
令和元年 12 月 4 日 

岩手県内 全国認定こども園協会 会員園  各位 

認定こども園・保育園・幼稚園  御中 

 

全国認定こども園協会 岩手県支部 

支部長 藤原 けいと    

 

2019 年度 ファシリテーション研修会のご案内について 

 師走の候 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は、本支

部の運営につきまして温かいご理解とご支援をいただきまして心より厚く御礼申し上げま

す。 

 保育現場においては、園長、主幹保育教諭の下で、初任後から中堅までの職員が、多様な

課題への対応や若手の指導等を行うリーダー的な役割を与えられて職務にあたっており、

こうした職務内容に応じた専門性の向上を図るため、研修機会を充実させることが重要と

されております。 

 さて、今回の研修テーマであるファシリテーションとは会議やチーム活動が円滑に行わ

れ効率的に成果が上がるよう中立的な立場から支援を行うこと、またはそのための手法や

技術を意味します。本支部では、保育者等を対象としてファシリテーションの基本的な知識

と技術を体験的に学び、保育の質向上への取り組みのための園内研修や会議を効率的に実

施・運営するためだけではなく、保育者同士、保健担当者や給食担当者との意見調整にも活

用できるマネジメントスキルとしてもファシリテーションの技術を保育現場で活用してい

ただきたいと考えております。 

つきましては、別紙のとおり標記研修会を開催いたしますので、ご多用の折とは存じます

が、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 



全国認定こども園協会 岩手県支部 

2019 年度 ファシリテーション研修会 開催要項 

 

１ 主  催           全国認定こども園協会 岩手県支部 

 

２ 後  援      岩手県（予定） 岩手県教育委員会 

 

３ 開 催 日          令和 2 年 1 月 18 日（土） 

 

４ 場  所      岩手県立大学アイーナキャンパス学習室２ 

（盛岡市盛岡駅西通り 1丁目 7番 1号） 

 

５ 対  象            主に岩手県内 幼児教育・保育施設の保育者等 

 

６ 講  師             菅野 道生 氏（岩手県立大学 准教授） 

 

７ 主な内容            「ミーティング・ファシリテーション」の技法を学ぶ 

～職員会議・園内研修・保護者会運営を活性化するヒント～ 

研修分野 ねらい 主な内容 

 【マネジメント】 

・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。 

・働きやすい環境づくり 

・ファシリテーションの基本的な

知識と技術を学ぶ 

・人を活かすコミュニケーション

の考え方と手法について実践

を通して学ぶ 

 

８ 日    程         

時 間 主な内容 

午前 9時 20分～午前 9時 50分 受付 

午前 9時 50分～午前 10時 00分 開会行事 ①開会のことば ②挨拶 ③事務連絡 

午前 10時 00分～昼 0時 研修①（120分） 

昼 0時～午後 1時 00分 昼食時間 

午後 1時 00分～午後 2時 30分 研修②（90分） 

午後 2時 30分～午後 2時 40分 休憩 

午後 2時 40分～午後 4時 10分 研修③（90分） 

午後 4時 10分～午後 4時 20分 閉会行事 ①謝辞 ②閉会のことば 

  

 



９ 参加定員    22 名 

・お申し込みは 1 園 3 名様までとさせていただきます。 

・先着順で受付し、定員に達し次第締め切りとなります。 

 

１０ 研修会参加費   

全国認定こども園協会会員     １名 ５，５００円 

非会員     １名 ６，５００円 

※宿泊や交通・昼食については参加費に含まれていません。各自でご手配くださ

い。 

 

 

１１ 参加申込    締め切り日 令和 2 年 1 月 8 日（水） 必着 

・QR コードを読み取るか、下記 URL を入力して専用画面に必要な事項を 

入力してください。 

・入力したメールアドレスに控えが届く様に設定していますので、必要事項を登

録して「送信ボタン」を押して下さい。送信の案内が表示されますので、指示に

従って入力してください。 

・メールが届かない場合は、お手数ですが事務局までお問合せ下さい。 

 

・このフォームは 1 名用のものとなっていますので、複数の方のお申し込みがあ

る場合は、お手数ですが「別の回答送信」を押して、再度フォームに入力いただ

きますようお願いいたします。 

 

申し込み URL ↓（QR コードと同じです）  

https://forms.gle/zhbxNgVVeEXpr1ZF6 

 

 

１２ 参加費の送金  参加申込みとともに下記口座へお振込みください 

 

銀行名   岩手銀行  支店名  水沢支店（０１９） 

口座の種類 普通 

口座番号  ２１２１４１８ 

口座名義  全国
ゼンコク

認定
ニンテイ

こども
コ ド モ

園
エン

協会
キョウカイ

岩手県
イワテケン

支部
シ ブ

 支部長
シブチョウ

 藤原
フジワラ

 け
ケ

いと
イ ト

 

※振込手数料は、お振込をされる方の自己負担でお願い致します。 

※振り込み名の確認がしやすいよう、園名での名義記載にご協力お願いします。 

 

１３ 受講証明   当日受講された方には、受講証明書を発行いたします。 

          ただし、ご自身の都合による 15 分以上の遅刻、途中離席、早退した場合には発 

行できません。 

 

https://forms.gle/zhbxNgVVeEXpr1ZF6


１４ その他 

① 参加費振込後の受講キャンセルによる返金はいたしませんので、できる限り受講者変更をお 

願いします。変更の場合は、速やかに事務局までご連絡ください。 

② 受講者の変更は、2日前までに事務局あてメールでご連絡ください。 

③ 振込後にキャンセルされた場合は、研修会終了後にテキストを送付いたします。  

④ 次の場合は、参加費を返金いたします。  

・天災地変等により、交通機関のサービス提供の中止、官公庁等の命令等その他の事由が生じた場

合、安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 また、主

催者の責に帰すべき事由により当初の日程どおりの研修会の実施が不可能になったとき。 

 

１５ 会場アクセス 

  

いわて県民情報交流センター（アイーナ）の会場案内図を掲載しますので、参考にして下さい。 

 ・電車をご利用の場合は、JR・IGR 盛岡駅から徒歩４分 

・お車をご利用の場合は、東北自動車道盛岡 IC から車で 8 分。 

指定駐車場がありますが有料です（午前７時から午後６時まで３０分ごとに１００円） 

※盛岡駅西口駐車場（市営：４４８台）、盛岡市盛岡駅西通一丁目１番５号（アイーナ東側向） 

この他、マリオス立体駐車場（市営：２９７台）も利用可 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ お問合せ先   

   研修に関するお問い合わせは事務局までお願いします。 

   全国認定こども園協会 岩手県支部 事務局 黒沢真
まさ

照
あき

 

       〒028-6101 岩手県二戸市福岡字上平 27 

        認定こども園ともいき内 

        TEL 0195－23－2530  

FAX 0195－25－5956 

        Mail：tomoiki@meishou.ed.jp 

mailto:tomoiki@meishou.ed.jp

