒【各園】 

(3)受講費等の振り込み 期日内でお振込みください。期日内に納入が

ない場合はキャンセルとなります。 

【参加者、又は各園】 

   ⇒【事務局】 

(4)参加証・研修確認書の送付 参加証と研修の確認書をお送りします。 【事務局】⇒【各園】 

当日研修会でお待ちしております。 

 

受講費等の経費案内は、宮城県から正式に研修指定を受けてからご案内をさせていただきます。 

 

  まずは、次のページの「参加申込書」を事務局まで FAX してください。 

 

【9．申し込み先】  全国認定こども園協会 宮城県支部 事務局 

           〒983-0013 仙台市宮城野区中野字大貝沼 20-17 

           立華認定こども園 内 

           TEL 022-259-0526  FAX 022-259-0563 

           受付担当 ： 宮城県支部 事務局長  菊田 秀昭 

                  (立華認定こども園 理事長/学園長) 

           E メール： info@tachibana-child.jp 

 

 ≪お断わり≫ 当研修会では、３日通しの研修参加できる方を募集します。他研修参加で、 

       この分野は履修済みだから、この講義は参加しないということはできません。 

       15 時間すべてをご受講ください。 

 

  ≪会 場≫ 認定向山こども園  仙台市太白区八木山緑町 21-10 

         無料駐車場あります。 TEL 022-229-0169 
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別紙   ※送信表不要（参加申込書をそのままＦＡＸしてください） 

  全国認定こども園協会 宮城県支部主催 

平成 30 年度 保育所等キャリアアップ研修「参加申込書」 

   ※印は全国認定こども園協会会員園様のみご記入ください。 

※会員Ｎｏ. 
 

法人名 
 

※所属支部      支部 園 名 
 

住   所 
     

    県 

Ｅメール 

  アドレス 
 

ＴＥＬ  FAX  

      以下、 参加希望者をご記入ください。 

専門 

分野 

    フリガナ 

 参 加 者 名 

 

役 職 名 

担当クラス 

年齢 

保育者 

経験年数 

駐車場希望の方は 

駐車希望と 

 

マ 

ネ 

ジ 

メ 

ン 

ト 

     

     

     

     

乳 

児 

保 

育 

     

     

     

     

例    稲津 玄師 
(役付なし)  

保育教諭 
２歳児  ３年目 駐車希望 

  

FAX 送信先：宮城県支部事務局（立華認定こども園）FAX 022-259-0563 

 


