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令和３年度秋田県保育士等キャリアアップ研修 開催要項 

 

１．目 的 

   就学前教育・保育施設において、専門分野に関してリーダー的な役割を担う職員の

育成を図ることを目的とします。  

 

２．主催者 

秋田県（教育庁幼保推進課） 

（電話 018-860-5127） 

 

３．研修運営者 

特定非営利活動法人あきた子どもネット（研修運営業務受託事業者） 

（電話 090-2887-0194） 

 

４．研修分野と研修のねらい  

（１）乳児保育 

・０歳から２歳児（満３歳児を含む）の発達の過程を踏まえ、養護と教育が一体

となった保育について理解を深めることにより、保育者等の資質の向上を図る。 

（２）障害児保育 

・障害児保育に関する理解を深め、適切な障害児保育を計画し、個々の子どもの

発達の状態に応じた障害児保育を行う力を養い、他の保育士等に障害児保育に

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）食育・アレルギー対応 

・食育に関する理解を深め、適切に食育計画の作成と活用ができる力を養う。 

・アレルギー対応に関する理解を深め、適切にアレルギー対応を行うことができ

る力を養う。 

・他の保育士等に食育・アレルギー対応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。 

（４）保健衛生・安全対策 

・保健衛生に関する理解を深め、適切に保健計画の作成と活用ができる力を養う。 

・安全対策に関する理解を深め、適切な対策を講じることができる力を養う。 

・他の保育士等に保健衛生・安全対策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。 

（５）保護者支援・子育て支援 

・保護者支援・子育て支援に関する理解を深め、適切な支援を行うことができる

力を養い、他の保育士等に保護者支援・子育て支援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。 

（６）－１ マネジメント① 

・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。 
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（６）－２ マネジメント②（旧名称：園内研修リーダー養成講座（基礎編）（応用編）） 

・幼稚園・保育所・認定こども園等において、園内研修を推進する立場の保育者

に対し、基本的な研修の進め方や手法に関する研修の機会を提供し、その専門

性を高める。 

・園内研修のより一層の充実を図るため、組織的・計画的・継続的な研修の取組

方法等、研修リーダーの役割に関する研修を行い、その資質の向上を図る。 

 

５．研修時間、開催地区及び定員 

                                 （単位：人） 

 研修時間 県北会場 県央会場 県南会場 

(１)乳児保育 5 時間×1 日 50 100 50 

(２)障害児保育 7.5 時間×2 日 50 100 50 

(３)食育・アレルギー対応 6.5 時間×2 日 50 100 50 

(４)保健衛生・安全対策 7.5 時間×2 日 50 100 50 

(５)保護者支援・子育て支援 7.5 時間×2 日 50 100 50 

(６)－１ マネジメント① 5 時間×3 日 － 100 － 

(６)－２ マネジメント② 5 時間×2 日 － 100 － 

  ※研修時間及び定員は新型コロナウィルス感染拡大防止のため変更となる場合があります。 

 

６．研修対象者 

 対 象 者 

(１)乳児保育 

県内の就学前教育・保育施設に勤務又は勤務を予

定している者 

(２)障害児保育 

(３)食育・アレルギー対応 

(４)保健衛生・安全対策 

(５)保護者支援・子育て支援 

(６)－１ マネジメント① 
幼稚園・保育所・認定こども園等の副主任等ミド

ルリーダーの役割を担う教職員等 

(６)－２ マネジメント② 

各施設において中堅的立場にあり、園の研究や園

内研修をリードする立場にある幼稚園・保育所・

認定こども園の教職員等 
※経験年数が１０年を経過した方を対象の基本とします

が、１０年以下の方が研修リーダーを務めている場合は

受講が可能です。 

※昨年度まで、「園内研修リーダー養成講座（基礎編）」又は

「マネジメント②」を受講済の方も対象です。 
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７．会 場 

 県北会場 県央会場 県南会場 

(１)乳児保育 コムコム 生涯学習センター 浅舞公民館 

(２)障害児保育 コムコム 生涯学習センター 浅舞公民館 

(３)食育・アレルギー対応 コムコム 生涯学習センター 浅舞公民館 

(４)保健衛生・安全対策 コムコム 生涯学習センター 浅舞公民館 

(５)保護者支援・子育て支援 コムコム 生涯学習センター 浅舞公民館 

(６)－１ マネジメント① ― 生涯学習センター ― 

(６)－２ マネジメント② ― 生涯学習センター ― 

※１．県北会場 北秋田市民ふれあいプラザ コムコム（北秋田市花園町１０－５） 

※２．県央会場 秋田県生涯学習センター（秋田市山王中島町１－１） 

※３．県南会場 浅舞公民館（横手市平鹿町浅舞字覚町後１４０） 

 

