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指導員研修
2021 年度

新任研修

主催：特定非営利活動法人

学童保育指導員協会
お申し込み・お問い合わせ
〒456-0006
名古屋市熱田区沢下町9-7-308
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HP：http://gakudouhoiku.org/
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≪受講料お支払い方法のご案内≫
▲受 講 料
◎研修会員（学童保育単位＆愛知学童保育連絡協議会加入学童保育のみ）
年間 30,000 円（先着 50 学童保育迄）
会員は、当法人が実施する以下の研修を申し込めば何人でも何科目でも受講できます。
◎科目ごとの受講の場合
○新任研修 1 講座（6 講義） 18,000 円（ 愛知学童保育連絡協議会加入者 12,000 円）
○基礎研修 1 講座／3,000 円×受講講座数（
同上
2,000 円）
○専門研修 1 講座（3 講義） 9,000 円（
同上
6,000 円）
※新任研修及び専門研修は 1 回のみの受講でも同額です。
●受講取消は申込講座開講 1 週間前の同じ曜日までです。
▲受講料のお支払い
振込人に受講者の氏名（複数人の場合は受講代表者）をご記入ください
【お支払先口座】 ※ゆうちょ銀行振替口座 00890 - 3 - 183854
※ゆうちょ銀行 〇八九店 当座 0183854
※岡崎信用金庫 熱田支店 普通 9007763
口座名義はいずれも「特定非営利活動法人学童保育指導員協会」
研修は労働会館本館と Zoom 併用で行います

▲お申し込み

のご案内

受講料払い込み後、当協会に申込用紙の
送付を依頼し、届いた申込用紙に記入して
Email もしくは Fax 送信をお願いします
Email：kenshuu@gakudouhoiku.org
Fax：052-308-3324
研修開始後も順次受付いたしますが、
受講料は変わりません。
※HP から申込用紙はダウンロードできます

新任研修：指導員歴 3 年まで （3 年以上の人も受講可）

日

―仕事のイロハを学ぶ研修―

研 修 テ ー マ

程

5 月 19 日（水）
9:30~11:30
5 月 26 日（水）
9:30~11:30
6 月 2 日（水）
9:30~11:30
6 月 9 日（水）
9:30~11:30
6 月 16 日（水）
9:30~11:30
6 月 23 日（水）
9:30~11:30

第１講義「学童保育とは」
－歴史と役割、学童保育指導員の倫理－
第２講義「健康・安全・衛生－１－」
－子どもの受け入れ、健康管理－
第３講義「一日の仕事」
－打ち合わせ・記録－
第４講義「緊急時の対応」
－日々の安全と緊急時の対応－
第５講義「健康・安全・衛生－２－」
－衛生管理・食品管理等日々の衛生－
第６講義「保護者との関係・地域関係機関との連携」
－保育の役割を果たすために－

基礎研修：指導員歴 3 年以上 もしくは新任研修を受講された人

日

程

4 月 25 日（日）
9:30〜12:30
4月25日（日）
13:30〜16:30
5月9日（日）
9:30〜12:30

5月9日（日）
13:30〜16:30
6月27日（日）
9:30〜12:30

6月27日（日）
13:30〜16:30
9月26日（日）
9:30〜12:30

9月26日（日）
13:30〜16:30
1月20日（木）
10:00〜11:30
1月27日（木）
10:00〜11:30

師

亀井 達也 さん
名東区学童保育指導員
加藤 充浩 さん
守山区学童保育指導員
政次 博彦 さん
中村区学童保育指導員
竹内 隆人 さん
西区学童保育指導員
上田 貴文 さん
昭和区学童保育指導員
河村 千里 さん
瑞穂区学童保育指導員

—系統的に基礎的知識を学ぶ研修—

研 修 テ ー マ

講

師

山崎 嘉久さん

子どもの体の構造・機能

医師

山崎 嘉久さん

心の健康

医師

子育てネットワーク論〜関係機関との連携

渡辺 顕一郎さん
日本福祉大学

木村 洋太さん

子どもの発達の基礎的理解

京都府立大学

今井 理恵さん

学校教育論〜学校とはなにか

日本福祉大学

児童福祉概論〜子どもの権利と生活を守る制度

村田 一昭さん
愛知県立大学

原田 明美さん

学童保育内容総論〜保育内容を学ぶ

桜花学園大学

三山 岳さん

しょうがいをもつ子どもの理解と援助

愛知県立大学

学童保育士論〜指導員の仕事・倫理・専門性

中村 強士さん
日本福祉大学

専門研修：指導員歴 5 年以上 もしくは基礎研修を受講された人

日

講

程 各 9:30〜11:30

10 月 20 日（水）
27 日（水）29 日（金）
11月 2日（火）
9日（火）16日（火）
12月 1日（水）
8日（水）15日（水）
2月 2日（水）
9日（水）16日（水）

—実践に基づく知識を学ぶ研修—

研 修 テ ー マ（予定含む）
小児栄養
現代子ども論 〜いじめ・愛着障害
学童保育の子どもと文化的・芸術的生活づくり
保育カンファレンス

☆都合により、日程・講師が変更される時があります☆

講師 （予定含）
小川 雄二さん
名古屋短期大学

玉木 博章さん
中京大学

杉谷 美智子さん
学童保育指導員

森崎 照子さん
あいち保育研究所

