
⼤阪府指定 令和４年度 保育⼠等キャリアアップ研修 

 
本研修は「保育⼠等キャリアアップ研修の実施について」（平成２９年４⽉１⽇付け雇児保発０４
０１第１号）の「保育⼠等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、保育⼠等キャリアアップ研修実施
機関の指定を受けた当法⼈が開催する研修です。 
 

【開催要項】 

●研修分野 
専⾨分野別研修 [幼児教育] 

研修⽬的 
  幼児教育に関する理解を深め、適切な環境を構成し、個々の⼦どもの発達の状態に応じた幼児

教育を⾏う⼒を養い、他の保育⼠等に幼児教育に関する適切な助⾔及び指導ができるように、実
践的な能⼒を⾝に付ける。保育所保育指針を基にして、幼児教育の役割と現状と課題について、
話し合う中で、幼児の保育形態・保育環境・遊びの中での学びについて、幼児期の終わりまでに、
育ってほしい姿と⼩学校教育との円滑な接続について考え、理解する。 

 
●研修会場 
社会福祉法⼈ ⼭善福祉会 認定こども園さんすい学園  定員 50 名 
 住 所︓⼤阪府茨⽊市東太⽥ 3-8-3 
 最寄り駅︓阪急富⽥駅または JR 摂津富⽥駅 
 駐⾞場はありません。お⾞でお越しの⽅は近隣のパーキングをご利⽤ください。 
 
●受講料 
1 分野 10,000 円 
※受講決定通知とともに振込のご案内をいたします。 
 
●お申込みについて 
受講申込⽤紙に必要事項をご記⼊の上、FAX[072-640-0018]にてお申し込みください。 
     受付開始    12⽉ 12⽇ 

申込締め切り⽇ 12⽉ 28 ⽇ ※先着順で定員になり次第締切とさせていただきます。 
お申込み後 1週間以内に受講決定通知書を FAX またはメールさせていただきます。 
なお、お申込後 10 ⽇を過ぎても受講決定通知書が届かない場合は問い合わせ先までご連絡ください。 
※⼤阪府が他の都道府県及び市町村に対し、必要に応じて研修修了者名簿に記載する情報を提供
しますので、同意される⽅のみお申込みください。 
 

問い合わせ先︓社会福祉法⼈ ⼭善福祉会 豊原学園 TEL 072-640-0017 担当︓川村 



●修了証について 
・1 分野すべてのカリキュラムを受講 
・レポート・アンケートをすべて提出 
・⽋席、遅刻、途中退席等がないこと 
上記 3点を確認した上で修了証の交付をおこない、⼤阪府に報告いたします。 
 
●各研修初回持ち物 
・受講決定通知書 
・保育⼠証の写し 
 
●実施主体 
社会福祉法⼈ ⼭善福祉会 
 
<個⼈情報の取り扱いについて> 
申込⽤紙に記載された個⼈情報及び申込時にご提出していただく個⼈の証明書類については、厳重な
管理を⾏い、本事業の運営以外の⽬的には使⽤いたしません。 
 
●研修⽇程および内容について 
⽇程 
1 ⽇⽬ 令和 5 年 1 ⽉ 8 ⽇（⽇）    9︓00 受付開始   9︓30〜15:50 
2⽇⽬ 令和 5 年 1 ⽉ 9⽇（⽉・祝） 9︓15 受付開始  9︓30〜12:50 
3 ⽇⽬ 令和 5 年 1 ⽉ 15 ⽇（⽇）   9︓15 受付開始  9︓30〜17︓20 
 
講師 
常磐会短期⼤学 ⽥村みどり 
 
◆1 ⽇⽬ 1 ⽉ 8 ⽇ 

時 間 テーマ 内 容 
9︓00〜  受付開始 

9︓15〜  開会 

受講ガイダンス 

9︓30〜10︓40 養護と教育の⼀体化について 保護者や⼦どもの実態を踏まえて 

保育園・認定こども園等で⽣涯に 

わたる⽣きる⼒の基礎を培うために、

養護と教育の連続性を踏まえて豊か

な体験を通して感じたり、気付いたり

する中で気付き、学びを深める。 

10︓50〜12︓30 
 

保育形態について 少⼦化が進み、兄弟喧嘩の機会や

模倣や体験不⾜の中で年齢別保育

から異年齢保育を実践している保育



園・認定こども園もあります。KJ 法で

メリット、デメリットで保育形態につい

て考えると共に保育の質を⾼めるため

の⼿⽴てについて考える。 

12:3０〜13:20 昼⾷  

13:20〜15:00 豊かな遊びについて考える 主体的な遊ぶを通して⼦ども達が保

育者と⼀緒に共に考えて実践してい

く豊かな遊びを DVD を観て⾃分たち

の保育を振り返る。 

15:10~15:50 
 
 
 
