
～高知県の子どもたちの健やかな育ちのために～

幼児教育研修

親育ち支援研修

高知県教育委員会事務局　幼保支援課

学ぶチャンスをつかみ、保育者としての専門性の向上を図ろう！

幼児教育・親育ち支援って楽しい！その面白さや素晴らしさを共感し合う学びの場を提供します！

【お問い合わせ】　　 高知県教育委員会事務局　幼保支援課　

　　ＴＥＬ　幼児教育担当　　　０８８－８２１－４８８１　　　　　ＦＡＸ　０８８－８２１－４７７４

　　　　　　親育ち支援担当　　０８８－８２１－４８８９

水色の枠にある研修は、平成３０年度

新しく行う研修会です。

平成30年度　研修及び支援一覧

事業名 研修名 実施主体 実施場所 研修日程等 受講者・対象 事業概要

園内研修支援 実施園 実施園
園内研修実施希望書
の提出により実施

実施園の保育士・教
員・保育教諭等

自主的・計画的な園内研修が行われるようにするために、幼保支援課指導主
事、幼保支援アドバイザー等を派遣し、保育所・幼稚園等が実施する園内研
修等の支援を行う。

ブロック別研修支援
実施園
幼保支援課
市町村主管課

実施園
各実施園の年間計画
により実施

ブロック内の保育士・
教員・保育教諭等

ブロック内における主体的な実践研修のためのネットワーク化の推進と、園
内研修の企画・立案・運営を行うミドルリーダーを育成するために、県内１
３ブロックにおける「ブロック別研修会」を開催する。

１３ブロック交流会 幼保支援課 未定 ２月９日（土）

H30・31年度ブロッ
ク実施園の保育士・教
員・保育教諭等、市町
村担当者

ブロック別研修会の充実を図るため、平成30年度及び平成31年度「ブロッ
ク別研修会」実施園が一堂に会し、自主的・主体的な園内研修の在り方につ
いて協議を行う。

高知県幼保推進協議会 幼保支援課 未定
５月２８日（月）
９月１４日（金）
１月２１日（月）

市町村園長会代表者
私立幼稚園代表者
認定こども園代表者
幼児教育関係者

県の政策についての協議を深め協力体制を構築することにより、どこにいて
も質の高い保育・教育を受けることができる環境の充実を図るため、各市町
村で組織されている園長・所長会の代表者（私立幼稚園は、団体代表）から
なる「高知県幼保推進協議会」を開催する。

新幼稚園教育要領説明会 高知会館 8月２２日（水）午前

改定保育所保育指針
説明会

改訂幼保連携型認定こども
園教育・保育要領
説明会

教育センター本館 １月１０日（木）午前

幼児教育研究協議会１期 幼保支援課 高知城ホール ５月２６日（土）
保育士・教員・保育教
諭等

幼児教育研究協議会２期 幼保支援課 高知会館他 ８月２２日（水）午後
保育士・教員・保育教
諭等

幼児教育の
推進体制構築事業

幼児教育の推進体制シンポ
ジウム

幼保支援課 未定 ７月

都道府県教育委員会等
市町村教育委員会
市町村保育主管課

保育士・教員・保育教諭
等幼児教育関係者
小学校の校長・教員等

幼児期の教育と小学校教育が円滑に接続できるよう、子供の発達や学びをつ
なげる保幼小接続のための保育・教育の在り方について、パネルディスカッ
ション等を行う。（文部科学省委託事業）
　　【研修内容案】　保幼小連携・接続等の取組発表
　　　　　　　　　　基調講演・パネルディスカッション

保・幼・小連携
推進支援事業

【新】
保幼小接続期実践プラン研
修会

幼保支援課

小学校の校長・教員
保育所・幼稚園等の園
長・保育士・教員・保
育教諭等
市町村担当者等

幼児期の教育と小学校教育が円滑に接続できるよう、子どもの発達や学びを
つなげるための高知県保幼小接続期実践プランに基づき、各校区で作成した
接続期カリキュラム等の取組について交流し、普及・啓発を図る。

【新】
食育・アレルギー対応
研修

幼保支援課 高知学園短期大学他
８月２３日（木）
　　２４日（金）他

保育士・教員・保育教
諭等
幼児教育関係者

厚生労働省「保育士等キャリアアップガイドライン」に基づき、食育・アレ
ルギー対応に関する理解を深め、保育現場におけ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たリーダー的職員の育成を行う。

未定 未定

【新】
キャリアアップ
研修

【新】
保健衛生・安全対策研修

幼保支援課
保育士・教員・保育教
諭等
幼児教育関係者

厚生労働省「保育士等キャリアアップガイドライン」に基づき、保健衛生・
安全対策に関する理解を深め、保育現場におけ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たリーダー的職員の育成を行う。

幼稚園教育理解
推進事業

幼稚園教育要領の周知を行う中で明らかとなった課題の中から国が協議する
テーマを設定し、毎年各都道府県毎に協議会を開催する。さらに、その結果
を全国協議会において検証していくことにより、幼稚園教員等の幼稚園教育
要領に対する理解を深める。（文部科学省事業）
　【平成30年度協議主題】
　　　１　カリキュラムマネジメントの適切な実施について
　　　３　幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続の推進について
　　　５　事故・災害時等の危険及び様々な犯罪から幼児の安全を図る