８．講 師 

（１）乳児保育 

・聖霊女子短期大学 生活文化科 生活こども専攻 講師 畠山君子 

・秋田県教育庁 幼保推進課 幼保指導員 阿部真理 

（２）障害児保育 

・秋田県立比内支援学校 教諭(兼)教育専門監 藤田久美子 

・秋田県立秋田きらり支援学校 教諭(兼)教育専門監 島津憲司 

・秋田県立横手支援学校 教諭(兼)教育専門監 菅原咲希子 

（３）食育・アレルギー対応 

・女子栄養大学 生涯学習講師 管理栄養士 菊地景子 

・女子栄養大学 生涯学習講師 管理栄養士 谷口典子 

（４）保健衛生・安全対策 

・元養護教諭 石井正子 

・日本赤十字秋田看護大学 看護学部 看護学科 助教 渡邊正樹 

・北秋田市消防本部 救急担当 職員 

・日本赤十字社秋田県支部 参事 稲岡一枝 

・日本赤十字社秋田県支部 嘱託 碇谷壽朗 

（５）保護者支援・子育て支援 

・聖霊女子短期大学 生活文化科 生活こども専攻 講師 藤田洋子 

・秋田市子ども未来センター 元相談担当 三浦いづみ 

（６）－１ マネジメント① 

・聖園学園短期大学 准教授 加藤順子 

（６）－２ マネジメント②（旧名称：園内研修リーダー養成講座（基礎編）（応用編）） 

・群馬大学 大学院教育学研究科 教授 音山若穂 
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９．研修日時及び担当講師等 

（１）研修日時や担当講師はＰ６～７「日程表」をご覧ください。 

（２）受講当日は開始５分前までに着席できるよう、お時間に余裕を持ってお越しく

ださい。受付は研修開始の２０分前から行います。 

（３）駐車台数には限りがあります。できるだけ乗り合いや公共交通機関で対応して

ください。特に生涯学習センター駐車場はホームページで確認し、近隣の商業

施設等には絶対に駐車しないでください。 

（４）自然災害や新型コロナウィルスの感染拡大などにより、中止又は延期となる場

合がございます。中止等となる場合は、秋田県教育庁幼保推進課 保育情報サ

イト「わか杉っ子元気に！ネット」（下記１９）でお知らせいたします。 

 

１０．テキスト 

「保育士等キャリアアップ研修テキスト」を使用する研修分野は以下の通りです。 

受講決定通知（下記１４）が届き次第、同封のＦＡＸ申込書又はインターネット

や書店などでご購入ください。 

価格 各 1,540 円（税込） 出版社：中央法規出版株式会社 

 書 名 

(１)乳児保育 （テキスト購入の必要はありません。） 

(２)障害児保育 第３巻 障害児保育 

(３)食育・アレルギー対応 第４巻 食育・アレルギー対応 第２版 ※１ 

(４)保健衛生・安全対策 第５巻 保健衛生・安全対策 

(５)保護者支援・子育て支援 第６巻 保護者支援・子育て支援 第２版 ※１ 

(６)－１ マネジメント① 第７巻 マネジメント 第２版 ※１ 

(６)－２ マネジメント② （テキスト購入の必要はありません。） 

※１．（３）（５）（６）－１は、第２版をご購入ください。初版で受講はできません。 

※２．テキストは施設で１冊ではなく、受講者１名につき１冊準備してください。  

※３．研修会場でテキスト販売は行いません。 

※４．テキスト購入後に研修が中止等となった場合でもテキスト代は補償されません。 

 

１１．受講料 

無 料（但し、上記１０のテキスト代は受講者負担） 

 

１２．受講申込方法 

別紙受講申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ、E-mail 又は郵送でお申込ください。

なお、本研修は原則として分野毎に一括受講での申込となります。 

 

１３．受講申込期間 

令和３年７月９日（金）～７月２０日（火）【必着】 
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１４．受講決定通知 

（１）受講の可否については、受講申込をされた方の施設に書面で通知します。 

８月２５日（水）までに通知が届かないときはご連絡ください。 

（２）受講定員を超える申込があった場合は施設間のバランスに配慮し調整します。 

（３）原則として受講の権利を他者に譲渡することはできません。 

 

