
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 

           ※県へ申請手続き中です。研修案内をしていい旨を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 

  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、夏期の専門分野「マネジメント」、及び、「乳児保育」に続き、保育所等キャリアアップ

研修の「幼児教育」、「保護者支援・子育て支援」を次の通り開催します。夏期研修では「乳児保育」が 50 名定員、「マ

ネジメント」も定員近くのご参加をいただきました。現在、冬期研修に向けて、指定研修開催を申請中です。県が研修

内容を審議している段階ではありますが、研修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、第一に、参加する保育者の為になる研修を実施し、第二に、その研修で得たことをミドルリ

ーダーとして園内実践していただくプログラムを組むことにあり、第三に、希望者には、フォローアップ研修(最低開催

人数設定有)を行い、その活動を振り返る機会を設けます。そして、第四に、参加者同士の交流を図り、希望者にはグル

ープ内の園見学を設定します。また、「修了レポート」は、コピーを参加者所属長宛に郵送します。参加者が、何を学び・ 

 何を園内に持ち込むかを所属長にもご理解くださることで、一連の研修内容が園内でより活かされることを願います。 

  この夏期研修で行った取り組みを冬期研修でも同様に行います。大変ありがいことに、夏期研修では、参加者から、

研修後アンケートで、私共が想定した以上の高い研修評価をいただきました。冬期研修においても、同様の参加者評価

をいただけるよう研修内容を組み立てております。この度も、皆様の多数ご参加をお待ち申し上げます。 

  なお、勝手ながら、参加定員に限りがあり、一次・二次受付では、申込対象を限らせていただきます。定員に空きが

ございましたら、次の受け付けを順次致しますこと、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１－ 

≪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 

  専門分野２分野 「幼児教育」と「保護者支援・子育て支援」 

 

【３．研修計画】 

 
専門分野「幼児教育」 専門分野「保護者支援・子育て支援」 

日 程 平成 30 年 12 月 27 日(木)・28 日(金) 平成 31 年１月５日(土)・６日(日) 

時 間 両日とも 9:00 ～ 17:40 両日とも 9:00 ～ 17:40 

会 場 仙台市太白区八木山緑町 21-10 

認定向山こども園（園内駐車可） 

≪公共交通≫ 仙台駅より仙台市営バスで 15～ 

 20 分「八木山神社前」下車 片道運賃 230 円 

仙台市宮城野区中野字大貝沼 20-17 

立華認定こども園（園内駐車可） 

≪公共交通≫ 仙台駅よりＪＲ仙石線「中野栄駅」 

下車 徒歩８分 片道運賃 200 円 

受講費 7,500 円(＋税) 7,500 円(＋税) 

定 員 ５０名 ４０名 

研修時間 ２日で１５時間 ２日で１５時間 

講師陣 宮城学院女子大学 教授 磯部 裕子 先生 

        仙台大学 教授  大宮 勇雄 先生 

認定こども園園長数名の実践報告有り 

宮城学院女子大学 教授  足立 智昭 先生 

仙台市公立保育所子育て支援センター主任、 

保育園園長、宮城野区家庭健康課保健師等 

テキスト 「キャリアップ研修テキスト/幼児教育」 

1,400 円＋税 ※別途購入 

「キャリアップ研修テキスト/保護者支援・子

育て支援」 1,400 円＋税 ※別途購入 

 

 

－２－ 

≪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 

 



【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 

一次募集 11/14 (9:00) ～  

11/21 (19:00) 

当協会全国会員園、当支部夏期研修参加園、 

会員園法人が運営する企業主導型保育園 

※夏期研修に申し込み後キャンセルした園は除く。 

二次募集  11/22（9:00） ～  

11/29 (19:00) 

認可園（認定こども園、認可保育園、小規模保育

園、事業所内保育所、家庭的保育事業） 

三次募集      11/30 (9:00) ～ 

12/14 (19:00) 

その他の園 

   ※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。 

 

 

【５．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。 

 

【６．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、２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。 

－３－ 

mailto:info@tachibana-child.jp


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 

幼 

児 

教 

育 

     

     

     

     

保 

 護       

  者 

子 支 

育 援 

て ・ 

支 

援 

     

     

     

     

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 

 