６月　７日（木）香南市中央公民館
６月　８日（金）須崎市立市民文化会館

平成３０年度　幼児教育研修及び支援一覧 

園内研修支援事業

新幼稚園教育要領
・保育所保育指針
等説明会

幼保支援課

保育士・教員・保育教
諭等
市町村担当者
幼児教育関係者

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領
の改訂・改定の趣旨について理解を図るとともに、各園が創意工夫を生か
し、乳幼児の心身の発達と園及び地域の実態に即した保育・教育課程を編
成・実施できるよう、保育士・教員等の資質・専門性を高めるため、説明会
を開催する。
なお、本説明会は２年間実施し、全ての保育士・教員等の受講を求めるもの
である。

６月１３日（水）ふくし交流プラザ
６月２６日（火）四万十市立中央公民館
７月１４日（土）芸西村村民会館

桃色の枠にある研修は、特に積極的

に申し込んでいただきたい研修です。

事業名 研修名 実施主体 実施場所 研修日程等 受講者・対象 事業概要

保護者研修
*保育所･幼稚園等での研修
*就学時健診での講話

*実施園
*市町村教育委員
会

*実施園
*小学校等

保育所・幼稚園等または市町村からの
実施申込書の提出により実施

保育所・幼稚園等の保
護者

良好な親子関係や子どもへのかかわり方について保護者の理解を深めるため
に、保育所・幼稚園等において、講話やワークショップを行う。

保護者の一日保育者体験 実施園 実施園 園内で計画
保育所・幼稚園等の保
護者

子どもの育ちや保育に関する保護者の理解を深めるために、保育所・幼稚園等
を利用する保護者の一日保育者体験を推進する。

保育者研修
*保育所･幼稚園等での研修
*市町村単位の研修

*実施園
*市町村主管課

*実施園
*市町村等

保育所・幼稚園等または市町村からの
実施申込書の提出により実施

保育士・教員・保育教
諭等

親育ち支援の必要性や保護者へのかかわり方について理解を深めるために、保
育者を対象に講話・事例研修・ワークショップ等を行う。

親育ち支援講座 幼保支援課
保育士・教員・保育教
諭等

保育者の親育ち支援力の向上を図るために、親育ち支援の基本的な考え方や保
護者へのかかわり方等について、講義・演習を行う。

親育ち支援保育者
フォローアップ
事業

親育ち支援地域別交流会
　　（県下6地域）

幼保支援課
市町村主管課

未定

　東部1グループ　　６月18日（月）
　東部2グループ　１０月18日（木）
　中部1グループ　　７月24日（火）
　中部2グループ　　８月  ２日（木）
　中部3グループ　　６月20日（水）
　西部1グループ　　９月  ６日（木）

保育士・教員・保育教
諭等

保育所・幼稚園等の親育ち支援体制の充実及び親育ち支援力の向上を図るため
に、近隣の市町村において親育ち支援の中核となる保育者同士がネットワーク
をつくり、地域の課題に応じた研修を行う。

※親育ち支援地域別交流会
〈東部地区〉
　１グループ：室戸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村

　２グループ：安芸市、香南市、馬路村、芸西村

〈中部地区〉
　１グループ：香美市、南国市、本山町、土佐町、大豊町、大川村
　２グループ：高知市、いの町、仁淀川町、土佐市、日高村
　３グループ：須崎市、中土佐町、佐川町、越知町、梼原町、津野町、四万十町
 <西部地区〉
　１グループ：四万十市、黒潮町、宿毛市、土佐清水市、三原村、大月町

親育ち支援地域別リーダー
研修会

幼保支援課
1月25日
（金）

未定
各市町村の親育ち支援
の中核となる保育者等

親育ち支援地域別交流会及び各市町村の親育ち支援体制の充実を図るために、
それぞれの市町村における親育ち支援の中核となる保育者等が一堂に会し、地
域の特色や課題を踏まえた取組・研修の在り方について協議を行う。

親育ち支援保育者園内研修
（保護者研修、保育者研修）

実施園 実施園 実施申込書の提出により実施

保育士・教員・保育教
諭等
保育所・幼稚園等の保
護者

保育所・幼稚園等において、親育ち支援の取組を促進させるために、親育ち支
援の中核者を中心に、園内での研修等を行う。

基本的生活習慣
向上事業

基本的生活習慣に関する取
組

保育所・幼稚園等
保育所・幼稚園
等

5月～6月頃
基本的生活習慣に関する保護者用
パンフレット配付時

保育所・幼稚園等の３
歳児保護者

乳幼児期からの望ましい生活習慣の重要性についての理解を促進し、子どもた
ちの健やかな育ちにつなげるために、保育所・幼稚園等において、基本的生活
習慣の定着を促す取組を実施する。
・基本的生活習慣に関する学習会の実施
・基本的生活習慣の取組強調月間の実施
・基本的生活習慣の取組状況調査の実施

平成３０年度　親育ち支援研修及び支援一覧

親育ち支援啓発
事業

６月１５日（金）四万十市立中央公民館
７月　３日（火）高知県立高知青少年の家
７月３１日（火）安田町文化センター