１５．新型コロナウィルス感染症対策 

    新型コロナウィルス感染症対策として、研修参加者は研修当日の朝に検温と体調

の確認を行い、健康チェックシート（受講決定通知（上記１４）に同封）に記入の

上、受付時に提出してください。 

 

１６．修了評価 

（１）受講した日毎に研修レポートを提出していただき、主催者において評価を実施

します。 

（２）遅刻、早退、離席等があった場合は、当該日は履修となりませんのでご注意く

ださい。 

（３）原則として上記５の区分毎に全ての研修内容を受講する必要があります。 

 

１７．修了証等の交付 

（１）分野毎に、適切に履修したと認められる研修時間が１５時間以上となった方に

は、主催者より修了証を交付します。 

（２）（１）に係らず、適切に履修したと認められる方全員に履修時間を証明する文

書（履修状況票）を交付します。 

（３）（１）及び（２）の文書の交付は、令和４年２月下旬頃を予定しています。 

 

１８．個人情報の取り扱い 

（１）受講申込書等に記載された個人情報は、本研修に関すること以外には使用しま

せん。 

（２）研修修了者が他の都道府県で勤務する場合、都道府県間の情報共有を目的に、

他の都道府県に研修修了に関する情報を提供することに同意されたものとして

取り扱いをさせていただきます。 

 

１９．その他 

本開催要項、受講申込書等を秋田県教育庁幼保推進課 保育情報サイト「わか杉

っ子元気に！ネット」へ掲載しますのでご活用ください。 

http://common3.pref.akita.lg.jp/youho/  ※「わか杉っ子」で検索 

 

２０．申込・問合せ先 

特定非営利活動法人あきた子どもネット（研修運営業務受託事業者） 

秋田県保育士等キャリアアップ研修事務局 

住 所 〒010-0956 秋田市山王臨海町 3-7 204 号 

ＴＥＬ 090-2887-0194（月～金 9:30～16:00 祝日除く）  

    ※9～12 月の研修日は電話に出られない場合がございます。 

ＦＡＸ 018-811-4746 

E-mail hoikushi@cna.ne.jp 
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分　野 地区・会場 日　程 時　間 講　師 所　属

10:00～12:00 畠山　君子
 聖霊女子短期大学 生活文化科
 生活こども専攻 講師

13:00～16:00 阿部　真理  幼保推進課 幼保指導員

10:00～12:00 畠山　君子
 聖霊女子短期大学 生活文化科
 生活こども専攻 講師

13:00～16:00 阿部　真理  幼保推進課 幼保指導員

10:00～12:00 畠山　君子
 聖霊女子短期大学 生活文化科
 生活こども専攻 講師

13:00～16:00 阿部　真理  幼保推進課 幼保指導員

分　野 地区・会場 日　程 時　間 講　師 所　属
 9:30～12:30
13:30～18:00
 9:30～12:30
13:30～18:00
 9:30～12:30
13:30～18:00
 9:30～12:30
13:30～18:00
 9:30～12:30
13:30～18:00
 9:30～12:30
13:30～18:00

分　野 地区・会場 日　程 時　間 講　師 所　属
 9:30～12:30
13:30～17:00
 9:30～12:30
13:30～17:00
 9:30～12:30
13:30～17:00
 9:30～12:30
13:30～17:00
 9:30～12:30
13:30～17:00
 9:30～12:30
13:30～17:00

分　野 地区・会場 日　程 時　間 講　師 所　属
 9:30～11:30 消防署職員  北秋田市消防本部 救急担当

12:30～15:30 渡邊　正樹
 日本赤十字秋田看護大学
 看護学部 看護学科 助教

15:30～18:00 石井　正子  元養護教諭

 9:30～12:30
13:30～18:00
 9:30～12:30
13:30～18:00
 9:30～11:30 稲岡　一枝  日本赤十字社秋田県支部 参事

12:30～15:30 渡邊　正樹
 日本赤十字秋田看護大学
 看護学部 看護学科 助教

15:30～18:00 石井　正子  元養護教諭

 9:30～12:30
13:30～18:00
 9:30～11:30 碇谷　壽朗  日本赤十字社秋田県支部 嘱託

12:30～15:30 渡邊　正樹
 日本赤十字秋田看護大学
 看護学部 看護学科 助教

15:30～18:00 石井　正子  元養護教諭

　保健衛生・
安全対策

(15時間)

令和３年度秋田県保育士等キャリアアップ研修　日程表

乳児保育

( 5時間)

県北
(コムコム)

 9/24(金)

県央
(生涯学習センター)

