
令和４年度子育て支援員研修　実施スケジュール

【基本研修】　

科目名 研修形態

15分 オリエンテーション Web研修

60分 子ども・子育て家庭の状況 Web研修

60分 子どもの発達 高知学園大学 教授 吉村　　斉 Web研修

60分 保育の原理 有田　尚美 Web研修

60分 対人援助の価値と倫理 有田　尚美 Web研修

60分 子どもの障害 石山　貴章 Web研修

60分 児童虐待と社会的養護 高知県立大学 教授 西内　章 Web研修

60分 子ども家庭福祉 有田　尚美 Web研修

60分 総合演習 有田　尚美 Web研修

６月30日（木）　～　７月10日（日）

配信期間 講師

幼保支援課職員

高知県幼保支援スーパーバイザー

高知県幼保支援スーパーバイザー

高知県立大学地域教育研究センター　教授

高知県幼保支援スーパーバイザー

高知県幼保支援スーパーバイザー

６月30日（木）
～７月10日
（日）



【専門研修】　地域保育コース〔共通科目〕

８月１日（月）～　８月10日（水）

科目名 研修形態

60分 実施自治体の制度について Web研修

60分 安全の確保とリスクマネジメント 高知県立大学 准教授 佐東　美緒 Web研修

60分 乳幼児の生活と遊び 有田　尚美 Web研修

60分 地域保育の環境整備 有田　尚美 Web研修

90分 保育者の職業倫理と配慮事項 田邊　美加 Web研修

90分 乳幼児の発達と心理 高知学園大学 教授 吉村　斉 Web研修

90分
特別に配慮を要する子どもへ
の対応(0～2歳児）

高知県立大学 教授 石山　貴章 Web研修

【専門研修】　地域保育コース〔共通科目〕

日程：８月20日（土） 会場：高知県庁本庁舎　正庁ホール

科目名 研修形態

15分 オリエンテーション

10:00 ～11:00 60分 乳幼児の食事と栄養 高知学園大学 准教授 古屋　美知 集合研修

11:10 ～12:10 60分 小児保健Ⅰ 高知学園短期大学 非常勤講師 山本　和代 集合研修

12:10 ～13:10 60分 昼食

13:10 ～14:10 60分 小児保健Ⅱ 高知学園短期大学 非常勤講師 山本　和代 集合研修

14:20 ～15:50 90分 グループ討議 集合研修

15:50 ～ 研修の振り返り

【専門研修】　地域保育コース〔共通科目〕
９月17日（土） 会場：高知県立人権啓発センター

科目名 研修形態

10:00 ～ 12:00 120分 心肺蘇生法 日赤高知県支部 集合研修

12:10 ～ 研修の振り返り

科目名 研修形態

13:00 ～ 15:00 120分 心肺蘇生法 日赤高知県支部 集合研修

15:10 ～ 研修の振り返り

９月18日（日） 会場：高知県立人権啓発センター

科目名 研修形態

10:00 ～ 12:00 120分 心肺蘇生法 集合研修

12:10 ～ 研修の振り返り

配信期間 講師

幼保支援課職員

高知県幼保支援スーパーバイザー

高知県幼保支援スーパーバイザー

高知県幼保支援アドバイザー

時間 講師

幼保支援課職員

Ａグループ
時間 講師

Ｂグループ
時間 講師

Cグループ
時間 講師

日赤高知県支部

８月１日（月）～
８月10日（水）



【専門研修】　地域保育コース：地域型保育

８月15日（月）～　８月24日（水）

科目名 研修形態

10分 オリエンテーション

60分 地域型保育の概要 有田　尚美 Web研修

90分
地域型保育における保護者へ
の対応

遠近　朋子 Web研修

60分 地域型保育の運営 有田　尚美 Web研修

120分 地域型保育の保育内容
田渕　愛子

Web研修

60分 見学実習オリエンテーション 幼保支援課職員 Web研修

【専門研修】　　地域保育コース：一時預かり事業

９月５日（月）～　９月14日（水）

科目名 研修形態

10分 オリエンテーション

60分 一時預かり事業の概要 幼保支援課職員 Web研修

120分 一時預かり事業の保育内容 中嶋　早苗 Web研修

60分 一時預かり事業の運営 有田　尚美 Web研修

90分 一時預かり事業における保護者への対応 遠近　朋子 Web研修

【専門研修】　地域保育コース：一時預かり事業　　※見学実習の代替

９月11日（日） 会場：高知県立人権啓発センター

科目名 研修形態

8:50 ～ 9:00 10分 オリエンテーション

9:00 ～ 12:00 180分 講義・演習 集合研修

12:00 ～ 13:00 60分 休憩（昼食）

13:00 ～ 16:00 180分 講義・演習 集合研修

16:10 ～ 研修の振り返り

配信期間 講師

高知県幼保支援スーパーバイザー

高知県親育ち支援アドバイザー

高知県幼保支援スーパーバイザー

Azonoにこにこ駅　園長
幼保支援課職員

配信期間 講師

高知県幼保支援アドバイザー

高知県幼保支援スーパーバイザー

高知県親育ち支援アドバイザー

時間 講師

幼保支援課職員

幼保支援課職員

８月15日（月）
～

８月24日（水）

９月５日（月）～
９月14日（水）



【専門研修】　地域保育コース：地域型保育

見学実習オリエンテーション受講後２日間（日程は未定）

≪実習時の日程≫ 場所：各市町村の保育所等
研修形態

一
日
目

実習

休憩（昼食）

保育の1日の流れを見る 実習先　指導職員 実習

実習先　指導職員 実習

実習先　指導職員 実習

時　　間 内　　　容 備　　考

9:00～16:00 保育の１日の流れを見る 実習先　指導職員

12:00～13:00

13:00～14:00

14:00～15:00
保育の記録・計画、受付等の書類や環境構成、
保護者対応の実際等について学ぶ

15:00～16:00 実習のまとめと振り返り

9:00～12:00 保育の１日の流れを見る 実習先　指導職員 実習

二
日
目


