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≪受講料お支払い方法のご案内≫
▲受 講 料
◎研修会員（学童保育単位かつ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

研 修 テ ー マ

程

5 月 18 日（水）
9:30~11:30
5 月 25 日（水）
9:30~11:30
6 月 1 日（水）
9:30~11:30
6 月 8 日（水）
9:30~11:30
6 月 15 日（水）
9:30~11:30
6 月 22 日（水）
9:30~11:30

―仕事のイロハを学ぶ研修―

程

4 月 24 日（日）
9:30〜12:30
4 月 24 日（日）
13:30〜16:30
7月10日（日）
9:30〜12:30
7月10日（日）
13:30〜16:30
10月16日（日）
9:30〜12:30
10月16日（日）
13:30〜16:30
12月11日（日）
9:30〜12:30
12月11日（日）
13:30〜16:30
1月29日（日）
9:30〜12:30
1月29日（日）
13:30〜16:30

—系統的に基礎的知識を学ぶ研修—

研 修 テ ー マ

講

師

渡辺 顕一郎 さん

家庭支援論

日本福祉大学

山﨑 嘉久 さん
医師
中村 強士 さん

食・健康・衛生
実践記録論

日本福祉大学

原田 邦英 さん

演劇論〜コミュニケーションの実際〜

元劇団うりんこ

木全 和巳 さん

指導・支援方法論

日本福祉大学

玉木 博章 さん

生活と集団づくりの方法

中京大学

賀屋 哲男 さん

学童保育概論

学童保育指導員協会

柴田 謙治 さん

社会福祉概論

金城学院大学

堀場 純矢 さん

困難な養育環境にある子どもの理解

日本福祉大学

学童保育でのあそびとあそびの実際

新美 優介 さん
学童保育指導員協会

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

師

第１講義「学童保育とは」
立嶋 峰文 さん
－歴史と役割、学童保育指導員の倫理－
瑞穂区学童保育指導員
第２講義「健康・安全・衛生－１－」
市川 建史 さん
－子どもの受け入れ、健康管理－
千種区学童保育指導員
第３講義「一日の仕事」
松尾 拓麻 さん
－打ち合わせ・記録－
昭和区学童保育指導員
第４講義「緊急時の対応」
田頭 直樹 さん
－日々の安全と緊急時の対応－
緑区学童保育指導員
第５講義「健康・安全・衛生－２－」
新井 秀樹 さん
－衛生管理・食品管理等日々の衛生－
瑞穂区学童保育指導員
第６講義「保護者との関係・地域関係機関との連携」
長坂 智志 さん
－保育の役割を果たすために－
港区学童保育指導員

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

講

程 各 9:30〜11:30

—実践に基づく知識を学ぶ研修—

研 修 テ ー マ

9月

2 日（金）
しょうがい児保育
9 日（金）16 日（金）
11月 8日（火）
思春期・LGBT と学童保育の生活
15日（火）22日（火）
2月 3日（金）
保育カンファレンス
10日（金）17日（金）
☆都合により、日程・講師が変更される時があります☆

講師
木全 和巳 さん
日本福祉大学

玉木 博章 さん
中京大学

森崎 照子 さん
あいち保育研究所