10/ 1(金)

県南
(浅舞公民館)

 9/ 6(月)

 女子栄養大学 生涯学習講師
 管理栄養士

障害児保育

(15時間)

県北
(コムコム)

11/10(水) 藤田 久美子
 秋田県立比内支援学校
 教諭(兼)教育専門監

11/11(木) 藤田 久美子

県央
(生涯学習センター)

12/15(水) 島津　憲司  秋田県立
 秋田きらり支援学校
 教諭(兼)教育専門監12/16(木) 島津　憲司

県南
(浅舞公民館)

11/ 4(木) 菅原 咲希子
 秋田県立横手支援学校
 教諭(兼)教育専門監

11/ 5(金) 菅原 咲希子

 女子栄養大学 生涯学習講師
 管理栄養士

10/28(木) 谷口　典子
 女子栄養大学 生涯学習講師
 管理栄養士

県南
(浅舞公民館)

 9/28(火) 谷口　典子

　食育・
アレルギー対応

(13時間)

県北
(コムコム)

 9/ 8(水) 菊地　景子

 9/ 9(木) 谷口　典子

県央
(生涯学習センター)

10/27(水) 菊地　景子

 女子栄養大学 生涯学習講師
 管理栄養士

 女子栄養大学 生涯学習講師
 管理栄養士

 女子栄養大学 生涯学習講師
 管理栄養士 9/29(水) 菊地　景子

県北
(コムコム)

11/25(木) 石井　正子  元養護教諭

11/24(水)

県央
(生涯学習センター)

12/ 8(水) 石井　正子  元養護教諭

12/ 9(木)

県南
(浅舞公民館)

11/30(火) 石井　正子  元養護教諭

12/ 1(水)

－6－



分　野 地区・会場 日　程 時　間 講　師 所　属
 9:30～12:30
13:30～18:00

 9:30～11:00 藤田　洋子
 聖霊女子短期大学 生活文化科
 生活こども専攻 講師

11:00～12:30
13:30～18:00
 9:30～12:30
13:30～18:00

 9:30～11:00 藤田　洋子
 聖霊女子短期大学 生活文化科
 生活こども専攻 講師

11:00～12:30
13:30～18:00
 9:30～12:30
13:30～18:00

 9:30～11:00 藤田　洋子
 聖霊女子短期大学 生活文化科
 生活こども専攻 講師

11:00～12:30
13:30～18:00

分　野 地区・会場 日　程 時　間 講　師 所　属
10:00～12:30
13:30～16:00
10:00～12:30
13:30～16:00
10:00～12:30
13:30～16:00

分　野 地区・会場 日　程 時　間 講　師 所　属
10:00～12:30
13:30～16:00
10:00～12:30
13:30～16:00

※講師は変更となる場合がございます。

※受講当日は開始５分前までに着席できるよう、お時間に余裕を持ってお越しください。

　受付は研修開始の２０分前から行います。

※駐車台数には限りがあります。できるだけ乗り合いや公共交通機関で対応してください。

　特に生涯学習センター駐車場はホームページで確認し、近隣の商業施設等には絶対に駐車しないでください。

※自然災害や新型コロナウィルスの感染拡大などにより、中止又は延期となる場合がございます。

　中止等となる場合は、秋田県教育庁幼保推進課保育情報サイト「わか杉っ子元気に!ネット」でお知らせいたします。

マネジメント①
(15時間)

県央
(生涯学習センター)

10/15(金) 加藤　順子

10/29(金) 加藤　順子

 聖園学園短期大学 准教授

三浦 いづみ
 秋田市子ども未来センター
 元相談担当

10/14(木) 加藤　順子

藤田　洋子
 聖霊女子短期大学 生活文化科
 生活こども専攻 講師

10/22(金)
三浦 いづみ

 秋田市子ども未来センター
 元相談担当

10/21(木)

マネジメント②
(10時間)

県央
(生涯学習センター)

 9/17(金) 音山　若穂
 群馬大学
 大学院教育学研究科 教授

11/19(金) 音山　若穂

県南
(浅舞公民館)

 9/14(火) 藤田　洋子
 聖霊女子短期大学 生活文化科
 生活こども専攻 講師

 9/15(水)

　保護者支援・
子育て支援

(15時間)

県北
(コムコム)

10/ 6(水) 藤田　洋子
 聖霊女子短期大学 生活文化科
 生活こども専攻 講師

10/ 7(木)
三浦 いづみ

 秋田市子ども未来センター
 元相談担当

県央
(生涯学習センター)
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