 
 
 
 

⼦どもが主体的に遊ぶためには 研修参加者に⾃分の保育園・認定

こども園の⼦ども主体的に取り組みを

している内容やこれから取り組みたい

と思っている内容をグループで学び合

う。当⽇参加している保育者が⼦ど

も主体ではなく保育者主導で保育を

進めていないか振り返る。 

 

15:50~16:10  質疑応答 終了 

 
◆2⽇⽬ 1 ⽉ 9⽇ 

時 間 テーマ 内 容 
9︓15〜  受付開始 

9︓30〜11︓10 保育環境について考える 参加している保育者が豊かな遊びに 

発展していくためには園庭や保育室

をどのような保育環境に計画的にして

いったか各グループで討論やグループ

ごとに発表して保育環境の充実には

どのような取り組みが必要か理解す

る。 

11︓20〜12︓50 絵本を通した実践から保育環
境を学 

絵本を通してごっこ遊びを展開してい

く時に保育室の環境をどのように充実

させていくか、よりごっこ遊びが発展し

ていくように計画的に保育実践をす

る。 

12︓50〜13:10  質疑応答 終了 

 
◆3 ⽇⽬ 1 ⽉ 15 ⽇ 

時 間 テーマ 内 容 
9︓15〜  受付開始 

9︓30〜11︓10 幼児期に遊びを通して学ぶ 気付いたことやできるようになったこと 



考えたり、試したり、表現したりする中

で幼児期に⼤切にしたい遊びを通し

て⼦ども達が何について学んでいるの

かを考える。資質と能⼒を育むための

保育内容について考える。 

11︓20〜13︓00 遊びの連続性について学ぶ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

を踏まえて幼児期にふさわしい保育を

実践するために、⼦どもの遊び、⽣活

が充実し発展するためにはどのように 

継続し、連続した遊びに繋げるかを

保育者の実践を踏まえて意⾒交流

する。 

13:00~13:50  昼 ⾷ 

13︓50〜15︓30 指導計画の作成について学ぶ 全体的な計画から指導計画が担当

クラスの⼦どもの姿を基にして計画さ

れているか、クラスの課題克服のため

にはどのような継続した指導計画の

作成が⼤切であるかを期間指導計

画や週間指導計画について考える。 

15︓40〜17︓20 ⼩学校教育との連携強化の必
要性 

保育所・園保育と⼩学校教育の円

滑な接続の為に⼦どもの育ちを⽀え

るための保育所児童保育要録だけ

でなく、普段からの地域連携の中で

⽇々連携することが⼦ども達の⾃信

となり⼩学校⽣活を意欲的に進める

基礎となることを学ぶ。 

17:20~17:40  質疑応答  終了 

 



受講通知送付先：　

FAX　（ 自宅 ・ 勤務先 ）

または

メール（ 自宅 ・ 勤務先 ）

　※日中9時～17時頃の時間帯で連絡可能な番号を必ず記入してください。

［自宅・携帯］

どちらかに○をしてください ［　勤務先　］

〒 ―

〒 ―

　　　無し　・　有り　（有りの方は以下も必ずご記入ください。）　

都 道
府 県

※保育士証の写し(コピー)を研修当日、ご持参ください。

　年　　　　　　　　ヶ月

令和4年度 大阪府保育士等キャリアアップ研修

受講申込書

フリガナ

性別 女　　・　　男
氏　名 （姓）

勤務先

名称

（名）

生年月日 西暦　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

連絡先 電話番号自宅・勤務先

自　宅

住　所

フリガナ

勤務先

住　所

勤務先種別 該当するものに○をしてください。　・保育園　・認定こども園　・小規模保育施設  ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職　種 該当するものに○をしてください。　・保育士　・栄養士　・調理師　・看護師  ・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和５年1月８日、１月９日、１月１５日 〇

　　　【社会福祉法人　山善福祉会】　申込送付先FAX番号：072-640-001８

保育士登録番号

（保育士の方のみ）

「保育士」としての経験年数

受講を希望される研修に○印をしてください。

        ※大阪府が他の都道府県及び市町村に対し、必要に応じて研修修了者名簿に記載する

           情報を提供しますので、同意される方のみ各研修にお申込みください。

幼児教育

「保育士」の資格証の有無

マネジメント 令和4年12月11日、12月17日、12月18日
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